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佐賀市監査委員告示第１０号 

 

平成２３年１０月２４日付けで提出された佐賀市職員措置請求について、地方自治法

第２４２条第４項の規定に基づき監査を実施した結果を、次のとおり公表する。 

 

平成２３年１２月１９日 

 

佐賀市監査委員 松 尾 隼 雄 

 

 

第第第第１１１１    監査監査監査監査のののの請求請求請求請求    

    １１１１    請求人請求人請求人請求人 

  （省略） 

 

 ２２２２    請求書請求書請求書請求書のののの提出提出提出提出    

    平成２３年１０月２４日 

    

第第第第２２２２    請求請求請求請求のののの要旨要旨要旨要旨（（（（原文原文原文原文のとおりのとおりのとおりのとおり））））    

 佐賀市議会２０１０（平成２２）年度交付の政務調査費を使い、２０１１（平成２

３）年１月１８日から同年１月２０日まで、栃木県宇都宮市と千葉県習志野市へ会派

視察を行った公明党中本正一議員８８，９１０円、野口保信議員８８，９１０円、池

田正弘議員８８，９１０円、野中宣明議員８８，９１０円の４名によって計３５５，

６４０円の支出、また、２０１１（平成２３）年２月１６日から同年２月１８日まで

千葉県市川市と東京都小平市へ会派視察を行った自民市政会川原田裕明議員８０，４

００円、嘉村弘和議員８０，４００円、福井久男議員８０，４００円、黒田利人議員

８０，４００円、永渕義久議員８０，４００円、亀井雄治議員８０，４００円、山口

弘展議員８０，４００円、川崎直幸議員８０，４００円、久米勝博議員８０，４００

円、川副龍之介議員８０，４００円、実松尊信議員８０，４００円の１１名計８８４，

４００円の支出について、会派所属議員総勢で視察を実施する必要性がどこにあるの

か全く不明である。近年、佐賀市民が最も重要視し懸念する一つは都市の設計構想で

ある。しかし、議員が視察を通して市の市街地構想の根本的課題を探るような調査研

究成果は実に希薄であり、使途の妥当性は認められない。２件の視察は、政務調査費

全額を年度末にかけて使い切ったと見做され、不必要な支出によって佐賀市は損害を

こうむった。 

 市の財政及び逼迫する市民生活に照らし、市議会政務調査費も節減、削減の視点に

立って厳しく査定されなければならないのは言うまでもない。佐賀市は、佐賀市議会
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政務調査費として交付した中の上記２会派の会派視察費計１，２４０，０４０円の返

還を請求する義務があり、それを放置することは、市の財産の管理を怠る事実に該当

する。よって、佐賀市長は、地方自治法２４２条の第１項の規定に基づき、上記市議

会議員１５名に対し、市がこうむった損害の補填をするための政務調査費返還の措置

を講ずるよう請求する。 

 

第第第第３３３３    請求請求請求請求のののの理由理由理由理由（（（（原文原文原文原文のとおりのとおりのとおりのとおり）））） 

  この１０数年来、議会政務調査費は議員の第二報酬と批判されてきたが、佐賀市議

会では、議員一人当たり月額５万円の政務調査費交付金において、使途規定の改善を

重ねるなど努力してきたことを評価している。今後も、税金の使い方を監視する議会

議員として、市民が納得するコスト意識を持ち、削減に努める姿勢を期待している。

その上で、特定非営利活動法人市民オンブズマン連絡会議・佐賀は、２０１０年度佐

賀市議会政務調査費の使途について検証を行った。結果、資料作成費に係る電子機器

類の使途割合が会派により約３５％に及んでいることや、１議員月額５万円の政務調

査費からコピー機リース代月額３２，０００円以上も支払っている議員などの問題点

が判明した。政務調査に直接関係がない事務機器類にこれほど多額な使出は、市民感

覚とは乖離し、政務調査の趣旨を誤解していると言わざるを得ない。また、調査旅費

としての年度末の会派視察に強い疑問を持った。今回請求は、年度末の２会派の視察

２件１，２４０，０４０円に対して返還の措置を求める。 

  ちなみに、２０１０（平成２２）年度の市議会会派別政務調査費収支状況一覧では、

６会派中、政風会、市民ネット、日本共産党は政務調査費の剰余分の返還が行われて

いる。その一方、公明党及び自民市政会では、年度末にかかる２０１１（平成２３）

年１月、２月に会派視察を実施し、政務調査費を使い切った形となり剰余金返還はな

い。 

  公明党会派は４名全員で、栃木県宇都宮市「ぎょうざによるまちおこし」「議場コ

ンサートについて」及び千葉県習志野市「習志野市地域担当制について」の視察であ

る。報告書も全員提出されているが、視察旅費一名８８，９１０円で会派所属議員全

４名の計３５５，６４０円を費消してまで、現地で情報収集しなければならない特段

の理由は見受けられない。佐賀市の施策や課題に対し、議員提案として具体的な政策

をまとめているとも思われない。このような視察は、政務調査費の浪費でしかなく、

それによって佐賀市に損害を与えた。政務調査費交付金は市民の税金であることを念

頭に置き、もっとタイトで効率的な使い方をすべきであり、この視察の旅費支出は不

当である。 

  自民市政会の場合では、会派１２議員による千葉県市川市「１％支援事業について」

及び東京都小平市「生き生き共同事業について」の視察を実施している。この中で、

堤正之議員は、視察後の３月議会の議案質疑において、市川市１％支援事業制度を引
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用し明確な質問を行っている点を考慮して、本請求から除外した。それ以外の１１議

員の視察費を返還請求の対象とする。自民市政会の会派視察について、一人８０，４

００円の１１議員分計８８４，４００円を費消してまで実施する理由は見当たらない。

例えば、佐賀市で今年度上半期に実施された市民活動応援の１％支援事業の妥当性、

課題などを探る先進地視察なら、もっと以前の段階で実施されるべきであるし、実施

するにしても会派のほぼ全員が大挙して行く必要は全くない。視察報告書は一般論の

域を出ておらず、具体的な政策提言に乏しい。交付された政務調査費全額を余さず使

うために視察を行ったとしか見做されず、１１議員分の旅費は明らかなムダ支出とし

て佐賀市に損害を与えた。政務調査費は市民の税金であるという意識が希薄であり、

議員としてコスト削減の見地が欠落している。なんら費用対効果をもたらさない視察

は実施するべきでなく、旅費支出は不当である。 

  よって、地方自治法２４２条の１項の規定に基づき請求の趣旨のとおり、市長は市

がこうむった損害の補填のために必要な措置を講ずることを請求する。 

 

第第第第４４４４    請求請求請求請求のののの受理受理受理受理    

本件請求は、平成２３年１０月２４日に提出され、要件審査において、所要の要件

を具備していると判断し、一部補正を求め平成２３年１０月３１日付で受理した。 

なお、市議会選出の西岡義広監査委員（平成２３年１１月４日付改選。１１月３日

までは、嘉村弘和監査委員。）については、本件職員措置請求に関して、直接の利害

関係人に該当するので、法第１９９条の２の規定により除斥した。 

    

第第第第５５５５    監査監査監査監査のののの実施実施実施実施    

    １１１１    監査対象事項等監査対象事項等監査対象事項等監査対象事項等    

請求人の本件職員措置請求の要旨内容は、政務調査費を使って行われた佐賀市

議会２会派による視察（公明党により実施された平成２３年１月１８日から２０

日までの栃木県宇都宮市及び千葉県習志野市への視察、及び自民市政会により実

施された平成２３年２月１６日から１８日までの千葉県市川市と東京都小平市

への視察）について、調査研究成果が希薄であること、会派所属議員総勢で実施

する必要性が不明であること、また、政務調査費全額を年度末に使い切ったと見

做されるものとして、この政務調査費の支出は不当であるとの主張である。 

よって、この支出が不当であるか、また佐賀市長がこの政務調査費の返還請求

を放置することが市の財産の管理を怠る事実に該当するか否かを監査対象とし

た。 

 

 ２２２２    監査監査監査監査対象部局対象部局対象部局対象部局    

            本件監査対象部局は、議会事務局である。 
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 ３３３３    証拠証拠証拠証拠のののの提出及提出及提出及提出及びびびび陳述機会陳述機会陳述機会陳述機会のののの付与付与付与付与    

            法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２３年１１月８日に証拠の提出及び陳

述の機会を与えた。ここで陳述に加えて、新たに以下の書類が証拠書類として提出

された。 

・ （特）市民オンブズマン連絡会議・佐賀作成 佐賀市議会平成２２年度全会

派・議員収支一覧 

・ （特）市民オンブズマン連絡会議・佐賀作成 佐賀市議会平成２２年度全会

派・議員の電子機器類分の収支一覧 

・ （特）市民オンブズマン連絡会議・佐賀作成 ２０１１年１０月５日付、佐賀

市議会政務調査費使途への提言と改正要請書 

・ 全国市民オンブズマン連絡会議調査集計 政務調査費／住民監査請求で返還

命令が出た事例 

 

