
名古屋市議会 ようやく徐々に議会改革

「河村効果」市議会
が眠りから覚めた？

名古屋市議は月額報酬89万政
務調査費月額50万を貰っている
にもかかわらず、活動の実態はこ
れまで市民には不透明であった
が「議員のボランティア化」を掲げ
る河村名古屋市長の登場でこれ
までどおりではいられなくなった。
市議会本会議や委員会を傍聴し
ても、以前のように携帯電話を操
作している議員や、談笑している
議員はいなくなり、以前と比べると
真剣な議論が繰り広げられるよう
になるなど様変わりした。

「 」議会基本条例
可決議 論 の す え

議会改革の理念を表明するた
めの「議会基本条例」を作ろうと、
市議会は「名古屋市議会基本条
例制定研究会」を設置し、マスコミ
にも市民にも”公開”して9回行わ
れた。しかし公開されているといっ
ても傍聴席の定員は7名のみ、市
議会のホームページへの開催予
告は当日掲載も。研究会で配布
された資料はネット上では公開さ
れず、わざわざ市議会に取りに行
かなければならないなど、真に市
民に開かれたものとは言えない。

また、市民から意見を募集する
パブリックヒアリングへ寄せられた
意見の概要をネット上で公表した
が、それらの意見が何件・どの程

度反映されたのかは不明である。
（名古屋市民オンブズマンとして
は、3月3日に市会議長と市会事
務局長宛に，2008年８月全国オ
ンブズが行った全国議会改革ア
ンケートの結果を渡し、現在検討
中の市議会基本条例の議論の参
考にするよう申し入れた）

このような不備のほか、議会基
本条例の内容も全国最高レベル
には達していないが、それにして
も3月19日に可決されたこと一応
評価すべきだ。今後議員の議論
のレベルアップや市民の意見を
聞く体制づくりを期待したい。

政務調査費全面公開
費用弁償廃止を議決

議会基本条例可決を受け、名
古屋市議会は3月24日、政務調
査費の領収書を1円以上公開す
ること、また、費用弁償を廃止する
ことを議決した。 議員の給料は2
010年度も毎月10万円減額の月
額89万円にすることを議決した。

さらに地方議会議員年金制度
の廃止に関する決議も挙げた。

なお名古屋市長提案の下記3
条例はいずれも否決された。
・政務調査費条例の廃止
・議員定数半減
・議員報酬半額・費用弁償等実費

肝心なところは休憩中に
非公開で議論

また予算の一部修正案（自動

車図書館の復活、住んでちょう！
ナゴヤ大作戦の減額など）が議決
され、市民税10％減税条例を「１０
年度限りの適用」とする修正案を
可決した。さらにトワイライト事業
選定に関して百条委員会設置を
議決した。

議員提案の「使用料の増額等
に係る市民への周知期間の確保
に関する条例」は一部修正されて
可決。同じく議員提案の「名古屋
市住民投票条例案」は、継続審
議となった。

議会を連日深夜まで開催して
議論するなど、これまでの市議会
ではなかったことである。しかし中
身を決める肝心なところは「暫時
休憩」中に各会派代表者が非公
開で議論している構図は旧態依
然だ。

想 像 以 上 に 面 白 い
議会報告会

4月16-18日には議会報告会を
初めて開催し、市民の意見を直
接聞く取り組みを始めた。市民か
らの活発な意見が続出し、予想以
上によいものであった。
河村市長は、議員報酬半減と市

民税１０％減税を恒久化する議案
などを4月19日からの臨時議会に
提出する。議員報酬の金額、減
税の是非はともかく、議会が活性
化し、議員の活動がよく見えるよう
になり、市政の問題点が市民によ
りわかりやすく伝わるようになるこ
とを期待したい。（内田）
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最高裁 領収書等の
文書提出命令 認めず

H16年度自民党名古屋市議団
の政務調査費「報告書」「領収書」
の文書提出命令を求めていた件
で、最高裁第二小法廷は4月12
日，地裁・高裁での開示命令決
定を破棄し、文書提出命令申立
を却下した。http://nagoya.ombu
dsman.jp/seimu/100412.pdf

自民党作成の報告書と
領収書が合わない疑い

本件は自民党名古屋市議団に
支払われたＨ１６年度政務調査費
（個人経費）１億３５００万円の返
還を求める住民訴訟（名古屋地
裁）の中で争われた件である。

平成16年度当時、名古屋市議
の政務調査費支出に関し、領収
書の議長への提出は義務付けら
れていなかった。

平成１６年度に自民党名古屋

市議団に支給された政務調査費
の個人経費分については、市議
団は規則に定められた会計帳簿
を作成せずパソコン上の帳簿で
管理し、さらに金額と領収書の枚
数を記載した「報告書」を作成し
ていた。

原告の名古屋市民オンブズマ
ンは支出の実態と収支報告書の
記載が異なっていること、政務調
査活動以外に支出していることを
立証するために「報告書（黒塗り
のないもの）及び添付されている
領収書」の文書提出命令を求め
ていた。

地裁・高裁は文書提出
命令を認めていた

名古屋地裁民事9部は、09年1
月14日「義務付けられた会計帳
簿を作成していない」本件では
「本件各文書を提出するほかはな
く」「いずれも専ら内部の者の利用
に供する目的で作成され、外部の
者に開示することが予定されてい
ないものということはできない」と判

断した。http://www.ombnagoya.g
r.jp/tokusyuu/seimutyousahi/090
114.PDF

名古屋高裁民事3部も09年9月
30日「自己利用文書」に当たらな
いとした。http://nagoya.ombudsm
an.jp/seimu/090930.pdf

