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住民監査請求書

荒川区監査委員殿

令和元r)りが日
__ ;・ 

睛求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士廿り消な
TEL 03-3803-7567 
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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

必要な措固を請求する。

2 1. 高橋英ー 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 I.793円に 850円聞求しているが、やや高いと言える。 383

円の議員もいるが、限度額の半額位が妥当と言える。

② チラシの基準限度額7円51銭に対し 6円甜求しているがやや高い感じだが｀許容

範囲と言える。

③ 車燃料につては、 4月16日（火） 9時5分に入れているので．従って 14日（日）

15日（月）の燃料は不正となる。従って両日の自動車借入公金請求は不正請求と

言える。 6月20日（土）選挙最終日に 16時 14分35,55L入れているが、あと 3

時間46分35.55L入れており．極めて不当燃料費の供給に該当する事案である。

以上

※いままで、選学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c

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
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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。本件住民監査睛求の対象

は、平成31年4月21日選挙の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、遮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

荒川区監査委員殿

令和元年／叩日
', , .. 

,z .. ノ

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士｛飴冷右ご，、）
TEL 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 l項の規定により別紙事実証明書を添えて

必要な措囮を請求する。

2 2. 菊地秀信 選挙運動費用収支報告害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 l.080円請求しているが、やや高いと言える。

383円の議員もおり、せめて半額の 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 チラシの基準限度額 7円51銭のところ 6円で、請求限度額以下でやや高いが、妥

当の許容範囲と考える。

③ 平成 23年立候補者の半数以上が燃料不正をして返還している事を受けて、燃料

費、運転手の請求を一切なされていないのは評価できる。しかしながら、燃料費

がなく運転手がいなくて、どうして車のレンクル代が公金請求できるのか、全く信じ

られない。報告書の虚偽記載の問題が浮上する事となり、不当違法となる。

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、ほとんど監査睛求の対象にさ

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
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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。本件住民監査睛求の対象

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、巡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責任を有する者に対して当該損害の補倣を求めるほか

「必要な措懺」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

荒川区監査委員殿

令和元年i的 日
＇ 又 i

請求人

東京都荒川区南千住五丁目 9番6-503号

税理士叶払l1i竹
田 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。

2 3. 松田ともこ 選挙運動費用収支報告占についての住民監査謂求の要旨

記

請求の要旨

① ポスターの基準限度額 I.793円に),080円請求しているが、やや高いと酋える。 383

円の議員もおり、せめて半額の 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 チラシの基準限度額7円51銭のところ 6円で、請求限度額以下でやや高いが、妥

の許容範囲と考える。

③ 平成 23年立候補者の半数以上が燃料不正をして返遥している事を受けて、車の借

入燃料費、運転手の請求を一切なされていないのは評価できる。しかしながら、

車の使用がみられる報告害の中身をみてみると車関係の経費、ガソリンはあるが車

の借入並びに運転手の費用がない。報告内の虚偽記載の問題が浮上する事となる。

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。
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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。本件住民監査睛求の対象

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

「必要な措囲」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｝雌日

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 lf1み I~(、・、
TEL 03-3803-7567 

下記の通り地方自治法第 242条第 l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。

2 4. 並木 一元 選挙運動費用収支報告国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 I.793円に限度一杯請求しているが、他の議員が383円で請

求しているのだ。極めて高すぎる。他選非費用もここで支出している可能性がある。

② チラシの基準限度額 7円51銭、これも限度額一杯請求している。まず予算ありき、

消化すぺきと考えて、議員活動を 30年以上やってきたとは噺愧に耐えない。

③ 平成 23年燃料費の不正請求で立候補者の半数以上が返還したことを受けて、燃料

費の公金支出は諸求されていないが、他のどの書類をみても燃料費の支出が全くな

されていない。そうすると燃料のない車の使用、運転手の厘用は不正の請求となる

のである。燃料費は車の使用立証の極めて頂要な要素なのに、極めて表面的な動き

で対応している議員に対して長うものである。

以上

※いままで、選学運動費用収支報告甚は、ただ出すだけで、ほとんど監査睛求の対象にさ

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c 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 l項に規定する「違法又は不当な」財産の管理を
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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。本件住民監査睛求の対象

は、平成元年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責任を有する者に対して当該損害の補徹を求めるほか

「必要な措懺」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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荒川区監査委員殿

住民監査請求書

睛求人

令和元rt四
I 
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東京都荒川区南千住五丁目 9番 6-503号

税理士 'I~Pr呼V=- (;-・, 
TEL 03-3803-75* ジ

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。

2 5. 斉藤やすのり 選挙運動費用収支報告苔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円に限度一杯繭求しているが、他の議員が383円で

請求しているのだ。極めて高すぎる。他選挙費用もここで支出している可能性が

ある。

② 平成 23年燃料費の不正請求で立候補者の半数以上が返還したことを受けて、燃料

費の公金支出は請求されていないが、他のどの書類をみても公金詰求はがスターだけ

で、車のレンクル代、燃料費、運転手、 t';は公金諮求しないから、大丈夫とといって

いるようであるが、支出のずさんさから、高額おスター代に入っているようで断ぜざ

る得ない。これも不当違法請求と考える。

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e 本件住民監査請求の対象
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ば 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、荒川区監査委貝が、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償を求めるほか

「必要な措冊」をとるよう関係者に対して勧告することを求める。

以上