 ４４４４    関係人関係人関係人関係人のののの調査調査調査調査    

監査に当たり、議会事務局を対象として関係書類を調査したほか、法第１９９条

第８項の規定に基づき、関係人調査として、平成２３年１１月１７日に議会事務局

次長及び副次長から、また、１１月２１日、２２日に、それぞれ２会派の代表者か

ら事情聴取を行った。 

 

なお、平成２１年１２月１７日の最高裁第一小法廷判決（平成２０年（行ヒ）第

３８６号）において、「政務調査費の視察調査の住民監査請求に関連し、住民監査

で把握した監査内容について非公開情報にあたる」とした判決があるため、監査委

員が視察実施の確認のために必要と判断する内容についてのみ記載し、調査研究に

協力した第三者の氏名、意見等視察調査の具体的な監査内容については監査委員の

責任において記載していない。（※最高裁判例の概要；【資料⑬】） 

 

第第第第６６６６    監査監査監査監査のののの結果結果結果結果    

    １１１１    事実事実事実事実のののの確認確認確認確認    

請求書の要旨、理由及び請求人の陳述、提出された事実証明資料並びに関係人の

事情聴取及び提出された資料に加え、市議会議事録等に基づき、次のように事実確

認を行った。    

（（（（１１１１））））政務調査費支出政務調査費支出政務調査費支出政務調査費支出のののの根拠根拠根拠根拠    

    政務調査費は、平成１２年４月に施行された地方分権一括法により、地方公共

団体の自己決定権、自己責任が拡大し、地方議会についてもその機能や役割がさ

らに大きくなり、活性化とその審議能力の強化が求められることとなったことか

ら、議員活動基盤の充実を図るため、地方自治法改正により制度化されたもので
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ある。 

以上の経過により、本市においては、佐賀市議会政務調査費の交付に関する条

例（以下｢交付条例｣という。）、佐賀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規

則（以下｢交付規則｣という。）、及び佐賀市議会政務調査費の交付に関する条例及

び同施行規則の運用方針（以下｢運用方針｣という。）を制定されている。 

（（（（２２２２））））政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの概要概要概要概要    

   ア 交付対象 

交付対象については、佐賀市議会における会派（会派に準ずるクラブ等を含

む）とする。（交付条例第２条） 

イ 交付額及び交付方法 

     交付額については、各月における当該会派の所属議員数に５０，０００円を

乗じた額を１ヶ月分とし、４月及び１０月にそれぞれ６ヶ月分を交付する。（交

付条例第３条） 

   ウ 使途基準（調査旅費に関する項目を抜粋） 

    （ア）支出の基準 

      内 容：会派が行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地調査

に要する経費 

具体例：旅費、施設入場料、旅行傷害保険料 

    （イ）支出の制限 

・ 原則２名以上で実施（議長が許可した場合を除く） 

    （ウ）支出における遵守事項 

・ 会派代表者は、所属議員を出張させようとするときは、出張調査決定

簿により出張を決定するとともに、会派議員派遣通知書を出張の２週間

前までに議長に提出すること。 

・ 旅費の支出額は、佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

（平成１７年１０月１日条例第４４号）により算出した額とすること。 

・ 旅費の支給を受けた議員は、出張終了後７日以内に、会議の概要及び

所見等を記載した出張調査報告書を作成し、会派代表者に提出すること。 

・ 出張調査決定簿及び出張調査報告書は、規則第８条に定める政務調査

費支出明細書に添付すること。 

・ 旅費は、費用弁償又は他の旅費と重複して支出しないこと。 

・ 調査及び研修会等への参加は、公務災害の対象外となるため、旅行傷害保

険を適用して実施できるものとするが、その保険料（消費税を含む。）は、

１人１回当たり１，０００円以内とすること。 

・ ３月定例会閉会後の年度内の出張調査は行わないこと。ただし、研修会、

セミナーその他の議長が必要と認めたものを除くものとする。 
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（（（（３３３３））））政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの交付及交付及交付及交付及びびびび額額額額のののの確定状況確定状況確定状況確定状況（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年度分年度分年度分年度分））））    

（単位：円）    

会派名 

自民市政会 政風会 市民ネット 公明党 社会民主党 日本共産党 

所 属 議 員 数 13 人 10 人 6 人 4 人 3 人 2 人 

収

入 

政務調査費 7,800,000 6,000,000 3,600,000 2,400,000 1,800,000 1,200,000 

利 息 486 567 237 138 104 120 

計 ① 7,800,486 6,000,567 3,600,237 2,400,138 1,800,104 1,200,120 

支

出 

研 究研修費 492,060 166,650 244,360 85,730 128,340 0 

調 査 旅 費 3,101,240 863,080 1,329,380 867,910 387,820 0 

資 料 作 成 費 2,891,231 1,025,803 791,612 561,764 132,818 19,009 

資 料 購 入 費 450,881 436,512 351,339 378,022 620,330 140,172 

広 報 費 861,982 921,537 515,863 457,208 533,952 501,957 

広 聴 費 0 0 0 0 0 5,000 

人 件 費 0 0 0 0 0 0 

そ の他経費 3,150 0 0 54,357 0 0 

計 ② 7,800,544 3,413,582 3,232,554 2,404,991 1,803,260 666,138 

返還額 ①‐② 0 2,586,985 367,683 0 0 533,982 

    

（（（（４４４４））））監査対象視察監査対象視察監査対象視察監査対象視察のののの概要概要概要概要    

ア 公明党 

視 察 先 栃木県宇都宮市・千葉県習志野市 

期 間 平成 23 年 1 月 18 日～平成 23 年 1 月 20 日 

金 額 355,640 円 

内 容 
・餃子によるまちおこし、議場コンサートについて（宇都宮市） 

・習志野市地域担当制について（習志野市） 

参 加 者 

（敬称略） 
中本正一、野口保信、池田正弘、野中宣明 

支 出 内 訳 旅費 88,910 円＊4 人 

 

 

 



7 

イ 自民市政会 

視 察 先 千葉県市川市・東京都小平市 

期 間 平成 23 年 2 月 16 日～平成 23 年 2 月 18 日 

金 額 964,800 円（住民監査請求対象額は、11 人分 884,400 円である。） 

内 容 
・1％支援事業について（市川市） 

・生き生き協働事業について（小平市） 

参 加 者 

（敬称略） 

川原田裕明、嘉村弘和、福井久男、黒田利人、永渕義久、亀井雄治、

堤正之、山口弘展、川崎直幸、久米勝博、川副龍之介、実松尊信 

支 出 内 訳 旅費 80,400 円＊12 人 

 

（（（（５５５５））））視察先選定視察先選定視察先選定視察先選定のののの経緯等経緯等経緯等経緯等    

  ア 公明党 

   （ア）視察先決定までの経緯 

平成２２年１１月の市議会一般質問において、中本正一議員は、食に関す

る観光政策等について、佐賀の名物シシリアンライスに次ぐものとしてギョ

ウザをご当地グルメにしたらどうかとの提言をしている。この背景には、平

成１９年３月に策定（平成２２年３月改訂）した佐賀市観光振興戦略プラン

の中に、「佐賀市の食材・食文化を活かした商品開発」がうたわれているこ

とに加えて、ある市民から、佐賀のギョウザの家庭消費量が全国２位という

ことから、ギョウザを佐賀のご当地グルメにしたらどうかとの提案があり、

中本正一議員が注目したことから動きが始まっている。 

このことについて、１１月議会において佐賀市経済部長から「地元食材を

活用する点で、選択肢の一つと考える」との答弁もあり、会派としては、提

言した以上は先進地に出向き、成功例に加えて、課題や失敗例も的確につか

む必要があるとのことで、先進地である宇都宮市の視察計画をスタートして

いる。 

同様に、野口保信議員においては、従来より議場コンサートの実施と市町

村合併により発生した支所の空きスペースの有効利用を提言しているが、会

派としても市民の文化芸術振興及び支所の空き部屋活用という観点から推

進している案件であり、先進的に「議場コンサート」を実施している宇都宮

市へ「餃子によるまちおこし」と併せて視察を行うことに決定したものであ

る。 

同じく、地域担当制については、平成２０年３月の市議会一般質問におい

て野中宣明議員も提言を行っているが、これは、佐賀市長が日頃から佐賀市

職員へ１人２役（市職員であると同時に、一市民として地域に貢献するとい
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うこと）を訴えており、佐賀市においても地域コミュニティづくりに向けた

