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住民監査請求書

令和元年7月>J-8

荒川区監査委員殿

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士 1飼寸沈(fiJ
TEL 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 1項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措罷を請求する。

1. 井口真弓美 選挙運動費用収支報告帯についての住民監査誼求の要旨

記

誼求の要旨

① まず名前が、井口なのか明戸なのか、夫婦別姓論者かもしれないが．正しい名前

で表記すべきである。

② 選挙事務所をもてば、支持者からの現金寄付があると思われるが、一切記してい

ないのは極めて不当である。

③ 選挙中に東尾久四T目西町会会館を演説会場及び選挙事務所に使用している

が、町会の公益性から、選挙の公正性かち町会長そのものも責任が問われる事案

と考える。と、不当違法である。

④ 選挙にかかわる候補者に直接かかわる経費が全くないのは不自然である。例クスキ、

I¥チマキ、 J¥クet Cの支出が全くないのは不当である。

⑤ 領収証について

・片桐昇の氏名のみで領収証のていをなしていない。

・東尾久四T目西町会館のみで領収証のていをなしていない。

⑥ 車の公金支出について、平成 23年4月の選挙で半分以上の候補者が訴えられて公

金返還をしており、車燃料及び運転手3つを請求していないのは評価できる。

しかし、支出明細が極めてずさんで計上漏れの経費がただあると考えると不当で

ある。

⑦ ポスター公金支出について、 1枚38 6円は、極めて合理的な真禁な姿勢は評価で

きる。他の議員も見習ってもらいたいものである。



ー

⑧ チラシ公金支出について 1枚 7ドl5 I銭の北準限度額のチラシに約 25円かけてい

る。区の基邪限度額が 1枚 7l'l 51銭である以 l二、それ以ヒの金額をかけること

は、迎法及び不当である。

このような'lJ:を認めれば、）訊邸且度額の、ほ味が全くなくなるばかりか、将米邸価

なチラシをいくらでもだせる •J►となり公金支出のセ旨に反すると 考える。

以上

※いままで、選挙運動費川収支報告占は、ただ出すだけで、半成 23年 4月の選挙以外監

査詰求の対象にされていなかったので、永述に公金支出の不止をやってきたのが1=1本の

選挙公金支出の現状であり、 その苅骸砂11/IJ見る。II本の将来を練いての監介請求であ

る。

本件怠る事尖ば地）j自治法第 242条第 1項に規定する追法又は不‘りなJ財沌の秤理を

怠る事実又は公金の賦課徴収を怠る半尖に該当するものである。本件住民監査請求の対象

は、平成 31年4月 2I日選培の迎法又は不当な財産の管理を怠る事実又は公金の賦課徴収

を怠る ー·~実を対象とするものである。

よって、本件諮求人は、荒川区監介委はが、迅法又は不当な財産の管理を怠る＃尖又は

公金の賦課徴収を怠る~:;:~について四任を有する者に対して当該損害の補伯を求めるほか

「必要な措骰」をとるよう閑係者に対して勧告することを求める。

/ 

以上
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住民監査請求書

令和元年 7月斗甘

荒川区監査委員殿

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士 ~?•ft.l1与なぐ
m 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 1項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措殿を請求する。

2. 増田みねこ 選挙運動費用収支報告書についての住民監査繭求の要旨

記

請求の要旨

① 車関係の公金支出について、平成 23年4月の選挙で半数以上の候補者が返還

している事案により公金請求していないのは評価できるが、遊説の記載している

のに全く支出明細がなく、駐車場使用は計上があるのに、その他の燃料費及び運

転手に関わる支出が全くないのは、支出の隠蔽であり断じて認められないので不

当である。

② 自動車レンクルは公金請求しているが、燃料費と運転手は全く使用実績がない。従っ

て、公金不当不正と断ぜざる得ない。

③ ポスターの公金支出は、限度額 1.793円に対して、],080円の請求をしているが、

383円の議員もあり、やや高いと思われ通常の倍の金額と思われる。

④ チラシの公金支出については限度額 7円51銭、作成金額6円で極めて妥当だ

が、税込み6円は消費税の金額が全くわからないので、消費税法おかしいのでは

ないか。

⑤ 事務所借り上げについて、マンションの管理組合に報告書していないのは、管理

組合の規則に反し、不当である。

⑥ 選挙費用については看板代、タスキ、ユニホーム、電池、はがき代、木材、 el 

c記録あり、この点は評価できる。

以上
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※いままで、選挙運動費用収支報告書は、ただ出すだけで、ほとんど監査請求の対象にさ

