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地方議員の調査研究やその他の活動のために支給される政務活動費。不正に関する報道が続いたこと
で、改めて使途と説明責任のあり方が問われています。今回は、政務活動費の公開状況 を考えます。

政務活動費の公開

議会改革度調査2015
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政務活動費の支給状況

支給している

60％

支給していない
40％

政務活動費を支給している議会は 876 議会（60％）。

※母数：回答のあった1,460議会。
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領収書の公開状況

領収書を「請求がなくても公開している」議会は272議会。
政務活動費を支給している議会の31％。

31％

※「請求がなくても公開」は公開請求がなくても紙やネットで公開されている状態。
※ 母数：政務活動費を支給している876議会。
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領収書のネット公開状況

「ネットで公開している」議会は50議会（6％）と
ごく一部にとどまっている。

領収書を

ネットで公開
している議会

6％

※ 母数：政務活動費を支給している876議会。
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領収書の公開状況の変化

過去２年に比べ、ネット・紙資料での「無条件で公開」が
微増しているが、請求が必要な議会が大半を占めている。
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自治体区分別 領収書のネット公開状況の変化

市は38議会、町は7議会、都道府県と政令市は各2議会
東京23区は1議会が領収書をネットで公開している。
少しずつではあるが、増加傾向にある。
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領収書をネットで公開している議会①

大阪府議会 http://www.seikatu.pref.osaka.lg.jp/

高知県議会 http://gikai.pref.kochi.lg.jp/member/investigation.html

■都道府県

大阪市会 http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000338698.html

神戸市会 http://www.city.kobe.lg.jp/information/municipal/jyouhoukoukai/seimukatudouhi/netH27.html

■政令市

世田谷区議会 http://www.city.setagaya.lg.jp/kugikai/1423/d00123796.html

■東京23区

世田谷区議会 http://www.city.setagaya.lg.jp/kugikai/1423/d00123796.html

※議会改革度調査2015で、領収書を「ネット上で公開」と回答した議会

http://www.seikatu.pref.osaka.lg.jp/
http://gikai.pref.kochi.lg.jp/member/investigation.html
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000338698.html
http://www.city.kobe.lg.jp/information/municipal/jyouhoukoukai/seimukatudouhi/netH27.html
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領収書をネットで公開している議会②

函館市議会 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031300747/

釧路市議会 http://www.city.kushiro.lg.jp/shigikai/kouhou_koukai/cat00000847.html

千歳市議会 https://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/98,0,189,992,html

登別市議会 http://www.noboribetsu-shigikai.jp/seimu-chousa/index_seimu-chousa.htm

弘前市議会 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gikai/seimukatudou.html

白石市議会 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/site/gikai/list8-32.html

須賀川市議会 http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/3390.htm

常陸太田市議会 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/dir002983.html

富士見市議会 http://www.city.fujimi.saitama.jp/10shigikai/05koukai/2014-0711-1414-63.html

ふじみ野市議会 http://www.city.fujimino.saitama.jp/categories/bunya/shigikai/housyuu/

立川市議会 http://www.city.tachikawa.lg.jp/gikaijimukyoku/shise/shigikai/katsudo/semu/index.html

三鷹市議会 http://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/member/expenses.html

小平市議会 http://www.city.kodaira.tokyo.jp/gikai/033/033049.html

■市

※議会改革度調査2015で、領収書を「ネット上で公開」と回答した議会
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領収書をネットで公開している議会③

秦野市議会 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/gikai/shise/shigikai/syuusihoukokusyo.html

大和市議会 http://www.city.yamato.lg.jp/web/gikai/seimutyousahi2006.html

南足柄市議会 http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/gikai/sigikai/p03676.html

小浜市議会 http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/gikai/seichou02.htm

刈谷市議会 http://www.city.kariya.lg.jp/shigikai/shigikainitsuite/seimukatudouhi.html

蒲郡市議会 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/gikai/houshu.html

犬山市議会 http://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/gikai/1000536/1000539/index.html

尾張旭市議会 https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/sigikai/seimu1.html#syushijiseki

豊明市議会 http://www.city.toyoake.lg.jp/gikai/seimu/seimu27.html

鳥羽市議会 https://www.city.toba.mie.jp/gikai-shomu/seimukatsudohi.html

大津市議会 http://www.city.otsu.lg.jp/gikai/kokai/seimu/kokai/index.html

長岡京市議会 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/category/12-15-0-0-0.html

京丹後市議会 http://www.city.kyotango.lg.jp/shigikai/seimukatsudo/kofujisseki.html

■市

※議会改革度調査2015で、領収書を「ネット上で公開」と回答した議会
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領収書をネットで公開している議会④

泉大津市議会 http://izumiotsu.gsl-service.net/category/seimukatudouhi/

西宮市議会 http://www.nishi.or.jp/contents/0001392900020004200021.html#shuusihoukoku

加西市議会 http://www.city.kasai.hyogo.jp/gyosei/gikai/seimukatsudo/h27.htm

天理市議会 http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/gikaijimukyoku/shigikai/money/1393304271272.html

浜田市議会 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/genre/1100000000001/1000270010025/index.html