取組みが始まっていることから、会派としても問題意識を持ち、宇都宮市に

近い習志野市の「地域担当制」の視察を決定したものである。 

   （イ）議会での対応状況他列記 

平成 20 年 3 月定例会 野中議員が職員の地域担当制に関する一般質問【資料①】 

平成 20 年 9 月定例会 野口議員が議場コンサートについて一般質問【資料②】 

平成 21年 11月定例会 野口議員が大和支所議場コンサートへの参加を踏まえ、文

化振興について一般質問【資料③】 

平成 22年 11月定例会 野口議員が支所の空き部屋活用について一般質問【資料④】 

平成 22年 11月定例会 中本議員がギョウザをご当地グルメにすること等、食に関

する観光政策について提言【資料⑤】 

平成 23 年 1 月 政務調査費による栃木県宇都宮市及び千葉県習志野市の視

察 

平成 23 年 3 月定例会 野口議員が支所の空き部屋活用について一般質問【資料⑥】 

   （ウ）その他 

      公明党では、週 1 回、全員で意見交換・ミーティングを実施している。会

派としての考え方、方向性、具体的行動を協議しており、その中で今回の先

進地視察を行うという決定をしている。 

      各議員が個々の課題をもちながら、一方では、会派全体での動きが重要で

あるとの意識で、市民の声、市民の考え、佐賀市役所執行部の動きなど、各

議員が情報収集し、会派の中で活かしている。 

 

  イ 自民市政会 

   （ア）視察先決定までの経緯 

      平成２１年１１月の市議会において、川原田裕明議員は、ボランティア活

動支援に関することについて一般質問を行っている。 

      川原田裕明議員も、佐賀市長の佐賀市職員における１人２役という考えか

ら、市職員の地域貢献を強く主張、加えて市役所の役割、そして市民主体の

組織づくりを訴えている。その質疑の中で、市の執行部から１％支援事業を

研究中という答弁がなされている。 

      その後、市の執行部は１％支援事業について、平成２２年度にかけて数回

の検討会議、打合せを行い、平成２３年３月議会に予算議案を提出するとい

う動きとなった。 

      この執行部の動きに呼応して、自民市政会としては、１％支援事業がきっ

ちりとした形で導入されることを期待し、その為には自民市政会としても、
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この事業をより深く知ることによって、会派としての考えをまとめること、

また、執行部へ的確な意見を言うことが必要と考え、先進地である市川市へ

の視察を計画する案が出ている。 

      市役所と市民の協働事業については、川原田裕明議員のみならず、市役所

執行部においても、また市議会においても、他会派も含めていろいろな角度

から議論がなされているが、当自民市政会では永渕義久議員が平成１９年１

２月定例議会において「民間活力を活かす施策について」として一般質問を

行っている。これは、民間活力をどう活かしていくかということが論点であ

るが、川原田裕明議員、永渕義久議員も「協働」というくくりでの問題意識

があり、市川市に加えて小平市（いきいき協働事業）への視察計画案が出た

ものである。 

   （イ）議会での対応状況他列記 

平成19年12月定例会 永渕議員が民間活力を活かす施策に関する一般質問【資料

⑦】 

平成 21年 11月定例会 川原田議員がボランティア活動支援に関する一般質問。こ

れに対し、執行部から１％支援事業を研究中との答弁に対

し、導入の方向で検討してほしいとの要望。【資料⑧】 

平成 23 年 2 月 政務調査費による千葉県市川市及び東京都小平市の視察 

平成 23 年 3 月定例会 堤議員が市川市の視察を踏まえ、会派を代表して議案質疑

【資料⑨】 

平成 23 年 9 月定例会 山口議員が１％支援事業に関する一般質問【資料⑩】 

（ウ）その他 

     自民市政会にも、会派全体で意見統一を図っていくということが基本にあり、

議会開会中は、毎日議会開会前１時間、会派全員の集まりで意見交換を行い、

会派の方向性を図っている。議会開会中以外にも、協議すべき案件がでた場合、

招集をかけて会合を行っている。 

     したがって、今回の視察についても、会派全議員が「１％支援事業」等、理

解を深め、市執行部の予算案提案にどう備えるか研究すること等のため、全員

での視察決定がなされている。 

     視察終了後、会派全員で協議を行い、結果として平成２３年３月の市議会で

堤正之議員が会派を代表して議案質疑を行っている。具体的に市川市の事業と

佐賀市が進める１％支援事業の相違点などについて詳しく質疑がなされてい

る。 

また、平成２３年３月の常任委員会総務委員会における「市民活動応援事業

８８９万円」に関する質疑内容が平成２３年４月２５日発行の「市議会だより
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２５号」に掲載されている。【資料⑪】 

加えて、平成２３年９月市議会で山口弘展議員は１％支援事業に関して、詳

しくかつ細かな点まで一般質問を行い、また、そのことは「１％支援制度の更

なる充実を」と題して、平成２３年１１月２日発行の「市議会だより２８号」

に掲載されている。【資料⑫】 

 

２２２２    監査監査監査監査のののの結果結果結果結果    

（（（（１１１１））））結結結結        論論論論    

   本政務調査費の支出については、不当は認められず、佐賀市長が市の財産の管理

を怠る事実はないと判断する。よって、本件請求はこれを棄却する。 

 

（（（（２２２２））））監査委員監査委員監査委員監査委員のののの判断判断判断判断    

   請求人は、政務調査費を使って行われた２会派による視察について、調査研究成

果が希薄であること、会派所属議員総勢で実施する必要性が不明であること、さら

に、政務調査費全額を年度末に使い切ったと見做されるとして、この政務調査費の

支出は不当であると主張している。 

   このことから、請求人が不当と主張する事由について、個別に検証し判断を行っ

た。 

ア 調査研究成果が希薄であるとのことについて 

請求人が主張するとおり、政務調査費による視察の調査研究が、すぐに効果が

あり、成果が有効にでれば、それは費用対効果の観点から見て最良のことと思え

る。しかしながら、議会会派による調査研究は、本来は特定の課題だけに限定さ

れるだけのものでもなく、幅広い視野での調査研究であり、議員の知識、見識を

高め、４年間の任期の中で議員活動を活発にすることも期待されるものである。 

その中にあって、今回請求のあった２会派による視察については、佐賀市総合

計画で掲げる｢協働と市民活動の推進｣や｢観光の振興｣など、佐賀市の目指すべき

将来像に向けた政策課題に関する視察であり、具体的課題をもった調査研究であ

る。視察内容に関しては、視察前後の市議会の一般質問や議案質疑で取り上げら

れた他に、政策提言における執行部との意見調整、さらに地域活動面においても、

幅広く活かされているところである。 

したがって、調査研究成果は具体性もあり、成果が希薄と言えるものではない

と判断する。 

 

イ 会派所属議員総勢で視察を実施する必要性が不明であることについて 

    佐賀市議会は、いわゆる「会派制」をとっており、各政策の提言、執行部からの

提案における議決など、議員活動の様々な分野において｢会派｣で意思決定を行っ
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ている。このような中、会派所属の議員全員により視察が行われることは、これ

までの議員個々の活動や経験から得られるそれぞれ独自の視点により、様々な角

度から議論を深めることができ、市政への反映やその際の問題点など共通認識を

醸成することができるものである。 

平成２３年３月市議会の議案質疑における堤正之議員の発言に「自民市政会を

代表して（以下略）」とある。このことは、視察を会派全員で行って、全員で協

議をした上で、今日この場で発言するということを意味するところである。 

視察したすべての議員が議案質疑や一般質問を行うことは、質問時間の制約な

ど議会運営上のルールがある中で必ずしも効率的・効果的とは言えず、会派を代

表して行うことは理に適ったことであり、そこに行き着くまでには当然に会派議

員総勢による議論がなされたものと解すべきである。 

したがって、会派所属議員総勢で視察する必要性がないとまでは言えないと

判断する。 

 

ウ 年度末に政務調査費を全額使い切るためのものと見なされるとのことについ

て 

議員においては、年間４回（３月、６月、９月、１２月）開催される市議会定

例会の他、常任委員会（総務委員会、文教福祉委員会、経済産業委員会、建設環

境委員会）等、さまざまな議会活動があり、それらの活動が議会活動の中で、よ

り優先されている。したがって、年間の日程調整を行う場合、１月又は２月の視

察実施も当然にありうること、先進自治体である視察相手先の繁閑の事情もあり、

止むを得ないと考えられる。 

もちろん、１月又は２月に政務調査費による視察を行っていない会派もあるが、

それは各会派の自主性、自立性によるものであり、だからといって、２会派の視

察が否定されるものではない。 

市議会議員は選挙により選出され、４年間の任期の中で議員活動を行うもので

あり、限られた時間の中で短期あるいは中期的課題に取り組んでおり、１月又は

２月といえども、自治体でいう年度末という観点とは違い、市議会議員が存分に

活動することも市民への責務ともいえる。 

加えて、運用方針において、３月の視察は行わないことの歯止めをかけている

点も考慮すべきものである。 

運用方針においても、政務調査費から支出する経費の帰属年度は、その支払が

実際に行われた日の属する年度と規定されている。したがって、その活動が１月

又は２月に行われたことをもって不当又は違法ということはできない。 

したがって、２会派による視察を年度末に政務調査費を全額使い切るためのも

のとは判断しない。 
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以上により、今回、監査請求のあった政務調査費の支出について、不当とは認

