
愛知県議政務調査費アンケート集計結果 

2011/3/31 名古屋市民オンブズマン 

今回、2011/3/7 づけで愛知県議会の現職議員９９名に対し、政務調査費の領収書

だけでなく、会計帳簿・活動報告書・視察報告書についても、作成し、議会に提出

義務を負わせるかどうかについてアンケートを行った。また、それらについて、ネ

ット上での公開を行うかも質問した。 

 回答締切を 3/17 と設定し、締切後の 3/24、回答未着の議員事務所に電話をし、

3/25 までに回答しなければ回答拒否とすると伝えた。 

 県議全９９名のうち、回答は９０名で、９名が回答拒否だった。個人別の回答は

別紙のとおりである。 

 会派ごとに集計した結果は以下表のとおりである。 

 なお、アンケート締切後の 3/18 に、領収書１円以上提出義務化する条例改正が

なされたが、本アンケートで問うている「会計帳簿」「活動報告書」「視察報告書｣

については改正されなかった（現状：会計帳簿は会派保管。活動報告書＋視察報告

書は作成義務付けず。ネット掲載もなし）。4/10 投開票の愛知県議選挙後、それら

について新議員で協議し、再度の条例改正をすることを望む。 

会派ごとの集計結果 

  会計帳簿 活動報告書 視察報告書    ネット 

提出義務 25 20 24  すべて公開 16 

会派保管 24 22 21  金額のみ 14 

作成義務 

付けず 
  8 5  公開せず 19 

自民 

全体５６名 

うち回答拒否 

５名 

その他 2 1 1  その他 2 

        

  会計帳簿 活動報告書 視察報告書    ネット 

提出義務 19 18 23  すべて公開 8 

会派保管 15 11 10  金額のみ 16 

作成義務 

付けず 
  4 1  公開せず 6 

民主 

全体３５名 

うち回答拒否 

１名 

その他 0 1 0  その他 4 

        

  会計帳簿 活動報告書 視察報告書    ネット 

提出義務 0 0 0  すべて公開 0 

会派保管 4 4 4  金額のみ 0 

作成義務 

付けず 
  0 0  公開せず 3 

公明 

全体７名 

うち回答拒否 

３名 

その他 0 0 0  その他 1 

         

  会計帳簿 活動報告書 視察報告書    ネット 

提出義務 1 1 1  すべて公開 0 

会派保管 0 0 0  金額のみ 0 

作成義務 

付けず 
  0 0  公開せず 1 

減税 

全体１名 

うち回答拒否 

０名 

その他 0 0 0  その他 0 



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告書 ネット 備考
久保田浩文 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
田辺克宏 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
  鈴木 正 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
大竹正人 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
立松誠信
  倉知俊彦 3月10日 会派保管 会派保管 提出義務 公開せず 唯今改正の検討中です。個人の意見として
寺西　学 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ

  山本和明

日高　昇 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
筒井タカヤ 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
浜田一徳 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
直江弘文 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
水野富夫 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
栗田 宏
川本明良 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
小林秀央 3月10日 会派保管 提出義務 提出義務 金額のみ
川上万一郎 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ

加藤みなみ 3月10日
提出義
務、会派
保管

提出義務、会派
保管

提出義務、会派
保管

すべて公開、
金額のみ

印２ヶ所付してあります。いずれでも良いと
云う意味です。

内田康宏 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
青山秋男 3月11日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
小出典聖 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
吉川伸二 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

岩村進次 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
問１　３月１８日議決予定で内容が変更され
る。・１円以上公開　・人件費の除外規定の
削除　・会派及び議員を加える

長坂康正 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
小林　功 3月14日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
松川浩明 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
熊田裕通 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
鈴木 愿 3月10日 提出義務 会派保管 提出義務 金額のみ
奥村悠二 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
三浦孝司 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ
鈴木孝昌 提出義務 作成義務付けず 会派保管 公開せず
深谷勝彦 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
沢田丸四郎

自
民



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告書 ネット 備考

横井五六 3月25日 会派保管 会派保管 会派保管
問４　インターネットでの公開も今後検討して
いきたい。

中根義一 3月11日
提出義
務、会派
保管

会派保管 会派保管 金額のみ

伊藤勝人 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
杉浦孝成 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
神野博史 3月15日 提出義務 作成義務付けず 提出義務 金額のみ
吉田徳保 3月17日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
浅井喜代治
酒井庸行 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
中野治美 3月11日 会派保管 作成義務付けず 会派保管 公開せず

神戸洋美 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず

インターネット上では、情報がどのように悪
用されるかわからないし、日本の現状では規
制法も整備されていないので不安が残る。ま
た、公開については議員個人の判断で分か
れると思う。自分としてはホームページや県
政レポートで活動報告をしているので、報告
書作成となっても通常どおりという意識であ
る。