最高裁は「自己利用
文書」に当たると判断

しかし、最高裁は「特段の事情
が伺われない本件各文書」は「専
ら文書の所持者の利用に供する
ための文書」に当たり、文書提出
命令を破棄した。

ただし、須藤正彦裁判官は反
対意見を出し「自己利用文書に
当たるものということはできない」と
した。

全国の政務調査費をめぐる住
民訴訟で、領収書等の文書提出
命令が出たのは、名古屋を含め7
件ある。http://www.ombudsman.j
p/seimu.html#buntei
この決定が多大なる悪影響を及
ぼすことが懸念される。（内田）

名古屋市入札状況監視資料 一部開示
名古屋市が07年４月から始め

た「入札状況常時監視」の資料の
一部非公開に対して、名古屋市
民オンブズマンが07年8月16日異
議申し立てをしていた件で、名古
屋市情報公開審査会は10年1月5
日、一部公開すべきという答申を
出した。

異議申し立てをしてから２年４ヶ

月、情報公開審査会が出した結
論は以下の通り。
・入札状況における詳細分析の

絞り込みに関する「観点・手法」
は公開すべき

・詳細分析の対象及び結果一覧
の内容並びに委員の発言内容
については、非公開のまま

結局、最初の開示から2年半、談

合の有無を地域要件で調べたこ
とがわかった以外、非公開にお墨
付きを付けただけになった。

その後開示されたが「いまさら」
の内容だ。本件に限らず異議申
し立てには早急に結論を出しても
らいたい。 （内田）
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市民参加は「予算編成
過 程 の 公 開 」 か ら

市民・県民の生活に密着する
役所の予算はこれまで密室で作
成されており、市民の予算への要
望・意見（この予算をつけろ、つけ
るな）がきちんと反映されることは
ほとんど無かった。

予算編成過程の透明化をはじ
めた鳥取県では予算要求段階か
ら予算編成過程を公開しており、
広く市民の意見を聞ける体制を取
っている。

予算説明資料は各事業
２～３行のみ 他市で
は １ 事 業 １ ペ ー ジ も

名古屋市は10年1月17日予算
編成についてヒアリングを行った。
また1月20日までに書面で市民の
意見も募集した。

河村市長は「全国初の取り組
み」と自画自賛。

10年1月17日の「パブリックヒア
リング」会場は公募した市民約250
人でいっぱいだったが、質問と市
長の回答の実質時間は2 時間、
市民の発言者は21名。しかし配
布資料は各事業２～３行の説明し
かないため、詳細はわからない。
しかも市民が意見を述べても「こ
のように決まったのでご理解して
ほしい」という市長の意見に終始
した。

市民の発言の中には、時間の
制約上か議会改革のものがなく、
また行財政改革の取り組みにつ
いても「個別事業を廃止するな」と
いうことのみで全体を見渡すもの
はなかった。

予 算 局 長 査 定 時 点 で
実 は ほ ぼ 決 定 済 み

本来予算編成は以下のような
スケジュールで行われる。
・１０月中旬 予算編成方針作成
・11月上旬 予算要求書の提出
・（１２月末頃 財政課長査定）
・１月中旬 財政局長査定
・１月中旬から下旬 市長査定
・２月中旬 市議会で審議

今回の名古屋市予算編成ヒアリ
ングは財政局長査定終了後の資
料を元に行った。この時点ではほ
ぼ予算が固まっており、市長が予
算を左右できる余地はごく限られ
る。

他の予算編成過程を公開して
いる自治体は、予算要求段階で
資料を公開し、市民の意見を反
映させている。

？自 称 「 全 国 初 」
実 は 政 令 市 ６ 番 目

ヒアリング会場では多くの市民
がコンパクトにかつ中身のある意
見を述べた後、名古屋市民オン
ブズマン事務局の内田隆が会場
発言で以下のように述べた。

「市長が市民の意見を聞くとい
うのは都道府県・政令市では確か
にはじめて。しかし他の政令市５
市（札幌･さいたま・千葉･堺・北九
州）で予算編成過程を公開してお
り名古屋市が６番目ではないか。

しかも、他５市は予算要求段階
の情報から公開している。以下の
４点を質問する。
①今回、名古屋市が「予算要求
段階」「財政課長査定」「財政局
長査定」終了後1月12日になっ
て公開した理由は何か

②札幌･北九州は１ヶ月意見を
募集し、１件ずつ文書にて市の
考えを公表している。市民の意
見に対し、他政令市のように1
件ずつ市の考えを示すつもり
はあるか。

③堺市のように事業ごとの１ペー
ジ資料を公開しなかった理由
は何か
④そもそもこの予算案はほとんど
固まっているのではないか。」
市財政局長は「1件1件に対し

て回答するかは今後検討する。
今後市民の意見を踏まえて市長
査定を行い、各会派の要望を受
け、総合的に勘案していきたい」と
市民の意見をきちんと受け止めて
予算案を策定する、とは明言しな
かった。

市民意見反映は2件のみ
10年2月19日名古屋市は「市民

意見の内容及び市の考え方」を
発表した。

1月12日～21日に合計706件の
市民の意見が集まり、パブリックヒ
アリングとして21人が発言したが、
名古屋市財政課に確認したとこ
ろ、結局市民の意見が予算に反
映されたのは2件のみであった。
（成年後見支援センター、障害福
祉サービスの自己負担金）

同様に市民の意見を募集して
市の考え方を公表した北九州市
は以下のように分類している。

・意見が予算案に反映 53件
・予算案に反映していない20件
・予算措置とは関係ない 32件
とはいえ市民からの多数の意

見に対して市の考え方を示してい
ること自体は評価すべきである。

市民の多種多様な予算に対す
る意見が広く市民に公開されてい
ること自体、興味深いものであり、
今後の改善を期待したい。

（内田）

「 」政務調査費 県議の事務所家賃
について質問状郵送「 」市議の海外視察

政務調査費領収書開示
08年度から県議は3万
以 上 市 議 は 1 万 以 上

政務調査費（愛知県議1人当た
り月50万円、名古屋市議は1人当
り月55万円、09年度から月50万円
に減額）の領収書について、08年
度から、県議は3万円以上（人件
費除く）、市議は1万円以上が公
開された。それらを情報公開請求
して分析した。