れていなかったので、永遠に公金支出の不正をやってきたのが日本の選挙公金支出の現

状であり、その一端を垣問見る。日本の将来を憂いての監査請求である。

本件怠る事実は、地方自治法第 242条第 1項に規定する「違法又は不当な」財産の管理を

怠る事実又は公金の賦課徴収を怠る事実に該当するものである。本件住民監査詰求の対象

は、平成31年4月21日選挙の違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は公金の賦課徴収

を怠る事実を対象とするものである。

よって、本件睛求人は、荒川区監査委員が、違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は

公金の賦課徴収を怠る事実について貨任を有する者に対して当該損害の補償を求めるほか

「必要な措岡」をとるよう関係者に対して勧告することを求める。

以上



荒川区監査委員殿

住民監査請求書

令和元年7且ろ甘

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士lto/:請た（：ぐ｀•、
f TEL 03-3803-567 

下記の通り地方自治法第 242条第 1項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措置を請求する。

3. 町田高 選挙運動費用収支報告書についての住民監査誼求の要旨

記

請求の要旨

① 車の借入れの公金支出について、選挙事務所には運転手が何人もいると思われる

が、 1人が）日運転していると考えられない。 1人請求の問題があるから名前を書

いていないと思われ不当である。

② 燃料の公金支出について 平成 23年4月選挙で、燃料の不正で立候補者の半数以

上が公金を返遠している。それに関係したと思われるが、睛求しないのは評価で

きるが、かたや燃料費の支出が全くないので、そもそも車に費用実績が全くない

と考えられる。燃料を使用せず、車の使用及び運転手の公金睛求は虚偽であると

思わざるを得ない。

③ ポスター限度額一杯、 I.793円｀チラシも限度額一杯 7円51銭は問題である。た

だ、予算満額睛求しているだけではないか。

例えば、ボスターについては、一枚 I.793円の半額896円が上限と考えられる。

明戸議員は、 386円 10銭で作成している。このひらきはどこにあるのか。他の候

補者の支出明細を比べてみると、選挙に直接かかわる費用、例えばタスキ、}¥夕、 I¥がキ

e t Cの費用が全くat上がない以上、上記の過大Ht上のように判断される。

以上のように、平成23年 4月選挙で燃料の不正で半分以上の候補者が公金返還

させられたため、請求していないが、かたや燃料費の支出が全くない以上、自動

車の使用並びにのりべん運転手名前をふせて分からないが、いない事となる。ポ

スターもチラシも満額請求しており、極めて不自然であり、まず予算ありき、す



べて消化すれば良いという候補が多いことは嘆かわしい。選挙に絶対関わる費用

計上がない以上、公金請求の中に入っており、極めて悪質であると言わざるを得

ない。

以上

※いままで、選挙運動費用収支報告書は、ただ出すだけで、ほとんど監査請求の対象にさ

れていなかったので、永遠に公金支出の不正をやってきたのが日本の選挙公金支出の現

状であり、その一端を垣間見る。日本の将来を憂いての監査請求である。

本件怠る事実は、地方自治法第242条第 1項に規定する「違法又は不当な」財産の管理を

怠る事実又は公金の賦課徴収を怠る事実に該当するものである。本件住民監査請求の対象

は、平成 3]年4月21日選挙の違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は公金の賦課徴収

を怠る事実を対象とするものである。

よって、本件請求人は、荒川区監査委員が、違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は

公金の賦課徴収を怠る事実について貨任を有する者に対して当該損害の補償を求めるほか

「必要な措慨」をとるよう関係者に対して勧告することを求める。

以上
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住民監査請求書

令和元年 7JYt13 

荒川区監査委員殿

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士叶茄層況 C〗
TEL 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 1項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措器を請求する。