められず、よって、佐賀市長がこの政務調査費の返還請求を怠る事実には該当し

ないものであると判断する。 

    

３３３３    監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見 

  佐賀市議会での、政務調査費の使途規定の改善を重ねるなどの努力については、

請求人も評価している。 

  監査委員も、他自治体に先がけて情報開示や使途基準の改善に取り組まれている

点、価値あることと思っている。 

  政務調査費の制度趣旨から見ると、政務調査費の使途については、会派の自主性、

自立性が最大限尊重されなければならないものであるが、政務調査費が公金である

以上、市民からは使途の透明性、有効性及び経済性が当然に求められるものでもあ

る。 

  今後も社会情勢の変化により、政務調査費のあり方については、様々な議論が出

てくると思われるが、佐賀市議会及び佐賀市長には、佐賀市民への説明責任を果た

す観点からも、市民の理解を得られるよう、今後とも適正な執行に努められ、より

透明性の高い制度の運用に取組まれることを監査委員として願うところである。 
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○○○○資料資料資料資料    

【資料①】平成２０年３月定例会会議録（3月 17 日）より抜粋 

◆野中宣明議員  

現在、合併後の周辺部の地域振興の大きな役割を果たしているのが支所であります。この合併

協議の項目の中に、おおむね合併 10 年後に再度支所のあり方を議論するということがあります

が、社会情勢の動向や市の財政状況を踏まえまして考えていくということになっており、必ずし

も今の支所の存在が永久に保証されているとは言えません。 

そこで、市内全域における地域間格差、こういったものをなくすために、地域の声、または

地域の問題を吸い上げる方策として、校区単位での市の職員による地域担当制、こういったも

のを今のうちに考えていく必要もあるのではと、私はそう考えます。この制度については、平

成 18 年 3月定例会で、川原田議員も質問をされております。そのときも本当に取り組みの必要

性を大変に熱く語られておられました。この職員の地域担当制は、広聴業務の役割のみにとど

まらず、今後の地域の自立を推進していくに当たり、行政と地域のパイプ役、そして各コミュ

ニティーの支援、こういった重要な要素になるのではと、私はそう思っております。また先ほ

どの繰り返しになりますが、一人二役運動のところで話をしましたように、職員が住民と一緒

に現場の中で地域の問題やまちづくりを考えていくことによって、住民目線による現場主義の

政策立案能力、これを高めることにもつながり、ぜひこういった方策について、前向きに検討

する必要があるのではと考えますが、総務部長、いかがでしょうか。 

◎志津田憲総務部長  

職員を自治会などの地域コミュニティーに担当として割り当てていくと、そういった取り組み、

これはさまざまな自治体において、今行われておるところでございます。現在、佐賀市としまし

ては、制度としての地域担当制は導入していないものの、昨年の年頭に市長が職員一人二役とい

うことで提唱をしております。一市民として、地域活動に主体的に参加することで、地域の課題

の認識、職員の意識改革を目指しているところでございます。 

御提案の地域担当制、また今取り組んでおります一人二役、いずれにおきましても、重要な

ことは、地域の課題をともに解決をしていこうと、地域づくりをしていこうと、そういった意

識を市民と行政の双方が持つことではないかと思います。また、地域の課題については、市長

と語る会を初め、さまざまな場面でお聞きをするように努力をしております。 

現時点では、地域担当制の導入の予定はございませんが、一人二役などの取り組みを行いな

がら、引き続き地域の声に耳を傾けていきたいと考えております。 

 

【資料②】平成２０年９月定例会会議録（9月 9日）より抜粋 

◆野口保信議員  

 2001年 12月に文化芸術振興基本法が制定されて7年がたとうとしているところでございま

す。これまで何回か一般質問で取り上げてまいりました。今こそ文化芸術振興が必要ではな

いかと考えるものでございます。 
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 先ほどの答弁にありました、有効であるということであれば、ぜひ文化芸術振興条例の制

定を具体的な目標を見定めながら進めていくべきではないかと思いますが、執行部のお考え

をお聞きしたいと思います。 

◎大坪清史社会教育部長  

 文化芸術振興条例の時期についての御質問でございますけども、文化芸術振興条例の制定

につきましては、現在、具体的にいつつくるということについてはまだ方針は決まっており

ませんが、しかし、今年度に文化芸術振興条例を制定されております先進地に出向きまして、

文化芸術振興条例についての研究をしてまいりたいと考えております。 

◆野口保信議員  

 ぜひ前に進めていただいて、先ほども申しましたが、私は大きな力になると確信をしてお

ります。ぜひよろしくお願いを申し上げます。 

 そして、これは私の考えでございますが、これは答弁は要りませんけれども、本日このよ

うに、この議会において文化芸術振興を議論している、この議場において、私はぜひ 議会

コンサートというものを開催してみたらどうかなと考えているところでございます。これは

議員の皆様のお許しも要りますし、執行部の皆様の御協力も要りますが、やはり佐賀市にさ

まざまな方々が活躍をしておられますけれども、なかなかそれがわからない。恐らく余り御

存じではないかなと思います。そういった方々にぜひ、この議場といいますと多少狭うはご

ざいますが、ここでやっていただければ私たちも大きく変わっていくんではないかなと思っ

ております。実は他市でも随分現在行われておりまして、東京、大阪を初め、さまざまな都

市で現在、この議場コンサートというのが行われております。今、議会でも基本条例等を検

討しておりますが、市民に開かれた議会ということについても大きな力になるものではない

かと思います。また、このことは今後議会でも提案をしてまいりたいと思っております。ま

たそのときは執行部の皆様もよろしくお願いをいたしたいと思います。これは答弁は要りま

せん。 

 

【資料③】平成２１年１１月定例会会議録（12 月 8日）より抜粋 

◆野口保信議員  

 それぞれお答えをいただきました。これより一問一答に入らせていただきます。 

 最初に、佐賀市の文化政策について質問をいたします。 

 先ほど文化芸術の振興について、またその重要性について述べていただきました。大変重要だ

との認識であると思います。 

 そこで最初に、佐賀市の文化予算の現状をお尋ねいたします。文化予算については、その年の

文化度をはかる上で一つの尺度となっているものであります。また補助金など、文化団体が活動

を維持していく上において欠かせないものでございます。 

 先日、大和支所の旧議事堂で行われたアルモニア管弦楽団員による室内楽の夕べを聞きにいく

機会がございました。いわゆる議場コンサートでございます。弦楽器 4 人、プラスホルン 1本と
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いう、そういう編成でモーツアルト、ドボルザーク、また日本の秋の歌など鑑賞させていただき、

多くの観客の皆様とともに、すばらしいひとときを過ごすことができました。終了後にお話を伺

いましたが、音楽の振興を図りつつ、少しでも活動費の足しになればという思いでやっているん

だというふうなことをお話しされておりました。 

 文化芸術振興のためには、やはりしっかりとした予算が必要であると私は感じます。しかし、

聞くところによりますと、予算は年々低下をしているとお聞きしております。佐賀市の財政が厳

しいことはそれなりに十分承知をしておりますが、なぜ文化予算が低下をしているのか、またそ

の原因は何なのか、お答えをいただきたいと思います。 

◎大坪清史社会教育部長  

 御質問の文化関係の予算の低下、またその原因ということでございます。 

 まず文化予算の現状でございますけども、平成 20 年度の決算から申し上げますと、文化振興

関係の予算、これは文化振興や文化財保存も含めまして約 6億 3,900 万円でございまして、佐賀

市の一般会計の総支出額 779 億 400 万円の約 0.8％となっておるところでございます。 

 そこで、予算が低下している原因でございますけれども、御案内のように佐賀市の予算は 38

の施策ごとに事業予算が立てられておりますが、一般的な経費であります裁量経費につきまして

は、近年の厳しい財政状況を反映しまして、平成 19 年度の予算からシーリングの対象となって

おります。文化芸術活動の振興の施策におきましても、平成 19 年度からマイナスシーリングと

なっており、年々予算が削減されている現状でございます。 

 