県 議 「 事 務 所 家 賃 」
自分が経営する会社に

名古屋市民オンブズマンは愛
知県議に支給された2008年度政
務調査費で事務所家賃を支払っ
た57名の議員に対して、2月3日
按分率の根拠は何か、どのような
調査に使用したのかなどの質問
書を郵送した。

今回、2008年度に支給された
政務調査費約6億円のうち、初め
て公開された３万円以上（人件費
を除く）の領収書（約1億 5700万
円約26%）をチェックした。

この中で、政務調査活動と認め
られる分に限定して按分で支出さ

れた「家賃」「車のリース料」「広報
代」の中で、今回は家賃（総額44,
129,847円）について詳細に分析
した。結果その支出がかなり高額
なこと、按分率も各議員ばらつき
のあることが初めて判明した。しか
し本領収書だけでは政務調査活
動の内容が分かるはずもなく、ま
してやその使途が政務調査活動
費として適正なのか疑念が湧く。

県議の中には自分が経営して
いる会社に対して家賃支出してい
た事例もみられたので、家賃支出
した県議57人全員に対して直接
質問状を送付した。

記者会見を行った名古屋市民
オンブズマンの新海聡弁護士は
「政務調査費で事務所家賃を支
払った場合、事務所がないと調査
ができなかったと証明出来なけれ
ば違法と考える。容易に政治活動
に転用可能であるからだ。います
ぐ住民監査請求を行う、というわ
けではないが、議員からどのよう
な回答があるか待って決めたい」
と述べた。

また、名古屋市民オンブズマン
事務局の内田隆は「09年4月1日
現在、都道府県議会で政務調査
費の領収書全面公開義務付けは
35都府県にのぼる。3万円以上領
収書公開の愛知県議会の取り組
みはたいへん遅れている。きちん
と政務調査活動に使ったと、市民

に説明する義務がある」と述べ
た。

新海弁護士は「領収書全面公
開は当たり前。どのような調査に
使ったのかを公開するのが全国
的な流れだ」と述べた。

[ ]市 議 海 外 視 察
2泊3日で1人 万円も26

名古屋市民オンブズマンは、2
008年度に名古屋市議に支給さ
れた政務調査費のうち、海外視察
について特化して調査分析し、そ
の成果と活用など質問状を2月18
日全議員に送付した。
政務調査費を用いた海外視察の
1人当りの費用は
・上海2泊3日 民主 261,875円

（食事代を除く）
・台北2泊3日 民主 262,667円

（食事代除く）
・シドニー4泊5日 市会自民

525,000円（食事代を除く）
などが判明した。

これらは領収書のみの公開（一
部会派は行程も記載）で、その成
果についての報告は非公開のま
まであることから、今回これら海外
視察の具体的な目的と、そしてそ
の成果について質問した。

（内田）

札幌市費用弁償訴訟
最高裁逆転敗訴確定

時 代 の 流 れ に 逆 行 の
最 高 裁 判 決
札幌市費用弁償訴訟で最高裁

第三小法廷は2審勝訴判決を破
棄し全面敗訴が確定した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/

pdf/20100330161334.pdf
理由 : 定例会等の会議に出席し
た議員に費用弁償として日額１万
円を支給する旨の本件条例の定
めは、法２０３条が普通地方公共
団体の議会に与えた裁量権の範
囲を超え又はそれを濫用したもの
として違法、無効となると断ずるこ
とはできない。

しかしこの判決は各議会で費
用弁償の全廃や実費支給が相次
いでいる現実に逆行するものだ。

また、各地で相次いでいる費用
弁償返還訴訟に多大な悪影響を
及ぼすだろう。 （内田）
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＊その一・県庁財政課編＊
愛知県総務部財政課は、年末年始超多忙で

