
住民監査請求書

令和元年 7月);11日

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 i怜闇❖(口
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

必要な措霞を請求する。

6. 志村博司 選挙運動費用収支報告書についての住民監査睛求の要旨

記

請求の要旨

① 選挙事務所について

一般的寄付の計上がないの異常であるのでRt上漏れの恐れがある。

② ポスターの公金支出については基準限度額 I.793円、請求金額 I.246円は限度内

になっているが、 383円請求候補者もあり半分としても 896円となると相場より極

めて割高であり、他の選挙関連費用にしていると言える。

③ チラシの公金睛求について

基準限度額 7円 51銭なのに 13円50銭かけており、 7円51銭のみ諧求すればいい

と考えているようだが、これを認めるといくらでも高額のチラシを使用できるこ

ととなり、選挙の公正性をそぐだけでなく、基準限度額の意味を全く理解してい

ないと考えられるので、違法不当の誹りを受ける。

④ 燃料費の公金請求について

平成 23年選挙で立候補者の半数以上が燃料不正をして返還をさせられているの

を受けて燃料費だけ請求されておらず支出明細にも全ない。従って燃料費を全く

使用せず、自動車の借入、運転手の雇用は全く考えられないので不当違法請求と

なる。



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、平成元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

「必要な措屈」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月冷廿

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 l衿 r~怜□
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

必要な措置を請求する。

7 . 小島 和男 選挙運動費用収支報告苫についての住民監査請求の要旨

記

請求の要旨

① ポスターの基準限度額 1.793円に I.494円繭求しているが、極めて高いと思われ

る。 383円の候補者もおり、せめて半分の 896円以下が安いと考える。ほかの計上

漏れの経費があると考えられる。

② チラシの基準限度額が 7円51銭のところ、 20円47銭で大きくオーバーしてい

る。睛求は限度額以下だからいいと言っているようですが、これを認めたら、公

正な選挙期間中に交付するチラシに限度がなくなってしまう。違法不当な請求と

考える。

③ 車関係の費用は、全部公金請求していないが、指摘されないと言っているように

思われる。かつて関係議員が公金請求させられているのを受けてだと思われる

が、支出をみてみると明らかに車上運動員がおり、車の使用支出が極めて少なく

特に燃料費がまったくないのは、収支報告書の杜撰さと高額ポスターの中に入っ

ているのではと思わざる得ない。

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
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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 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

「必要な措陪」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x旧

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 Ho/-バ~r:L
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

必要な措置を請求する。

8. 相馬ゆうこ 選挙運動費用収支報告害についての住民監査諮求の要旨

記

請求の要旨

① ポスターの基準限度額 I.793円に 1.494円請求しているが、極めて高いと思われ

る。 383円の候補者もあり．せめて半分の 896円以下が妥当と考える。他の計上漏

れの経費があると考えられる。

② チラシの基準限度額が7円51銭のところ、 20円47銭で大きくオーバーしてい

る。繭求は限度額以下だからいいとgっているようですが、これを認めたら、公

正な選挙期間中に交付するチラシに限度がなくなってしまう。違法不当請求と考

える。

③ 車関係の費用は、全部公金睛求していないが、指摘されないと言っているように

思われる。かつて関係議員が公金請求させられているのを考えてと思われるが、

支出をみてみると明らかに車上運動員がおり、車の使用支出が極めて少なく特に

燃料費が全くないのは、収支報告書の杜撰さと高額ポスターの中に入っているの

ではと思わざる得ない。

以上

※いままで、選挙運動費用収支報告苔は、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諮求である。

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資任を有する者に対して当該損害の補僕を求めるほか

「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月メ甘

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 i加対咋
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

必要な措置を請求する。

，．森本達夫 選挙運動費用収支報告書についての住民監査請求の要旨

記

請求の要旨

① ポスターの基準限度額 I.793円に I.494請求しているが、極めて高いと思われ

る。 383円の候補者もあり、せめて半分の 896円以下が妥当と考える。他の計上漏

れの経費がある考えられる。

② チラシの基準限度は7円51銭のところ、 6円でやっている。この点は、極めて適

切であり妥当である。

③ 車関係の費用は、一部公金謂求していないが、指摘されないと言っているように

思われる。かつて関係議員平成 23年選挙で公明党荒川候補 6名のほとんどが燃料

の不正を認め、裁判所に返還したのがトラウマのようである。しかし、過度に後

悔するあまり、車関係の費用計上が著しくない。そのため、極めて支出報告書の

いい加減さが露呈しており、違法不当な書類となっている。

さらに、燃料費及び運転手の支出がないため、車のVンクル代の公金睛求は違法不当

となっている。
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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、その一端を垣問見る。日本の将来を憂いての監査詰求である。
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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、逮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貴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



住民監査請求書
令和元年7月メ旧

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

税理士けが芍ない：
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

必要な措阻を請求する。

l O. 夏目 亜季 選挙運動費用収支報告書についての住民監査睛求の要旨

記

請求の要旨

① ポスターの基準限度額 1.793円に I.620睛求しているが、極めて高いと思われ

る。 383円の候補者もあり、せめて半分の 896円以下が妥当と考える。他の計上漏

れの選挙関連経費が含まれていると考えられる。

② チラシの基準限度は 7円51銭のところ、同額だから良いとも言っているようであ

が、これも予算ありきで、ポスター同様不適切な支出だと考える。

③ のりぺん運転手のみ公金請求を）日 12,500円限度額一杯請求しているが、自動車

の借入れはないと届出しているが、苔類を精査するとそれに関係する燃料費の計

上、候補者本人にかかわるだろう費用がほとんどないのである。

自動車の借入はないが、公金請求しないから支出計上しなくてもいいとか、燃料

費はあるが、公金請求しないから支出計上はしなくてもいいとか、のりぺん運転

手を使用した証拠が全くなくて、公金支出は不当違法支出と考えられる。

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謂求である。
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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質任を有する者に対して当該損害の補償を求めるほか

「必要な措懺」をとるよう関保者に対して勧告することを求める。

以上