【資料④】平成２２年１１月定例会会議録（12 月 6日）より抜粋 

◆野口保信議員  

 支所庁舎の空き室活用についてお伺いいたします。 

 佐賀市は最初の合併、平成 17 年度合併から 5 年が経過し、さまざまな面で合併効果について

論議されているところでございますが、支所の空き室の活用についても解決すべき大きな問題で

あると私は感じております。合併直後の議会において、私も空き室の活用を訴えましたが、私以

外の何人かの議員がこの問題で質問に立ち、そのたびに担当部長は、しっかり検討いたしますと、

このように答弁されております。そこで、どのように変わったのかお聞きしたいと思います。 

 最初に、合併から 5 年たった現在の空き室の活用状況はどのようになっているか、質問いたし

ます。 

◎御厨安守総務部長  

 おはようございます。支所の空き室の利用状況、言いかえれば貸し出しについての御質問にお

答えいたします。 

 どのような貸し出しをすべきかにつきましては、平成 17 年の合併後においてですね、本市及

び支所の担当課で協議を重ねてまいりました。貸し出し方法について検討しております。この検

討に基づき、平成 18 年度から開放可能な空き室については、市民の皆様に御利用していただい

ております。 
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 空き室の利用状況でございますが、開放を始めた平成 18 年度から現在まで、毎年 100 件以上

の貸し出しを行い、今年度も 11 月までに 80 件程度の貸し出しを行っております。また、平成

21 年度の貸出実績でございますけども、富士支所では 71 件、東与賀支所では 37 件、大和支所

では 5件、諸富と川副支所はそれぞれ 4件、三瀬支所と久保田支所につきましては貸し出しの実

績はございません。 

  

【資料⑤】平成２２年１１月定例会会議録（12 月 3日）より抜粋 

◆中本正一議員  

 観光政策につきまして、大島経済部長に伺ってまいります。 

 食を活かした観光商品の開発について、現在、有望な素材として、シシリアンライスがあり、

今後、佐賀市を代表するご当地グルメとして今から育てていきたいということで取り組んでおる

との答弁であったかと思います。今や空前のＢ級ご当地グルメブームとも言われております。そ

の火つけ役となったのがＢ－1 グランプリの全国大会であります。Ｂ－1 グランプリはＢ級ご当

地グルメでまちおこし団体連絡協議会、通称愛Ｂリーグと言われるそうでありますけれども、こ

こと地元実行委員会が主催し、2006 年の第 1 回大会から始まり、本年 9 月に開催された厚木大

会で 5回目を迎え、今やＢ級ご当地グルメの祭典として、たくさんのメディアで取り上げるなど、

圧倒的な人気を得ています。 

 そこで、九州Ｂ－1大会に出場する予定ということでありましたけれども、さらにシシリアン

ライスの知名度アップを図り、まちおこしの起爆剤とするため、Ｂ－1 グランプリの全国大会に

出場する考えはないか、お伺いいたします。 

◎大島克己経済部長  

 議員お話がありましたように、本年度の全国Ｂ－1グランプリにつきましては、9 月に第 5 回

ということで、神奈川県の厚木市で開催をされ、来年度は兵庫県の姫路市で開催をされる予定と

いうふうに聞いております。来年度の姫路大会につきましては、シシリアンライスの出展をした

いというふうに考えておりまして、そのため、ことしの厚木市の全国大会には、佐賀観光協会の

職員が視察に行っておるところでございます。 

◆中本正一議員  

 今おっしゃいましたように、他都市もこのＢ－1 グランプリを誘致することによって、まちを

活性化したいということで、今必死になって活動されておることと思いますので、考えられるす

べての手を打っていただきながら、誘致に結びつくような取り組みを求めておきたいというふう

に思います。 

 次に、シシリアンライスに次ぐ新たなご当地グルメの取り組みについて、どのように考えてい

るか、お伺いいたします。 

◎大島克己経済部長  

 当然、今、シシリアンライスのほうで取り組みをさせていただいていますので、じゃあその次

は何かというところも考えていくべきことであるということは十分認識しております。また食に
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ついて、議員言われますように、非常に訴求力のある素材ということで、直接的な経済効果も生

み出すことから、重要な観光施策の一つということでとらえております。そのために新たな食の

魅力をつくり出していくということにつきましては、今後の取り組みとして非常に大切なことと

いうことで認識をしておりまして、現在のシシリアンライスのＰＲ、そういうものが中途半端に

ならないように、当面はシシリアンライスをしっかりと売り込んでいくということで取り組んで

いきたいというふうに思っております。ただ、そうは言いながらも、次のものを念頭に置かない

ということではございませんので、そういうものを含めてしっかりとやっていきたいというふう

に思っております。 

◆中本正一議員  

 私も次の素材を今から準備しておくべきだというふうに考えます。 

 そこで、私は以前、佐賀市在住の方から、佐賀市のまちおこしにギョーザをご当地グルメとし

て活用できないかという提案をいただいております。その方の食によるまちおこしの提案は、佐

賀新聞の声の欄でも、これまで紹介をされております。また、実際に試行錯誤されながら、おい

しいギョーザをつくるべく研究もされておりまして、決してこれ思いつきで言われているわけで

はありません。 

 そこで、なぜこのギョーザを取り上げるかということでありますが、ギョーザを取り上げる理

由の第 1 は、ギョーザの家庭消費量の統計データにおきまして、平成 2年、佐賀、実は全国で 2

位になっておりまして、ギョーザが家庭における定番料理の一つになっていること。2 つ目に、

ご当地グルメにギョーザを取り上げている都市というのは、宇都宮市であったり浜松市といった

ところが有名でありますけれども、関西以西には、これといった競争相手がいないこと。第 3

に、ギョーザは多彩な材料を使ってバラエティーに富んだ味づくりが可能であり、ギョーザの主

材料となる小麦粉や豚肉を初め、白菜やキャベツ、タマネギ、ニラといった野菜は、佐賀市で豊

富にこれ生産をされておりまして、地産地消につながること。第 4に、エスプラッツ周辺の中心

市街地には、個性的なギョーザ専門店が数軒古くから営業されておりまして、多くのギョーザフ

ァンを持っていることなどが上げられます。また、タイミングよく、先日放送されましたＮＨＫ

テレビのあさイチで、ことしのトレンド鍋としてギョーザ鍋が一番人気としてレシピもあわせて

紹介をされていました。 

 ギョーザでまちおこしに成功しました宇都宮市では、1人の市の職員の奮闘が地元のギョーザ

店の組合をまとめ、今日の宇都宮餃子というブランドを確立するきっかけにもなっております。

新たなご当地グルメとして、佐賀んギョーザというネーミングでご当地グルメに打って出て行く

考えはないか、見解をお伺いいたします。 

◎大島克己経済部長  

 先ほどから申し上げておりますけれども、当面はシシリアンライスのＰＲをしっかりとやって

いきたいというふうに思っておりますけれども、言われますように、佐賀が全国第 2位のギョー

ザの消費地というふうなところ、それから、一番当初の案でもございましたけれども、関西以西

でギョーザをＢ－1 グルメという形の中で、ご当地グルメという形の中で取り扱っているところ



18 

はないというようなところで、競争相手、そういうふうないろんな条件が確かにあるというふう

に思っています。言われますように地産地消の部分も含めて、Ｂ－1グルメだけじゃなくて、要

するに産業のすそ野をどういうふうに広げていくかというところも十分考えながらいくべきで

あろうというふうに思っておりますので、新たな食の魅力を打ち出していく段階におきましては、

御提案のギョーザについても選択肢の一つというふうに考えております。 

◆中本正一議員  

 きょうは初めてこのギョーザを提案させていただいているわけでございますので、今後ですね、

ぜひこのアクションプランの推進体制の中で、いろんな検討がされるかと思いますので、その中

の素材の一つとして御検討いただければというふうに思います。 

  

【資料⑥】平成２３年３月定例会会議録（3月 11 日）より抜粋 

◆野口保信議員  

  支所の空き部屋活用に移ります。 

 昨年の 11 月議会において、合併してできた各支所の空き部屋を有効活用すべきであると、ま

た多くの市民がそのことを願っているということを通して質問をいたしました。空き部屋という

のは現在わかっているだけで 15 部屋。これは旧議場も含みます。これに恐らく 1 つぐらいプラ

スになるんじゃないかと思うんですが、1,450 平米のスペースがほとんど使用されることがなく、

5 年間放置をされております。私は各支所を回ってみましたが、ほこりが積もった状況ですね。

また倉庫になっているか、そのような状況でございます。民間においては、到底このようなこと

は考えられません。何とか活用すべきであるということで質問をいたしますが、まず最初に、私

は、川副支所の取り組みについて質問をいたします。 

 川副支所の 3 階、行かれた方も多いと思いますが、すばらしいギャラリーがございます。「か

わそえ佐賀田園の郷ギャラリー」と名づけられたそのスペースは大変すばらしく、まるで別世界

に来たような感じです。あのようになるまでは職員の方の大変な苦労があったんだろうなと思い

ます。本来であれば、あの川副支所の 3階も、空き室としてほこりをかぶっていたかもしれない。

そのスペースを見事にギャラリーとしてよみがえらせていただいているわけでございます。私は

合併によって生じたこの空き室活用の例としては大変すばらしいと思いますが、現在に至るまで

の経緯がどのようなものだったのか、まずそこの御説明をお願いしたいと思います。 

◎御厨安守総務部長  

 川副町で取り組まれている部分でございまして、旧川副町では、平成 10 年に特色あるホーム

ページを作成する目的で、バーチャル美術館「ギャラリー川副」のコーナーを設けました。この

バーチャル美術館は、川副町出身で、高名な画家である深川善次氏、吉田進一氏、大隈武夫氏、

故田原輝夫氏の御遺族から画像を提供していただき、平成 19 年度の市町村合併まで運営してお

りました。合併に伴い、その役割を終えた議会事務局、議長室等の有効活用を図ることを検討し

た結果、地元のすぐれた画家である川副町ゆかりの 4氏の協力をいただき、代表作を展示する常

設展示室と市民の方々が御利用いただける市民展示室等を整備し、昨年 10 月に、「かわそえ佐賀
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田園の郷ギャラリー」をオープンしたところでございます。 