勤務が深夜に及ぶことも多く、従って課員が

帰宅にタクシーを使用することが多かった。

しかし、それにしても一つの課で一ヶ月九百

万円とは少々度が過ぎないか、と十数年前オ

ンブズがチェックしたところ、グラフに見ら

れるようにみるみる使用料が減ってきた。と

ころがこの減少傾向は平成十九年くらいで一

休みしてしまった。

そこでここ数年の同課の残業状況を調べた

ところ、なんと午後八時または十時に一斉に

退庁していることになっているのだ。同時に

調べたタクシーの乗車時間はほとんど午前０

時過ぎの乗車になっている。

この疑問解消のため同課が作業する部屋の

鍵返還時間を調査したところほとんどが深夜

の返却または徹夜作業で返却していないの

だ。
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百万円
愛知県財政課

１２月タクシー使用金額の推移

財政課員の健康を憂える
そこで直接財政課に話を聞いてみた。

「財政課は十一月から翌年二月半ばまでほ

とんど深夜に至る作業に終始している。残業

届が八乃至十時で終わっているのは予算不足

のためで、現実は連夜に及ぶサービス残業を

続けている。深夜に及んで帰宅せずその場で

」 。泊まることもまれではない というのが回答

データーによれば深夜に帰宅して翌朝定時

に出勤している課員も少なくない。

冗談ではない、これが本当ならこんな超加

重残業で過労死でも出るのではないかとこち

らが心配になる。

昨年暮れは１日平均５ ８５枚のチケット.
が使われ、１ヶ月で１１３万円のタクシー代

が支払われているのだ。

すべてのチケットが零時
それでも１過ぎの乗車とは？

９３枚のチケットすべてが零時過ぎの乗車と

いうのは少々気になるところだ。公共交通機

関が無くなっての帰宅と言うなら１１時台の

帰宅もあろうに思われるのだが。

かって出張旅費の不正支出を調べたときに

は、県内での宿泊出張が数多く見られたもの

だが、それに比べて財政課員が二・三時間し

か休めなくても長時間かけてのタクシー帰宅

を続けているのは奇異に映らなくもない。

本当に財政県当局に聞きたい
課が例年このようなヤミ残業を強いられてい

るのなら、県当局はこれをどう考えているの

か。

また県の職員組合は組合員のこのような違

法状態を放置していて良いものだろうか？

（ﾀｲｱｯﾌﾟ 柴田孝介）G



＊その二・市役所黒塗車編＊
昨年１１月、河村市長に面談して市役所の黒

塗公用車廃止を提言した。

市役所にある黒塗り車は昨年夏現在１２両あ

り内４両は市長と３人の副市長の専用車。残り

はフリーに使われている。

われわれはこれらの運行状況を詳細に分析し

た結果、市長専用車以外は不要であり即刻廃止

するように、というのが提言である。

特にフリー車の稼働率は低く一日平均１回以

下の走行という状態である。これらの使用者は

課長以下の職員が主体であることも見逃せな

い。普通の会社で平社員が黒塗車で出かけるこ

となど考えられないからだ。

また、副市長用車も出退勤の送迎が主体で似

たような稼働状況だ。

よう調べてちょうたと市長
市長は調査結果に目を通して「ようこれだけ

調べてちょうたねえ、こっちでも調べて回答し

ます。市の議長さんもええ車に乗っとるで、あ

れもやってちょう」と調査と検討を約束した。

今年になってその後を聞くべく１月１６日秘

書室を訪ね、庶務係長が自ら本件担当を名乗っ

て対応「年度中に結論を回答する」と約束なさ

った。

ところが年度内の回答は？

４月になっても回答がない。係長にメールで催

促するもナシの飛礫。そこで今度は電話で問い
つ ぶ て

合わせたところ係長は転勤、本件について後任

係長は引き継ぎを受けていなかった。これがわ

かったのが４月１５日、その後の係長からの報

告は「廃止は検討していない」というものだ。

にそれは市長の判断か？
は回答出来ず、市長の意向が聞ける聞けないに

かかわらず、２０日午後３時までに回答をもら

うことになっていたが、結果は市長判断は聞け

ず現在も今後も減車予定はナシの回答。

市長は議会との紛糾でそれどころではないで

しょう。係長もお悩みはわかりますが、業務上

身から出たさびというわけです。市長さんの人

気にも関わる問題です、ご健闘を祈ります。

議長の反応は遅刻すると
ところで市長からの提言「市議いかん

」 。長のもやってちょう はもちろん処置しました

直接お目にかかって同様廃車を提言したとこ

ろ「わたしは近いから良いが、次に変わった議

長が遠くの人で遅刻するといかんでねえ」との

ことでした。ソノレベルに唖然として二の句が

ﾀｲｱｯﾌﾟ 柴田孝介）継げませんでした。 （ G

＊その三・彫刻「砂漠の泉」編＊
、 。１月１３日 市職員を名乗って投書があった

名古屋市が所有する「砂漠の泉」なる財産を

公開させ評価を求めよ、と言うものである。

「砂漠の泉」なるものは美術工芸品で平成４年

度に 円で購入、現在国際会議場の地74,160,000
下第１駐車場南側倉庫に保管されているとい

う。

言い分では「どこの美術商が鑑定しても無価

値でしょう」とか。

そこで市に現状を尋ねた。担当は観光推進室

である。出てきた結果は、市にある本件関係の

書類は「備品出納簿１枚」だけ。そこには彫刻

「 」 。砂漠の泉 単価 とあるのみである74,160,000.
「いつ、誰が、いくらで、誰から購入したか、

その経緯がわかる文書」は取得しておらず文書

不存在で何もわからないという。その後も観光

推進室長にくどく尋ねたが、結果は何もわから

なかった。そのものが上記倉庫に数個に梱包さ

れてあることがわかっただけだ。

誰も見た者もいない。今後どうするのかわか

らない、知らない。本当の価値もわからない。

あるいはデザイン博赤字の尻ぬぐいか？と勘

ぐっても見るが、２０年前の話では文書は破棄

されて手がかりもない。

バブル期の教訓というにはあまりに高額な税

金の無駄使いと言って終わってしまうのか。

（ﾀｲｱｯﾌﾟ 柴田孝介）G



2010.2.3　名古屋市民オンブズマン調べ

　　2008年度愛知県議会政務調査費　　事務所家賃　支給額が多い人順

会派 議　員　名
政務調査費

から支出した
家賃月額

記載
按分率

平均
按分率

領収書
確認月数

金額計
（単位：円）

備考

1 1 民主 山田　幸洋 \144,000 ０．８，０．７ 79.2% 12 \1,710,000 按分率８０％　Ｈ２０年３月のみ７０％
2 2 自民 深谷　勝彦 \100,000 5/6 83.3% 12 \1,200,000 平成20年4,5,6,7,8,9,10,11,12月分　平成21年1,2,3月分
3 3 自民 杉浦　孝成 \100,000 10/17 58.8% 12 \1,200,000
4 4 自民 小林　功 \100,000 2/3 66.7% 12 \1,200,000 光熱費含む事務所、事務機等使用料
5 5 民主 長江　正成 \100,000 100% 100.0% 12 \1,200,000
6 6 民主 西川　厚志 \94,442 8/10 80.0% 12 \1,133,304
7 7 自民 鈴木　孝昌 \90,000 90% 90.0% 12 \1,080,000
8 8 民主 小山　たすく \88,000 80% 80.0% 12 \1,056,000
9 9 民主 谷口　知美 \84,000 0.8 80.0% 12 \1,008,000