大見　正 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
吉田真人 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 公開せず
森下利久 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
石黒栄一 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
峰野　修 3月16日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
坂田憲治 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
鈴木喜博 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
伊藤辰夫 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
須崎　かん 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
石井芳樹 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
原　欣伸 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
渡辺 昇 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
川嶋太郎 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

自
民



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告 ネット 備考
塚本　久 3月16日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
黒川節男 3月15日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ 会計帳簿に使用目的が記入してある
富田昭雄 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ

問1　同時に貴会の言われる政務調査活動と、実態の検証をまず
はすべきです。貴会の定義だけで我々の活動を採点しようとする
間は、反目が続くだけです。我々も活動の実態を知っていただい
た上で、それに見合ったルールさえ設けることができればフルオー
プンでもまったく構いません。
問２　どこまでのレベルで報告せよと言われているのかわかりませ
んが、「日報」のようなものを提出せよというのであれば、それは困
難です。以前にもお答え致しましたが、政務調査の活動報告と
は、イコール議会での質問に凝縮されるものです。むしろ、質問原
稿すら役人に書かせている議員をあぶりだすべき。

問３　＋「必ず議会でとりあげ、どんな成果をもたらしたのか」まで
をワンセットで公開すべき
問４　私は、インターネットの利便性は認めますが、決してその普
及を肯定する立場ではありません。（理由は議会でも質問しており
ますので、議事録を参照ください)　よって、あえてホームページを
開設していませんので、ネットでの公開は現在不可能です。但し
ネット以外の方法であれば、いくらでも協力できます。

とね勝之 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
波形昌洋 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
柏熊光代 提出義務 提出義務 会派保管 金額のみ
松山　登 3月11日 提出義務 提出義務 提出義務 問４　その他　公開は賛成で議会が公開をして欲しい。
杉岡和明 3月9日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
中村友美 3月9日 提出義務 作成義務付けず 提出義務 問４　視察報告書はネット上で公開する
近藤良三 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
山田幸洋
原田信夫 3月9日 会派保管 作成義務付けず 会派保管 金額のみ
住田宗男 3月8日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
浜崎利生 3月9日 会派保管 提出義務 提出義務 金額のみ
水野豊明 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 問４　検討内容あり　公開上の問題点を整理する必要あります。
高木ひろし 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
仲　敬助 3月10日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
渡辺まさし 3月9日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
高橋正子 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
森井元志 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
久野てつお 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
水谷満信 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開 いずれも個人情報などが保護されることが前提です

かじ山義章 3月9日 会派保管 作成義務付けず
作成義務
付けず

公開せず

3月9日 会派保管 提出義務

民
主

西川厚志



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告 ネット 備考
中村すすむ 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
安藤としき 3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
鈴木 純 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ 遅くなり申し訳ありません　宜しくご査収ください
長江正成 3月14日 提出義務 提出義務 提出義務 公開せず
古俣泰浩 3月14日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ
浅井よしたか 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
谷口知美 3月9日 会派保管 作成義務付けず 提出義務 公開せず

柴田高伸 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
問１　領収書で明らかだが　問２，３　現在も作成済み　問４　簡便
にPDFにて公開しては

鈴木あきのり 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
天野まさき 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

但し、会計帳簿、活動報告書ともに会派での議論がないため、どう
いったものを想定しているかは、個人により大きな隔たりがあると
思われる。例えば、報告書については、長野方式のような日報的
なものか、日毎の報告書か、会計帳簿についても、どの程度のも
のを想定するかは個人によって大きく異なる。

また、議会提出と会派保管についても公開請求の対象とするため
という認識にも開きがあると思われる。議員の認識が低いといわ
れればそれまでだが、もう少し具体的な説明（あるいはそちらが想
定していること）を付けた方が正確な回答が得られると思います。

渡会　克明 3月9日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
木藤　俊郎 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
米田展之
鬼頭　英一 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
岩田　隆喜

小島丈幸 3月17日 会派保管 会派保管 会派保管
問４　インターネット公開が、公的な公開というものでない限り、公
開しない。ただし、公的公開となった場合、公開をしていきたい。

桂　俊弘

減
税

安藤まさひこ 3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 公開しない

問２，３　個々が提出した場合に、物量的に多大となるので、その
保管方法や提出内容の見討が必要。本来は義務付けなくても１人
１人が県政報告会をきちんと開いたり、広報誌できちんと報告する
べきだと思います。
問４　現在のインターネット環境はセキュリティーに問題があり、世
界中からアクセスできる。サイバーテロも非常に高度で、他への影
響も心配される。よって現段階のインターネット環境では、会計帳
簿のネット公開は慎重な考えです。しかし、環境が変わればよいと
思います。

3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

公
明

民
主

小山　祐