 

【資料⑦】平成１９年１２月定例会会議録（12 月 10 日）より抜粋 

◆永渕義久議員  

民間活力を生かす施策について質問いたします。 

 先ほどは積極的にとのお答えでございました。昨年 12 月の中本議員の質問に対する答弁では、

市場化テストにつきましては、改革法に基づかなくても公共サービスの向上が見込める業務を市

独自に検討して、市場化テストを進めることは可能であるというふうに答弁の中で含みを持たせ

た内容がありました。県では市場化テストという言葉ではなくて、協働化テストというふうに使

われています。協同組合の協に働くという字ですね。それにテストですが、ことしの 10 月、取

り組み 2 年目の一般からの提案状況をまとめておられます。例えば、高齢者や障がい者の移送サ

ービスで、管理センターを設置し、効率的に移送を支援する案や、住民が楽しみながら防災を考

え、自主的防災組織の設立を促進する事業、郵送費を大幅に削減するメールダイエットサービス

などの提案がされたとの報道がなされています。 

 また、ちょうどきのうの佐賀新聞に、協働化 86 件採択というふうに記事がありました。お読

みになられたかなと思います。事業例として、郵送費の削減は民間企業が本庁各課の郵便物を効

率的に発送する仕組みを提案した。県有財産の活用はＣＳＯ－－市民団体の総称みたいなＣＳＯ

という言葉ですが－－その提案で、空き室の賃貸など増収対策を提起している。それから、文化

施設の講座も同じくＣＳＯが提案している。九州陶磁文化館で陶芸体験と窯元案内を組み合わせ

た長期滞在型講座を企画し、首都圏からのツアーに結びつける内容であると。こういうような、

いろんな採用された内容を書いてありました。川島県最高情報統括監は「提案の質が上がり、県

庁内では考えつかないアイデアも寄せられた」というふうなコメントを載せられています。佐賀

市としては、積極的に取り組まれるという御答弁もございましたけれども、こういった独自の検

討について、どう対応されているのか、お示しください。 

◎志津田憲総務部長  

 今の御質問の競争原理を取り入れて、行政事務を見直していくと。そういった市場化テストに

つきましては、各自治体においても先進的な取り組みをされている事例がございますが、全国的

にはまだ取り組んでいる自治体が少ないといった状況にはございます。こういった中で、佐賀市

としましても、市場化テストの取り組みの方策等を研究をするために、先進自治体でございます

東京都の杉並区、それから千葉県の我孫子市を視察いたしました。両市とも国の市場化テストと

は異なりまして、業務を特定することなく、全事業を公表した上で民間からの提案を求めると、

そういった仕組みを整備されておりました。ただ、両市とも仕組みを構築して間がないと、そう

いったこともございまして、事業を進める上での課題ということも非常に多いようで、随時見直

しをしながらやっていくということのようでございました。 

  

【資料⑧】平成２１年１１月定例会会議録（12 月 10 日）より抜粋 
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◆川原田裕明議員  

 項目 2 番目のボランティア活動支援の質問に入ります。 

 先ほど市民活動参加については、各地域の自治会にお願いをすることが重要であるというふう

に申し上げました。しかしながら、各地区の自治会長さんにつきましては、第一線を引退され、

地元に貢献をしたいとのことで、まちの先頭に立って頑張っておられる方が大多数であると思い

ます。 

 地元活動によりましては、若い人の力、女性の力、経験者の力、いろんな場面でそういう方の

力が必要になることが多々あるというふうに思います。せっかくすばらしい企画ができ上がって

も、人手不足で実施できないことはとても残念なことだというふうに思います。執行部としてそ

んなことは地域でやれよということであれば、行政として余りにも市民に対し冷たいし、市政の

発展は望めません。ボランティア組織づくりや体制づくりに市として何か対策がないものか、お

伺いをしたいというふうに思います。 

◎横尾徹市民生活部長  

 ボランティアの組織づくりや体制づくりに対して市として何か対策はないかというお尋ねで

ございます。現在のところ、本市では 5つの取り組みを行っております。 

 1 つ目には、ボランティアなどの市民活動を支援することを目的といたしまして、平成 14 年

度から市民活動プラザをｉスクエアビルに開設をいたし、市民活動に関するさまざまなプログラ

ムを提供いたしております。その中で、ボランティアや市民活動に関する組織づくりや運営をテ

ーマとした講座やイベントを開催したり、活動していく上での課題や悩みに対する相談を通して、

市民活動のサポートを行っております。 

 2 つ目としまして、人手不足などの組織づくりや他の組織との連携の方法など、協働に取り組

む団体が抱えるさまざまな問題について広く相談を受ける協働相談会を平成 20 年度から実施を

いたしております。会の実施に当たりましては、行政とＮＰＯのメンバーが一緒に相談を受け、

それぞれの視点でのアドバイスを行えるような体制をとっております。 

 3 つ目に、地域の団体やボランティア団体など、組織同士の交流や連携のきっかけづくりのた

めに、平成 19 年度から佐賀市協働出会いフェスタという交流会を実施いたしております。先月

も地域の活動の拠点施設であります公民館をテーマに公民館職員を初めとする地域の関係者や

市民活動団体、行政職員による交流を図り、参加者からは好評を博したところでございます。 

 4 つ目に、市民のボランティア活動を促すために、平成 19 年度から市民活動保険制度を実施

をいたしております。これは市が保険料を全額負担し、市民活動中の事故に対する補償を行うこ

とで、市民の市民活動への参加に対する安心感を生み出し、活動を促進させるために運用を行っ

ているところでございます。 

 5 つ目でございますが、市民の提案による地域の課題解決の取り組みを実現するために、市民

提案型協働委託事業を実施をいたしております。これは市民からの提案を受け、市が協働委託事

業として実施することで問題解決をするとともに、協働による取り組みの経験値や取り組み意欲

を高めることを目的に、平成 14 年度から実施をいたしておるものでございます。 
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 以上、5 つの取り組みのほかに、現在研究を進めているものとして、1％支援制度という事業

がございます。これは過去 2 回ほど一般質問でも取り上げられた市民活動を支援する制度で、個

人市民税の 1％を財源枠として、市民からの投票によって市民活動団体の事業に対して財政的支

援を行うとともに、市民の市民活動に対する関心を高めるきっかけとなることを目的としている

ものでございます。現在、大分市を初め、複数の自治体で制度の導入が行われており、制度内容

について、現在鋭意研究をいたしているところでございます。 

 以上述べましたように、取り組みを今後も継続しながら組織づくりや体制づくりに寄与してい

きたいと、こういうふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

◆川原田裕明議員  

 今答弁をいただきまして、やはり活動を活発にしていくということを考えると、どうしてもお

金というものがついてくるわけですから、私個人的な考え方としては、その 1％支援制度を今後

もきちっとした形で検討して、導入の方向でやっていただければなというふうに思っております。 

 答弁をいただきましたけれども、要するに住民が主体となる組織づくりに、確かに何ていいま

すかね、市が関与するといいますか、このことについてはいかがかなというふうに思う部分はあ

りますが、組織づくりのきっかけを与えてやることが私は重要ではないかなというふうに思いま

す。組織ができた後にあれをしなさい、これを議論してほしい、こういうことをやっていきます

と、いわゆる行政主導になるので、ここは厳に慎んでいただくことが大事ではないかなと思いま

すけども、組織をつくるためのお手伝いについては全力を挙げてやっていただかねばならないと

いうことで取り組んでいくことが大切であるというふうに申し上げておるわけです。 

  