10 10 民主 安藤　としき \81,052 変化 78.7% 12 \972,629 月により按分率が変わる、平均81052円　平均按分率78.7%
11 11 自民 須崎　かん \80,000 8割 80.0% 12 \960,000
12 12 自民 森下　利久 \80,000 80% 80.0% 12 \960,000
13 13 民主 かしわぐま光代 \80,000 4/5 80.0% 12 \960,000
14 14 自民 奥村　悠二 \77,805 3/5 61.7% 12 \959,595 4,5月60% 、６月は80%を適用、7～3月60%
15 15 民主 富田　昭雄 \78,750 １/2 50.0% 12 \945,000
16 16 民主 森井　元志 \78,750 ７５％ 75.0% 12 \945,000
17 17 自民 大見　正 \76,000 ９５％ 95.0% 12 \912,000
18 18 自民 川嶋　太郎 \75,600 3/5 60.0% 12 \907,200 ２００８年度（4月～2月）分、3月分が2枚、４月分がなし
19 19 民主 久野　てつお \73,500 ７０％ 70.0% 12 \882,000 領収証H20,４月無し、Ｈ２１４月分有り
20 20 民主 近藤　良三 \72,000 0.8 80.0% 12 \864,000
21 21 民主 柴田　高伸 \84,000 80% 80.0% 10 \840,000 5,6,7,8,9,10,11,12,1,2月分。Ｈ２０4,月、Ｈ２１3月分なし
22 22 民主 古俣　泰浩 \69,600 0.8 80.0% 12 \835,200
23 23 自民 岩村　進次 \70,000 ７/15 46.7% 12 \833,000 ・家賃変更150000→'135000円　’０９４月のみ６３０００円適用　
24 24 民主 天野　まさき \64,000 80% 80.0% 12 \824,000 平成20年5月～平成21年4月　４月のみ５６０００円適用
25 25 自民 内田　康宏 \66,666 2/3 66.7% 12 \799,992
26 26 自民 鈴木　愿 \72,000 80% 80.0% 11 \792,000 4,5,6,7,9,10,11,12,1,2,3月分。8月分なし。
27 27 民主 住田　宗男 \97,750 85% 85.0% 8 \782,000 8,９,１０,１１,１２,１,２,３月分。４,５,６,７月分なし
28 28 公明 木藤　俊郎 \64,530 ９/10 90.0% 12 \774,360
29 29 自民 坂田　憲治 \64,000 80% 80.0% 12 \768,000
30 30 民主 とね　勝之 \75,000 50% 50.0% 10 \750,000 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1月分。２,３月なし
31 31 民主 松山　登 50000～80000 記載なし 不明 12 \750,000 ４月80000円・５～１２月65000円・1～3月50000円
32 32 自民 吉田　徳保 \60,000 記載なし 不明 12 \720,000 家賃分5万円、光熱費1万円　：按分率記載無し推定１００％

33 33 民主 かじ山　義章　 \60,000 ６０％ 60.0% 12 \720,000 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3月分。
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2010.2.3　名古屋市民オンブズマン調べ

　　2008年度愛知県議会政務調査費　　事務所家賃　支給額が多い人順

会派 議　員　名
政務調査費

から支出した
家賃月額

記載
按分率

平均
按分率

領収書
確認月数

金額計
（単位：円）

備考

34 34 自民 伊藤　勝人 \59,500 ８５％ 85.0% 11 \654,500 平成20年6.7.8,9.10,11.12月平成21年1.2.3.４月
35 35 民主 高橋　正子 \58,000 １/2 50.0% 12 \696,000
36 36 公明 小島丈幸 \68,067 90% 90.0% 10 \680,103 7月～3月68067円 6月67500円
37 37 公明 岩田　隆喜 \55,550 50% 50.0% 12 \666,600
38 38 公明 渡会　克明 \54,000 90% 90.0% 12 \648,000 H20　5月～Ｈ２１　4月
39 39 公明 米田展之 \54,000 90% 90.0% 12 \648,000
40 40 公明 桂　俊弘 \50,085 90% 90.0% 12 \601,020
41 41 自民 直江　弘文 \50,000 50% 50.0% 12 \600,000 土地代金として。建物分はなし
42 42 自民 水野　富夫 \50,000 １/3 33.3% 12 \600,000
43 43 自民 筒井　タカヤ \50,000 50% 50.0% 12 \600,000
44 44 民主 渡辺　まさし \50,000 1/3 33.3% 12 \600,000
45 45 民主 榊原　康正 \50,000 1/2 50.0% 12 \600,000 事務所駐車場賃料
46 46 民主 浅井　よしたか \46,800 4/5 80.0% 12 \561,600
47 47 自民 松川　浩朗 \44,100 70% 70.0% 12 \529,200
48 48 民主 中村　すすむ \42,000 4/5 80.0% 12 \504,000
49 49 民主 浜崎　としお \42,000 100% 100.0% 12 \504,000
50 50 自民 加藤　精重 \42,000 7/10 70.0% 12 \504,000
51 51 民主 塚本　久 \40,000 1/3 33.3% 12 \480,000
52 52 公明 鬼頭　英一 \40,000 0.8 80.0% 12 \480,000
53 53 自民 酒井　庸行 \37,912 80% 80.0% 12 \454,944 毎月端数は変化
54 54 自民 川本　明良 \40,000 80% 80.0% 11 \440,000 5,6,7,8,9,11,12,1,2,3月分。４月分なし
55 55 民主 鈴木　あきのり \56,000 0.8 80.0% 7 \392,000 H20年　４～８月なし
56 56 自民 熊田　裕通 \30,000 ４０％ 40.0% 12 \360,000
57 57 自民 大竹　正人 \82,600 ７０％ 70.0% 1 \82,600 ４月分のみ。５～３月分なし

合　　　計 71.8% 11.5 \44,129,847
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2010.2.3　名古屋市民オンブズマン調べ