益田市議会 https://www.city.masuda.lg.jp/site/gikai/1355.html

江津市議会 http://www.city.gotsu.lg.jp/10250.html

宗像市議会 http://city.munakata.lg.jp/w034/050/080/0340/201501270001.html

古賀市議会 http://www.city.koga.fukuoka.jp/assembly/004.php

嬉野市議会 http://www.city.ureshino.lg.jp/392/_20150.html

八代市議会 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/gikai/list00508.html

水俣市議会 http://www.city.minamata.lg.jp/1490.html

■市

※議会改革度調査2015で、領収書を「ネット上で公開」と回答した議会
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領収書をネットで公開している議会⑤

福島町議会 http://www.gikai-fukushima-hokkaido.jp/gikai-kasseika(2).html#4seimu-tyousahi

栗山町議会 http://town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/disclosure/s_cost/index.html

三芳町議会 https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/gikai/expense/

嵐山町議会 http://www.town.ranzan.saitama.jp/category/6-4-2-0-0.html

小川町議会 http://www.town.ogawa.saitama.jp/category/6-4-7-0-0.html

杉戸町議会 https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index935.html

箱根町議会 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,391,72,267,html

鹿追町議会 https://www.town.shikaoi.lg.jp/gikai/seimukatsudo/

川西町議会 http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/gikai/seimukatudouhi.html

■町

※ 鹿追町議会と川西町議会は調査未回答であるが、参考として掲載した。P.2～6の数値には含んでいない

※議会改革度調査2015で、領収書を「ネット上で公開」と回答した議会

http://town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/disclosure/s_cost/index.html
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事例① 大阪府議会

出典：大阪府議会ホームページ 政務活動費収支報告書
http://www.seikatu.pref.osaka.lg.jp/

平成27年7月から、
領収書を含めた全ての
提出書類をネットで公開。

会派名、議員名から
検索をして、領収書を
確認することができる。

http://www.seikatu.pref.osaka.lg.jp/
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事例② 大阪市会

出典：大阪市会ホームページ 平成27年度政務活動費収支報告書及び領収書等の写し
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000338733.html

平成27年5月交付分から
ネットで公開。

議会事務局でチェックを行い、
不明点等は第三者（弁護士1名
と公認会計士1名）に相談でき
る体制を整えている。

http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000338733.html
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事例③ 嬉野市議会

出典：嬉野市議会ホームページ 平成27年度政務活動費議員別
http://www.city.ureshino.lg.jp/392/_20150/_22119/_22773.html

平成26年度分からネットで公開。

議会事務局でチェックを行い
支出できる活動・項目ごとに
仕分けをして、掲載している。

http://www.city.ureshino.lg.jp/392/_20150/_22119/_22773.html
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事例④ 泉大津市議会

出典：泉大津市議会ホームページ 政務活動費の公表
http://izumiotsu.gsl-service.net/doc/2015072500011/

平成27年度分からネットで公開。
その都度の後払い方式。

議会事務局と正副議長でチェック
を行い、月ごとに公開している。

http://izumiotsu.gsl-service.net/doc/2015072500011/
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事例⑤ 栗山町議会

出典：栗山町議会ホームページ 政務調査報告
http://town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/disclosure/s_cost/index27.html

平成26年、政務活動費を引き上げ
るとともに、４半期ごとの後払い
方式へ変更。

第三者による監査を導入（税理士
と契約）し、報告書とともに
領収書をネットで公開している。

http://town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/disclosure/s_cost/index27.html
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事例⑥ 鹿追町議会

出典：鹿追町議会ホームページ 政務活動費
https://www.town.shikaoi.lg.jp/gikai/seimukatsudo/
鹿追町議会 議会白書
https://www.town.shikaoi.lg.jp/gikai/gikaihakusho/

平成23年度から、
政務活動費を導入。

申請方式で、調査報告書
とともに領収書をネットで公開。

町民５名（公募）が
第三者審議委員をつとめ
議員は、審議委員の前で
使途と成果を報告する。

https://www.town.shikaoi.lg.jp/gikai/seimukatsudo/
https://www.town.shikaoi.lg.jp/gikai/gikaihakusho/
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提 言

① 政務活動費は適切な額が必要

② 領収書はすべてネットで公開

③ 議会事務局、第三者によるチェックの強化

一般企業は1円でも支出した場合、領収書がなければ支払われないケースもあ
る。税金から捻出されている政務活動費は、なおさら説明責任が問われるため、
住民から見て「適切な支出がされている」ことが「いつでも・どこでも・誰で
も」わかるよう、領収書はすべてネットで公開するべき。

政務活動費の不正受給は、議員個人だけでなく、議会全体の不信につながる。
議会事務局職員によるチェック体制の強化のほか、第三者によるチェックの仕
組みを導入することも検討するべき（将来的には会計士等による外部監査も考
えられる）。

地方自治法第100条14に『議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必
要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を
交付することができる』とある。
議会が持つ最大の権限である “議決権” を行使するためには、十分な争点情報や
見識をふまえ、 “議” が尽くされることが重要である。政務活動費は、調査研究
等のために必要であり、各議会が適切な額を議論して決定するべき。



早稲田大学マニフェスト研究所 19

今後について

今後、「議会改革度調査2015」に関する分析結果は、当研究所Web
サイトに順次公開していきます。

早稲田大学マニフェスト研究所
http://www.maniken.jp/gikai/

＜お問合せ先＞
早稲田大学マニフェスト研究所 事務局：担当 西川、永尾、青木
TEL：03-6214-1315 E-MAIL：mani@maniken.jp
WEB：http://www.maniken.jp/

http://www.maniken.jp/gikai/
mailto:mani@maniken.jp