【資料⑨】平成２３年３月定例会会議録（3月 15 日）より抜粋 

◆堤正之議員  

 自民市政会の堤です。第 6 号議案 平成 23 年度佐賀市一般会計予算中、2 款総務費、1 項総務

管理費、21 目市民活動推進費、市民活動応援事業 888 万 6,000 円について質問いたしたいと思

います。 

 佐賀市は、自治会や校区単位などの地縁によるコミュニティーの活性化も今まで取り組んでこ

られました。しかし、今回のように地縁によらないさまざまな社会活動や奉仕活動を支援するこ

とも大変コミュニティーの活性化の側面から意義があるんではないかと考えております。私ども

自民市政会では、先月、市民活動の先進地として、今回、佐賀市が事業化の参考としました市川

市及び一宮市を視察してきたばかりでございます。そういった経緯もありまして、会派を代表い

たしまして先進事例と比較しながら質問をいたしたいと思います。 

 市川市では、平成 16 年より協働のまちづくり 1％支援制度を実施しておられます。個人市民

税の 1％を上限として市民活動団体に対し支援をするという制度をされているわけであります。

市川市の個人市民税の 1％とは、3億 5,000 万円にも上ります。実績としては、22 年度でボラン

ティアやＮＰＯ団体など 136 団体に 1,940 万円の支援を行っておられます。市川市は恒久的事業
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として行っておられまして、制度も非常に工夫をされ、完成度の高い制度となっております。佐

賀市の制度もこの市川市を参考としておられますが、違いもあるようでありますので、これらと

比較しながらの質問となりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、第 1回目の質問ですが、市川市では個人市民税の納入者を団体選択の資格者という取り

扱いになっております。申請に際しましても個人市民税の番号を書き込むということですね。こ

れによって、先ほど質疑の中でございましたが、1 人の人が人の名前をかたって投票をするとか、

そういったこともですね、ある可能性もありますが、少なくとも個人市民税の個人番号を書くと

いうことであれば、かなりこの点については公平性が保てるんじゃないかなと思っております。

佐賀市は、この制度に対しまして 20 歳以上という形をとっておられます。このようにした理由

をまずお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、市川市では 1人の市民が複数の団体を選択することも可能な制度になっております。

佐賀市の場合はそういったことができますのか質問いたしまして、第 1回目の質問といたします。 

 終わります。 

◎北川和敏市民生活部長  

 6 号議案、2款 1 項 21 目市民活動応援事業についてお答えをいたします。 

 まず、団体選択資格者、いわゆる投票ができる方を二十歳以上の市民とした理由についてお答

えいたします。 

 本市では、この制度を通して市民のまちづくりへの関心を高め、まちづくりへの参画を進める

ことを制度導入の目的の一つとしております。その目的達成のためには、納税者であるかどうか

は関係なく、だれもが参加できる制度にする必要があるという考えのもと、投票できる方を二十

歳以上の市民としたものでございます。 

 また、だれもが参加できる制度とするため、千葉県市川市のように、1人当たりの支援金額の

額を自分が支払った個人市民税の額の 1％相当額とするのではなく、個人市民税総額の 1％相当

額を二十歳以上の市民の数で割った平均額を 1 人当たりの支援金額とする方法を採用しており

ます。この方法は、税務部局から税情報の提供を受ける必要がなく、個人の支援金額が一律とな

るため、事務の簡略化にも効果があると考えております。 

 それから、2 つ目ですけれども、1 人の市民が複数の団体を選択できるかということでござい

ますが、本市では 1 団体のみを選択できることとしております。市川市を含め先進自治体では、

複数団体を選択できるようになっておりますけれども、例えば、愛知県一宮市では 3団体選択で

きるにもかかわらず、実際には投票者の 8 割以上が 1団体のみ選択をされております。それから

また、大分市の市民アンケートでも約 3分の 2の人が選択団体は 1団体でよいと回答されており

ます。これらのことを踏まえまして、本市ではできる限りシンプルな制度として 1 団体のみを選

択できることとしております。 

 

【資料⑩】平成２３年９月定例会会議録（9月 6日）より抜粋 

◆山口弘展議員  
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 1％支援制度についてですが、この制度は皆様も御存じのとおり、個人市民税に係る予算額の

1％をさまざまな市民活動団体に対し支援金として交付する事業であり、ことし 4 月から始まっ

た事業であります。佐賀市がこの制度をスタートする直前のことし 2 月、私ども自民市政会では、

この制度の最も先進都市であります千葉県市川市を訪れ、制度の趣旨、内容はもちろんのこと、

さまざまな苦労話等を伺ってまいりました。市川市では、平成 17 年からこの制度を始められて

おりますが、より市民に理解してもらえるよう現在でも改良を重ねながら積極的に取り組んでお

られます。御苦労のかいあって、年々徐々にではありますが、登録団体の数、投票率ともにアッ

プされているようであります。 

 本市執行部におかれましても、対象団体の募集、市民に対する事業のＰＲ等、短期間でかなり

ハードな作業をこなされ、8 月末までにこの事業で最も肝心な市民による事業の選択届け出、つ

まり投票が完了したわけであります。 

 そこで質問に入りますが、改めてこの制度の趣旨と概略を御説明いただき、あわせて、こうい

った新規事業では最も大切な啓発、広報活動をどのように行ってこられたのか、お尋ねいたしま

す。 

 また、今年度末までの業務スケジュールもあわせてお示しいただきたいと思います。 

◎北川和敏市民生活部長  

 市民活動応援制度の概略、趣旨、それから現在までの業務の流れ、特に広報活動、それと今後

のスケジュールについてお答えいたします。 

 市民活動応援制度は市民活動団体が行う公益的事業について、二十歳以上の市民が応援したい

と思う事業を選んで投票し、その投票数に応じて支援金を交付するという制度で、補助率は対象

事業費の 2分の 1以内、支援金の限度額を 1事業当たり 30 万円としております。 

 この制度は、市民活動団体の活動基盤を強化することと、市民が市民活動団体の活動に関心を

持ち、みずから活動へ参加すること、ひいては市民のまちづくりへの参画の促進を目的として実

施するものであります。 

 次に、現在までの業務の流れですけれども、市民活動団体からの事業申請の受け付けを 4月中

旬から約 1カ月間行っております。外部審査委員会で申請事業の審査を 6月上旬から中旬にかけ

て行い、6月下旬に支援対象事業を決定いたしました。市民投票の期間を 7月 15 日から 8 月 22

日までとし、現在、集計作業や住民基本台帳との照合作業などを行っているところでございます。 

 これまでどのような広報活動を行ってきたかについてですけれども、まず、支援対象事業を募

集する際には、市報、ホームページ、テレビ、ラジオでの広報やプレスリリースを行いました。

また、市民活動団体に対しては、市民活動プラザを利用される際に、随時説明を行うとともに、

市民活動団体ガイドブック登録団体にはメールや郵送などにより募集広報用のチラシを送り、周

知を図っております。そのほかにも市民活動団体向けの公募説明会を 4月に 5回、申請書の書き

方説明会を 4月から 5 月にかけて 3 回、開催をしております。 

 次に、市民投票時には事業募集時と同様の広報活動のほか、制度・事業・団体紹介冊子の全戸

配布、支援対象事業に関するパネル展示を行いました。 
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 また、自治会協議会、公民館長会、民生委員児童委員協議会を含め、各種会議での広報を約

30 回、職員が各種会合等に出向いて投票を受け付ける出前受け付けを 16 回行っております。そ

のほか職員への投票呼びかけや投票状況の中間発表を行い、支援対象団体には団体の活動をＰＲ

することにより、投票を集める努力をしていただくよう個別に働きかけ、投票率の向上に努めた

ところであります。 

 最後に、今後のスケジュールですが、今月中旬には各団体への投票数を確定し、公表いたしま

す。その後、今月下旬までに投票数確定に伴う変更申請や事業取り下げの受け付けを行い、支援

金の交付決定を行います。 

 各団体の事業終了後は実績報告書を提出していただき、その内容の確認審査を外部審査委員会

で行った後、団体に支援金を支払うこととなります。 

 以上が年度末までのスケジュールでございます。 

 以上でございます。 

◆山口弘展議員  

 それでは、一問一答に移ってまいります。 

 まず、1％支援制度についてでございますが、ことしの 4 月から始まったばかりの事業でござ

いますので、中には二、三年様子を見ながら、その後、総括をしたらいいんじゃないかというよ

うな御意見もおありになろうかと思いますけれども、始まったばかりだからこそ、ぜひ今現在で

総括できることは総括をして、来年度以降、次年度以降にぜひ改善すべき点は改善するというこ

とで、これは私自身も非常にやはりいい制度だと思っておりますので、ぜひそういった意味で取

り組んでいただきたいというふうなことで今回あえて質問をさせていただきます。 

 まず最初にですが、先ほど御答弁をいただきました中でですね、いろいろいただいたんですけ

れども、まず、この支援をいただくための団体、団体の要件として幾つかありますけれども、例

えば、一番わかりやすいのが、この市民活動団体ガイドブックに登録をされていることというよ

うなことも先ほどありましたけれども、そういうふうにある程度要件を満たしている、要は支援

を受けることが可能な団体というのは、佐賀市で全体で何団体ぐらいあるんでしょうか、まずそ

こから教えてください。 

◎北川和敏市民生活部長  

 佐賀市で市民活動支援制度の支援を受けられるような団体はどれくらいあるかという御質問

でございますが、まずは市民活動推進課で発行している市民活動団体ガイドブックに登録されて

いる 300 団体がありますので、そういう団体は、この支援対象団体にまずなるんではないかなと

思います。そのほかにいろんな条件がありますので、それをクリアすればなります。 

 それと、今はそのほかにもいろんな市民活動をするような団体が新たに生まれて 1年以上の継

続活動があれば、またその対象になるようになります。 

◆山口弘展議員  

 約 300 団体のそういう支援可能な団体があるということですけれども、じゃあ、今回最終的に

この支援を私どもの団体として受けたいんですと言われた団体数、今わかっている範囲で結構で
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すので、何団体ぐらいになりましたか。 