　　2008年度愛知県議会政務調査費　　事務所家賃　按分率が多い人順

会派 議　員　名
政務調査費

から支出した
家賃月額

記載
按分率

平均
按分率

領収書　確
認月数

金額計
（単位：円）

備考

1 民主 松山　登 50000～80000 記載なし 不明 12 \750,000 ４月80000円・５～１２月65000円・1～3月50000円
2 自民 吉田　徳保 \60,000 記載なし 不明 12 \720,000 家賃分5万円、光熱費1万円　：按分率記載無し推定１００％

1 民主 長江　正成 \100,000 100% 100.0% 12 \1,200,000
2 民主 浜崎　としお \42,000 100% 100.0% 12 \504,000
1 自民 大見　正 \76,000 ９５％ 95.0% 12 \912,000
2 自民 鈴木　孝昌 \90,000 90% 90.0% 12 \1,080,000
3 公明 木藤　俊郎 \64,530 ９/10 90.0% 12 \774,360
4 公明 小島丈幸 \68,067 90% 90.0% 10 \680,103 7月～3月68067円 6月67500円
5 公明 渡会　克明 \54,000 90% 90.0% 12 \648,000 H20　5月～Ｈ２１　4月
6 公明 米田展之 \54,000 90% 90.0% 12 \648,000
7 公明 桂　俊弘 \50,085 90% 90.0% 12 \601,020
1 民主 住田　宗男 \97,750 85% 85.0% 8 \782,000 8,９,１０,１１,１２,１,２,３月分。４,５,６,７月分なし
2 自民 伊藤　勝人 \59,500 ８５％ 85.0% 11 \654,500 平成20年6.7.8,9.10,11.12月平成21年1.2.3.４月
3 自民 深谷　勝彦 \100,000 5/6 83.3% 12 \1,200,000 平成20年4,5,6,7,8,9,10,11,12月分　平成21年1,2,3月分
4 民主 西川　厚志 \94,442 4/5 80.0% 12 \1,133,304
5 民主 小山　たすく \88,000 80% 80.0% 12 \1,056,000
6 民主 谷口　知美 \84,000 0.8 80.0% 12 \1,008,000
7 自民 須崎　かん \80,000 8割 80.0% 12 \960,000
8 自民 森下　利久 \80,000 80% 80.0% 12 \960,000
9 民主 かしわぐま光代 \80,000 4/5 80.0% 12 \960,000

10 民主 近藤　良三 \72,000 0.8 80.0% 12 \864,000
11 民主 柴田　高伸 \84,000 80% 80.0% 10 \840,000 5,6,7,8,9,10,11,12,1,2月分。Ｈ２０4,月、Ｈ２１3月分なし
12 民主 古俣　泰浩 \69,600 0.8 80.0% 12 \835,200
13 民主 天野　まさき \64,000 80% 80.0% 12 \824,000 平成20年5月～平成21年4月　４月のみ５６０００円適用
14 自民 鈴木　愿 \72,000 80% 80.0% 11 \792,000 4,5,6,7,9,10,11,12,1,2,3月分。8月分なし。
15 自民 坂田　憲治 \64,000 80% 80.0% 12 \768,000
16 民主 浅井　よしたか \46,800 4/5 80.0% 12 \561,600
17 民主 中村　すすむ \42,000 4/5 80.0% 12 \504,000
18 公明 鬼頭　英一 \40,000 0.8 80.0% 12 \480,000
19 自民 酒井　庸行 \37,912 80% 80.0% 12 \454,944 毎月端数は変化
20 自民 川本　明良 \40,000 80% 80.0% 11 \440,000 5,6,7,8,9,11,12,1,2,3月分。４月分なし
21 民主 鈴木　あきのり \56,000 0.8 80.0% 7 \392,000 H20年　４～８月なし
1 民主 山田　幸洋 \144,000 ０．８，０．７ 79.2% 12 \1,710,000 按分率８０％　Ｈ２０３月のみ７０％
2 民主 安藤　としき \81,052 変化 78.7% 12 \972,629 月により按分率が変わる、平均81052円　平均按分率78.7%
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2010.2.3　名古屋市民オンブズマン調べ

　　2008年度愛知県議会政務調査費　　事務所家賃　按分率が多い人順

会派 議　員　名
政務調査費

から支出した
家賃月額

記載
按分率

平均
按分率

領収書　確
認月数

金額計
（単位：円）

備考

3 民主 森井　元志 \78,750 ７５％ 75.0% 12 \945,000
4 民主 久野　てつお \73,500 ７０％ 70.0% 12 \882,000 領収証H20,４月無し、Ｈ２１４月分有り
5 自民 松川　浩朗 \44,100 70% 70.0% 12 \529,200
6 自民 加藤　精重 \42,000 7/10 70.0% 12 \504,000
7 自民 大竹　正人 \82,600 ７０％ 70.0% 1 \82,600 ４月分のみ。５～３月分なし
8 自民 小林　功 \100,000 2/3 66.7% 12 \1,200,000 光熱費含む事務所、事務機等使用料
9 自民 内田　康宏 \66,666 2/3 66.7% 12 \799,992