4. 河内ひとみ 選挙運動費用収支報告書についての住民監査曲求の要旨

記

請求の要旨

① ポスター、チラシ公金支出について

ポスターI.793円、チラシ 7円51銭、両方満額請求している。予算消化の考えで

あり、実態に即した請求をしてほしい。ポスターは383円の候補者もあり、せめ

て半額 896円以内が妥当である。請求の過大により他の選挙に係る直接費用が計

上されていない以上、含まれていると考えるのが自然であり、違法公金支出が窺

える。

② 運転手ついての公金支出について、

運転手名はのりべん運転手になっており、まった＜納得できない。何人も運転手

がおり、一人請求も問題である。

③ 車の借入れについて

1日限度額 15.800円に 3.600円で評価できるが、選挙事務所には看板を取り付

け、付属品もあり、それだけしか計上しないのは、はたまた疑問である。

④ 燃料について

領収書を見ると燃料給油の貸出し表のガソリンスタンドの担当表の名前、運

転手の名前を伏せているが公明公正選挙を疑われ、疑心暗鬼になってしまう。

燃料を 4月 15日（月）に入れているが、 4月 14日（日）は公示日の燃料は公金

請求にするとか、しないとかに拘わらす不正燃料である。不正燃料での、車の



利用、運転手の使用は当然不正と考える。 4月20日（土）は選挙最終日 18時

38分に23l給油しているが、残り 1時間22分での23 L 3,389円の請求

はほとんど不正睛求と考える。

平成 23年4月選挙で立候補者半数以上が燃料を返還している。また、燃料の不

正をやっているが、のりべん書類で情報公開に関して主権者国民を欺くの

か。将来公金支出のない選挙をしてもらいたいと願って監査請求をするものであ

る。

以上

※いままで、選挙運動費用収支報告甚は、ただ出すだけで、ほとんど監査謂求の対象にさ

れていなかったので、永遠に公金支出の不正をやってきたのが日本の選挙公金支出の現

状であり、その一端を垣間見る。日本の将来を憂いての監査睛求である。

本件怠る事実は、地方自治法第 242条第 1項に規定する「迫法又は不当な」財産の管理を

怠る事実又は公金の賦課徴収を怠る事実に該当するものである。本件住民監査請求の対象

は、平成 31年4月21日選挙の違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は公金の賦課徴収

を怠る事実を対象とするものである。

よって、本件請求人は、荒川区監査委員が、違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は

公金の賦課徴収を怠る事実について資任を有する者に対して当該捐害の補供を求めるほか

「必要な措阻」をとるよう関係者に対して勧告することを求める。

以上
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住民監査請求書

令和元年 7月xi13

荒川区監査委員殿

謂求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士1Ml咄合口
m 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 1項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措匪を請求する。

5. 藤澤志光 選挙運動費用収支報告書についての住民監査繭求の要旨

記

請求の要旨

① ポスター、チラシの満額公金睛求について

まず予算ありきで消化しようとする考え方であり、当然と請求している。ポスタ

ー383円で作成する候補者もあり、それと比べて著しく高くすぺてポスターとは思

われないし他の費用が入っていると思われる。

② 運転手についての公金支出について

1人のりぺん運転手のみの請求は考えられない。選挙では選挙事務所には何人も運

転手がおり、代る代るが常識である。

③ 燃料費について

L 165円は著しく高いと思われる。他の近隣の候補者から、 ISO円以下が妥当と考

えられる。極めてLあたりの単価が高いことがわかる。不当である。

④ 給油について

4月 15日（月）に給油しているが、 4月 14日（日）は燃料使用はなしとすると車

とのりべん運転手の睛求が不正となると考えられる。

選挙最終日は I5. 56Lと 15.05L入れており、一日で使用することは考えられな

い。従って、明らかに当日給油の 30.61Lはほとんど不正公金支出であり、違法

不当である。
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⑤ 平成 23年4月燃料費不正請求から、今回燃料費を誼求している現職は。消水氏と

藤澤氏のみである。これから分かる事だが、両名は自信を持っての公金支出をや

ってるようであるが。

以上

※いままで、選挙運動費用収支報告害は、ただ出すだけで、ほとんど監査繭求の対象にさ

れていなかったので、永遠に公金支出の不正をやってきたのが日本の選挙公金支出の現

状であり、その一端を垣問見る。日本の将来を憂いての監査請求である。

本件怠る事実は、地方自治法第 242条第 1項に規定する「違法又は不当な」財産の管理を

怠る事実又は公金の賦課徴収を怠る事実に該当するものである。本件住民監査請求の対象

は、平成 31年4月21日選挙の違法又は不当な財産の管理を怠る事実又は公金の賦課徴収

を怠る事実を対象とするものである。

よって、本件請求人は、荒川区監査委員が、違法又は不当な財産の管理を怠る祁実又は

公金の賦課徴収を怠る事実について貨任を有する者に対して当該損害の補償を求めるほか

「必要な措岡」をとるよう関係者に対して勧告することを求める。

以上