◎北川和敏市民生活部長  

 本年度のことで申し上げますと、まず最初に、47 団体から申請がございまして、その後、1

団体の申請取り下げがありまして、審査委員会を経てから最終的には 46 団体が支援対象団体と

なっております。 

◆山口弘展議員  

 300 団体ある中で 46 団体、約 15％ぐらいになりますかね－－から支援の申し込みがあったと

いうふうに受けとめます。それで、これが一番肝心なところなんですが、7月 15 日から 8月 22

日まで約 1カ月半ぐらいの間にそういう支援団体の事業に対して、市民の方々に希望するところ

に 1票を投じてくださいというような、言ってみれば投票期間があったわけなんですが、その投

票の数、全体のパーセンテージでもいいですけれども、大体どれくらいあったんでしょうか。 

◎北川和敏市民生活部長  

 現在、住民基本台帳との照合、それから、投票用紙の記載内容の確認、それと二重投票のチェ

ックを行っておるところでございますが、暫定なんですけれども、投票数が投票総数は 9,915

票で、投票率は約 5.2％、そのうち有効と見込まれる投票数は 9,255 票で、投票率は約 4.9％と

なっております。あくまでも暫定でございます。 

◆山口弘展議員  

 総投票が 9,915 で、恐らく今の段階で有効となるものが 9,200 ぐらいで、4.9％ということだ

ったんですが、果たしてこの 4.9％という数字がどうだったのか、1 年目としてどうだったのか

というところなんですが、まず、私は部長自身のお考えを聞きたいんですけれども、この 4.9％、

二十歳以上の納税者の方の 4.9％の方が興味を持って投票をしていただいたということなんで

すが、つまりこの投票率、イコール市民の関心度だと思うんですけれども、4.9％という数字を

ごらんになって、率直な御意見はいかがでしょうか。 

◎北川和敏市民生活部長  

 当初の有効投票率を 6％と目標にしておりましたので、今回はその目標には達しておりません。

やはりことしが初年度だったことと、それから、この制度が全国的にも余り例が少なく、制度自

体になじみがないこと。それから、とにかく広報は一生懸命やりましたけれども、市民の皆さん

への浸透が十分に図られなかったことが大きいと考えております。 

 しかし、先行して同様の制度を実施している自治体の初年度の投票率は 2％のところがほとん

どであることをかんがみますと、初年度としてはまずまずの結果だったのではないかと思ってお

ります。 

◆山口弘展議員  

 まずまずの結果ではなかったかと、だんだん声が小さくなっていってしまったんですが、私か

ら言わせれば、これはおべんちゃらでも何でもなくて、非常によくやはり頑張られたなという印

象を私は持っております。先ほど総括の中でも御紹介いたしましたように、最も先進的な千葉県

の市川市、平成 17 年度から始められてですね、22 年度、6年たったときの集計があるんですが、
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6 年たっても 3.8％なんですよ。もともと 2.8％から始まって 3.8％。その数字がどうこうという

わけではありませんけれども、4月から始めて 4、5、6 で 7 月の半ばからもう実際投票が始まっ

ているわけですから、大体 3 カ月半から 4カ月ぐらいでばたばたっと準備をされて、周知活動も

されて 4.9％という数字を上げられたということは、私は素直に評価ができることだというふう

に思っております。 

 ただ、今後です。今後、もっとこの数字をやっぱり上げたいんですよね。市民の大切な個人市

民税を、これは非常に有意義な制度だと私言いましたが、直接市民の活動の団体の方々、その事

業に対してですけれども、支援をしていくということで、非常にやはり有意義な制度だと思いま

すので、やはりできるだけ早目にこの課題をしっかりと検討をして、ぜひ次年度からでも検討で

きる分、実施できる分は移していただきたいというふうに思っておりますので、今から私が今後

の課題ということで 3 つ申し上げたいと思いますので、ぜひどういうお考えなのか、お聞きした

いんですけれども、まず、先ほど総括の中でいろんな広報をやられていますよね。 

 

【資料⑪】平成２３年４月２５日発行「市議会だより２５号」より抜粋 

平成 23 年 ３月定例会 

常任委員会（総務委員会） 

市民活動応援事業八八九万円 

〔説明〕市内に拠点を置く市民活動団体が行う事業費の一部を市民による投票数に応じて、補

助する事業を新年度から始める。 

〔質問〕投票用紙は全戸に配布するとのことだが、不正投票等の防止策は。 

〔答弁〕投票用紙を郵送等で送る場合は本人確認のために免許証等のコピーを添付してもらう。

直接、投票する場合は免許証等の提示のほか、住所、氏名等の聞き取りで本人確認や二重投

票の確認をしっかりと行う。 

〔質問〕地縁・血縁者等が多い方や強引に勧誘する方がいれば投票が多く集まる。公平性をど

う考えるのか。 

〔答弁〕強い組織力やいろいろな関係を持つ団体はあるが、そのことで公平性が損なわれると

は考えていない。小さな団体でも頑張って取り組んでほしい。 

〔質問〕行政の補助金申請は書類等が非常に煩雑である。それに対する配慮は。 

〔答弁〕申請書は記載例をきちんと示し、わかりやすく説明しながら、申請しやすい形にした

い。 

〔質問〕市民活動団体が寄附金を集めることが非常に困難な中で、補助対象に団体の運営費を

含めずに事業費のみとした理由は何か。 

〔答弁〕先進事例もすべて事業費のみが対象である。この事業を通して寄附文化を根付かせる

という意図もあるが、団体自身で資金を獲得できるように情報発信力や説明責任力を高めて

ほしい。また、事業を発展させる中で運営費の確保もできるようになってほしい。 

〔審査結果〕すべての議案について、原案を可決すべきものと決定。 
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【資料⑫】平成２３年１１月２日発行「市議会だより２８号」より抜粋 

平成 23 年 ９月定例会 

１％支援制度の更なる充実を 

山口 弘展 

 今年度から始まったこの制度は市民にとって非常に有意義な事業と評価できるが①最終的な

支援対象団体数は②市民からの投票数（率）は③今後の課題として広報や投票方法の検討など登

録団体を増やす努力が必要と思われるが見解は。 

 答弁 ①審査委員会を経た最終的な支援対象団体数は 46 団体②暫定的な数字であるが、投票

総数９９１５票（約５．２％)、有効と見込まれる投票数は９２５５票（約４．９％）③積極的

に自治会へ広報のお願いをし、ＰＲしたい。投票方法については、選択できる数をどうするかな

ど、次回に向けた制度の見直しを行っていく中で検討したい。市民対象事業を市民に向けて広報

し、市民活動への理解や活動への参加が進むように努めていきたい。 

 

【資料⑬】『平成２１年１２月１７日最高裁第一小法廷判決 平成２０年（行ヒ）第３８６号』 

視察旅行等の経費に充てた政務調査費の使途制限違反を問題とする住民監査請求に際し、「議員

等がその具体的な目的や内容等を監査委員に任意に回答する場合、監査委員限りで当該情報が活

用されるものと信頼し、監査委員においてもそのような保障の下にこれを入手するものと考えら

れる。仮に、そのような保障がなく、政務調査活動に関し具体的に回答したところが情報公開の

対象となり得るとすれば、区議会の議員等において、監査委員にその回答をすることに慎重にな

り、あるいは協力を一律に控えるなどの対応をすることも想定されるところである。そのような

事態になれば、同種の住民監査請求がされた場合、正確な事実の把握が困難になるとともに、違

法又は不当な行為の発見も困難になり、議員等の任意の協力の下に上記情報を入手して監査を実

施した場合と比較して、監査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは明らかであ

る。」とし、目的や内容等に係る情報が非公開情報にあたるとされた。    