10 自民 奥村　悠二 \77,805 3/5 61.7% 12 \959,595 4,5月60% 、６月は80%を適用、7～3月60%
11 自民 川嶋　太郎 \75,600 3/5 60.0% 12 \907,200 ２００８年度（4月～2月）分、3月分が2枚、４月分がなし
12 民主 かじ山　義章　 \60,000 ６０％ 60.0% 12 \720,000 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3月分。
1 自民 杉浦　孝成 \100,000 10/17 58.8% 12 \1,200,000
2 民主 富田　昭雄 \78,750 １/2 50.0% 12 \945,000
3 民主 とね　勝之 \75,000 50% 50.0% 10 \750,000 4,5,6,7,8,9,10,11,12,1月分。２,３月なし
4 民主 高橋　正子 \58,000 １/2 50.0% 12 \696,000
5 公明 岩田　隆喜 \55,550 50% 50.0% 12 \666,600
6 自民 直江　弘文 \50,000 50% 50.0% 12 \600,000 土地代金として。建物分はなし
7 自民 筒井　タカヤ \50,000 50% 50.0% 12 \600,000
8 民主 榊原　康正 \50,000 1/2 50.0% 12 \600,000 事務所駐車場賃料
1 自民 岩村　進次 \70,000 ７/15 46.7% 12 \833,000 ・家賃変更150000→'135000円　’０９４月のみ６３０００円適用　
2 自民 熊田　裕通 \30,000 ４０％ 40.0% 12 \360,000
3 自民 水野　富夫 \50,000 １/3 33.3% 12 \600,000
4 民主 塚本　久 \40,000 1/3 33.3% 12 \480,000
5 民主 渡辺　まさし \50,000 1/3 33.3% 12 \600,000

合計 71.8% \44,129,847
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2008年度名古屋市議会政務調査費のうち海外視察に関するもの 2010.2.18　名古屋市民オンブズマン調べ
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書日付

調査内容 調査日時
政務調査費
支出金額
（円）

会派
使用者又
は整理番
号

領収書名義 按分率 人数
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1 海外視察 2008/6/20 中国・義烏市視察団、08/6/9～6/11 08/6/9～6/11 200,000 民主党 7-27
ジェイシーイー中
国旅行(株)

100% 不明 200,000

2 海外視察 2008/6/20 中国・義烏市視察団、08/6/9～6/11 08/6/9～6/11 200,000 民主党 7-61
ジェイシーイー中
国旅行(株)

100% 不明 200,000

3 海外視察 領収日付なし 中国・義烏市視察、08/6/9～6/11 08/6/9～6/11 200,000 民主党 7-81
ジェイシーイー中
国旅行(株)

100% 不明 200,000

4 海外視察 2008/5/8
海外視察・労働社会事情調査、電機愛知「海外視
察」参加料金、・訪問先：タイ日本大使館

08/5/29～6/1 80,000 民主党
7-47
岡留繁広

電機連合愛知地
方協議会

100% 1 80,000

5 海外視察
2008/8/29、
領収書後日
発行

サハリン視察旅費、LNG基地他
08/8/27～
8/29

326,150 民主党 9ー　1
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

6 海外視察
2008/8/29、
領収書後日
発行

サハリン視察、LNG基地他、ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘン市､及びｺﾙ
ｻｺﾌ市視察

08/8/27～
8/29

326,150 民主党 9-19-1
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

7 海外視察 2008/8/29 サハリン視察、LNG基地他幼稚園等の視察
08/8/27～
8/29

326,150 民主党 9-42
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

8 海外視察
2008/8/29、
領収書後日
発行

サハリン視察、LNG基地他、ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘｽｸ､ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘ
ﾝ、ｺﾙｻｺﾌ市視察、幼稚園等の視察　調査報告書は
別途添付（※開示されず）

08/8/27～
8/29

326,150 民主党 9-61
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

9 海外視察
2008/8/29、
領収書後日
発行

サハリン視察、LNG基地他幼稚園等の視察
08/8/27～
8/29

326,150 民主党 9-73
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

10 海外視察
2008/8/29、
領収書後日
発行

サハリン視察、LNG基地他幼稚園等の視察
08/8/27～
8/29

326,150 民主党 11-82
日本通運㈱名古
屋旅行支店

100%　食
事代2万
円除く

不明 326,150

11 海外視察 2008/5/20
中国南京訪問、平和公園観音像と中国昆虎寺との
問題を調査

08/5/23～26 125,200 民主党 12-7 ニューライフ（有） 80% 不明 125,200

12 海外視察 2008/11/22
韓国の児童英語教育施設（英語村）文化施設（国立
博物館）など調査　航空券往復代,宿泊費,通訳料等

08/11/22～24 272,727 民主党
12-11
梅村麻美
子

e-イートラベル 90% 1 272,727

13 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-87
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000

14 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-95
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000

15 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-130
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000

16 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-151
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000
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17 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-177
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000

18 海外視察 2009/3/18
韓国ソウル、日本自治体国際化協会、日本貿易振
興機構他調査

09/3/30～31 160,000 民主党 3-228
名鉄観光サービ
ス㈱

100%　食
事代1万
円除く

不明 160,000

19 海外視察 2008/9/19
中国上海市及び周辺地区視察、16名、視察内容別
紙、参加者氏名無し

08/9/1～3 4,190,000 民主党 13-1 ㈱ＪＴＢ中部
１００％食
事代除く

16 261,875

20 海外視察 2008/12/16

台湾台北視察、9名、参加者、梅村邦子、吉田隆
一、斎藤亮人、うかい晴美、渡辺房一、服部将也、
杉山ひとし、鎌倉安男、岡留繁広。街づくり等、医療
福祉施策の調査、文化教育施設、高速鉄道（別紙
あり）

08/12/17～19 2,364,000 民主党 13-2 ㈱日本旅行
１００％食
事代除く

9 262,667

21 海外視察 2008/4/22
上海世博予定地、事務局、上海動物園、上海科技
館視察　往復航空券

08/5/11～14 66,740 自民 1007 ＨＩＳ 100% 不明 66,740

22 海外視察 2008/12/3 上海世博事務局調査、上海博物館 2008/12/18 56,640 自民 1042 ㈱JTB東海 80% 不明 56,640

23 海外視察 2008/12/3
上海世博予定地及び上海万博事務局、動物園、上
海磁浮交通、上海博物館、上海環球金融中心視察

2008/12/18 55,640 自民 1043 ㈱JTB東海 78.6% 不明 55,640

24 海外視察 2008/7/18 台北国立博物館、故宮博物館、台北動物園 2008/7/18 65,000 自民 1017
ツーリスト・トップ
ジャパン㈱

50% 不明 65,000

25 海外視察 2008/7/18 台北国立博物館、故宮博物館、台北動物園 2008/7/18 65,000 自民 1018
ツーリスト・トップ
ジャパン㈱

50% 不明 65,000

26 海外視察 2008/7/18 台北国立博物館、故宮博物館、台北動物園 2008/7/18 65,000 自民 1019
ツーリスト・トップ
ジャパン㈱

50% 不明 65,000

27 海外視察 2008/9/2
韓国、仁川国際空港、仁川マックァサー公園、清渓
川とその講演会、昌徳宮、歴史博物館、6名

08/8/9～10 710,600 自民 1028
㈱アイ・ツーリス
ト

100% 6 118,433

28 海外視察 2008/9/9
ケアンズ各種調査　干潟調査、ﾏﾘｰﾊﾞｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ調
査､ﾌﾚｯｶｰ植物園調査、ｹｱﾝｽﾞ動物園夜の探検ツ
アー調査、ｹｱﾝｽﾞ市内無料プール調査,

2008/9/14 76,360 自民 1029 ㈱JTB中部 50% 不明 76,360

29 海外視察 2008/10/25
中国天津市経済技術開発区と古文化街調査　航空
券/ツアー代金

08/11/1～3 47,000 自民 1035 ＨＩＳ 50% 不明 47,000

30 海外視察 領収日無し
中国広州珠海デルタ地区における日本企業の進出
状況と今後の取り組みについて、ブラザー工業、
ジェトロ広州事務所（25％）4名

2008/12/19 60,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

（有）世界旅行倶
楽部

25％食事
代除く

4 15,000

31 海外視察 2008/6/9

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

08/4/24～27 199,000
名古屋市
会自民党

5 ＪＴＢ中部
１００％食
事代除く

不明 199,000
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32 海外視察 領収日無し

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

4月24日大連
視察団

199,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 199,000

33 海外視察 2008/6/9

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

08/4/24～27 199,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 199,000

34 海外視察
領収日記載
無し

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

09/4/24～27 199,000
名古屋市
会自民党

5 ㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 199,000

35 海外視察 2008/5/30

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

08/4/24～27 199,000
名古屋市
会自民党

6 ㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 199,000

36 海外視察 領収日付なし

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

08/4/24～27 195,100
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 195,100

37 海外視察
領収書日付
無し

大連市　人民代表大会懐忠民主任会見,大連市長,
大連港,JETRO他
中国最初の経済技術開発区での日本企業の進出
状況とソフト産業国際化モデル都市としての取り組
みについて（今後の名古屋市企業進出について）

08/4/24～27 199,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

㈱JTB中部
１００％食
事代除く

不明 199,000

38 海外視察 2008/12/16

シドニー５名視察、（財）自治体国際化協会シドニー
事務所：豪州の地方行政改革について、タロンガ動
物園：東山動物園再生に関する調査、在シドニー日
本総領事館：邦人の安全確保策について、シドニー
市役所：本市との姉妹都市交流等について、
JETROシドニー事務所：豪州の経済動向について、
シドニー湾岸管理機構：湾岸開発について

09/1/4～8 525,000
名古屋市
会自民党

1-1
（有）世界旅行倶
楽部

１００％食
事代除く

不明 525,000
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39 海外視察 2008/12/16

シドニー6名視察、（財）自治体国際化協会シドニー
事務所：豪州の地方行政改革について、タロンガ動
物園：東山動物園再生に関する調査、在シドニー日
本総領事館：邦人の安全確保策について、シドニー
市役所：本市との姉妹都市交流等について、
JETROシドニー事務所：豪州の経済動向について、
シドニー湾岸管理機構：湾岸開発について

09/1/4～8 525,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

（有）世界旅行倶
楽部

（有）世界
旅行倶楽
部

不明 525,000

40 海外視察 2008/12/16

シドニー6名視察、（財）自治体国際化協会シドニー
事務所：豪州の地方行政改革について、タロンガ動
物園：東山動物園再生に関する調査、在シドニー日
本総領事館：邦人の安全確保策について、シドニー
市役所：本市との姉妹都市交流等について、
JETROシドニー事務所：豪州の経済動向について、
シドニー湾岸管理機構：湾岸開発について

09/1/4～8 525,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

（有）世界旅行倶
楽部

（有）世界
旅行倶楽
部

不明 525,000

41 海外視察 2008/12/16

シドニー５名視察、（財）自治体国際化協会シドニー
事務所：豪州の地方行政改革について、タロンガ動
物園：東山動物園再生に関する調査、在シドニー日
本総領事館：邦人の安全確保策について、シドニー
市役所：本市との姉妹都市交流等について、
JETROシドニー事務所：豪州の経済動向について、
シドニー湾岸管理機構：湾岸開発について

09/1/4～8 525,000
名古屋市
会自民党

1-1
（有）世界旅行倶
楽部

１００％食
事代除く

不明 525,000

42 海外視察 2008/12/16

シドニー５名視察、（財）自治体国際化協会シドニー
事務所：豪州の地方行政改革について、タロンガ動
物園：東山動物園再生に関する調査、在シドニー日
本総領事館：邦人の安全確保策について、シドニー
市役所：本市との姉妹都市交流等について、
JETROシドニー事務所：豪州の経済動向について、
シドニー湾岸管理機構：湾岸開発について

09/1/4～8 525,000
名古屋市
会自民党

整理番号
無し

（有）世界旅行倶
楽部

１００％食
事代除く

不明 525,000

43 海外視察 2009/1/15
1/15ソウル市役所訪問時、ソウル市議と清渓川の
復元についての調査の際の通訳料

2009/1/15 12,000
名古屋市
会自民党

1 （株）JTB中部 100%

合計 15,842,907

民主党合計 10,548,827
自民党合計 1,207,980
市会自民合計 4,086,100
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