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住民監査請求 監査結果 

 

第１ 請求の受付 

 

 １ 請求人 

      （略） 

 

２ 請求の提出 

   平成２８年６月２４日 

 

３ 請求の趣旨（原文のまま記載） 

 １．公用車の私的使用及び市職員らの公務外職務従事に係る事実 

ア．壬生隆明直方市長（以下、「壬生市長」という。」は、毎朝の通勤における

自宅から市役所までの移動並びに用務後送りを事由として、市長専用公用車

（他公用車を含む。）を通勤手段として使用しているが、添付証拠「運転日誌」

を精査したところ、同人は、直方市役所等での公務終了後、頻繁に直方市役

所から片道１キロメートルの直方市津田町１-２に所在し、同人が代表の「な

のはな法律事務所」まで、関係市職員らに送り届けてもらっていることが明

らかになった。 

そもそも、市長が公用車を使用することが可能な場合は、公務上の移動及

び通勤手段に限定されている。 

特別職である市長に勤務時間は明確に定められていないが、一般的に市役

所が開庁している午後５時までが市長の公務時間と解されている。（例外的に、

休日や夜間の公務が存することもある。） 

市役所での通常業務が行われている時間帯にもかかわらず、市職員に公用

車を運転させ、自己の兼職先の法律事務所まで送らせる行為は、不適切極ま

りのないもので、一般的な通勤とは言い難いものである。 

運転日誌によると、壬生市長を公務外で、同人の法律事務所まで送り届け

る時間として、「約３０分」を想定しているようだが、壬生市長の私的な業務

の為の移動に際し、市職員らを公務として従事させた行為は、著しく違法性

が高いものである。 

よって、壬生市長を法律事務所まで送る為に要した時間を算定し、当該公

用車の運転に携わった市職員らの非公務作業に支出された時間給及び公用車

の燃料代等を積算の上、壬生市長に対し、前記違法に支出されたそれぞれの

金員を、直方市に返還させることを求める。 

壬生市長は、「公平・公正」求めるなど綱紀粛正を職員に対して厳しく課し

ているようであるが、市長は率先して法令等を順守すべき立場であり、市長
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だから何をやっても許されるというものではない。 

 

イ．昨年末、壬生市長が刑事被告人の弁護人に就任されていることが報道された

が、当時の壬生市長の用務について「関係文書の情報開示」を受け調査した結

果以下の事実が判明した。 

 

①昨年末の新聞報道等によると、壬生市長は、「公務外で、弁護活動を行ってお

り、公務に支障はない。被告人が逮捕された１０月１日以降、１０回以上接見

したところ、無罪を確信した。」と、述べている。 

そこで、平成２７年１０月、１１月の壬生市長の行動確認を情報開示文書及

び市職員らに対しての聞き取り調査を行ったところ、壬生市長は、殆ど公務を

休むことはなかったが、終日在庁の日数は少なかったようである。 

 

②壬生市長がいう「公務外」とは、どの様な場面を指すのかは不明だが、壬生

市長が、「公務の途中に時間を作り、その時間帯に被疑者もしくは被告人と面会

を重ねた。」と推認すると、すべての辻棲が合う。 

 

③監査人は、壬生市長の、前後の事情に照らしても、壬生市長が公務の途中に

公務外の弁護士業務を行っていたと疑われるので、速やかに、公用車運転手ら

の事情聴取を行った上で、違法行為が認められた場合には、壬生市長に対し、

公務外の職務に携わった職員らに対して、直方市が既に支払った給与の一部返

還並びに公用車に係る経費を返還するよう勧告することを求める。 

 

２．タクシーの私的利用（市内分）に係る事実 

ア．かねてより特別職の市長には、公用車の代替手段として「市内用タクシーチ

ケットが貸与されているが、タクシーチケットが使用できるのは、公務上必要

な場合」と解されている。 

しかしながら、壬生市長は、添付証拠「直方市長タクシーチケット使用明細

書市内分」のとおり、公務外でタクシーを頻繁に利用している。 

プライベートな場所への移動等は、本来、それらの利用は私費で賄うべきも

のであり、万一、発着地点が公務先で、あったとしても公費での支出は認めら

れないものであると考えられる。 

特に、平成２７年６月２３日付利用分（付記番号１、２、３）は、夜間の利

用で、上頓野の飲食店に多数が集まり、同所から、タクシー３台を連ねて歓楽

街まで移動した所為は、断じて公務に関係するものではなく、壬生市長の私的

会合に対し、公費でタクシー代を負担するのは、明らかな違法行為である。 

なお、同日、午後６時頃、同所に、市長秘書が壬生市長を公用車で送り届け

ている。 
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  イ．加えて、公務が存しない「土曜日」や同人の法律事務所から特定の場所迄の

往復に市内のタクシーを利用しているが、これも、公務外のタクシーチケット

私的利用である。 

    したがって、壬生市長は、違法に支出させたタクシー利用代金１１，１２０

円を、直方市に対し返還することを求める。 

なお、公用タクシーチケットの使用控えを見ると、本人が自筆で書き込みし

ておらず、タクシー乗務員が書き込みをしていることをとらえても、タクシー

チケットの取り扱いが杜撰であることが認められる。 

タクシーチケットの続き番号が欠落していることも不自然である。 

 

３．タクシーの私的利用（市外分）に係る事実 

  ア．直方市職員等の旅費に関する条例第７条において、旅費は、「最も経済的な

通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務

上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又

は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計

算する。」（直方市職員等の旅費に関する条例では、市長にも条例は適用される

とみとめられることを付言する。）と規定されているが、壬生直方市長は、添

付証拠「直方市長タクシーチケット使用明細書市外分」のとおり、市外出張時

において、当然のように、公務の移動手段としてタクシーを利用している。 

 

イ．特に、「直方市長タクシーチケット使用明細書市外分付記番号１７」では、 

１９，５５０円もの公費を、羽田空港から用務先への移動に費やしている。 

ところで、直方市職員等の旅費に関する条例においても、過払い金があると

きは返納する趣旨の定めがあるが、関係文書を精査したところ、タクシー利用

に伴い旅費が返納された形跡もなく、少なくとも市長外随行者全員が、違法に

旅費の二重取りを行っていたと断定される。 

この上は、すべての、壬生市長に係る市外分のタクシー利用について、厳正

に監査して頂きたい。 

直方市職員らが、壬生市長に注意することもなく、慢心と違法なるタクシー

利用を黙認していたとしたら、重大なる非違行為でもある。 

 

  ウ．前記一例のとおり、壬生市長のすべての市外出張に係る旅費の支払い及び支

出負担行為に重大な疑義があると言っても過言ではない。 

加えて、壬生市長は、都内での移動にタクシーを頻繁に利用しているが、都

内での移動は、電車の方が明らかに早く用務先に到着するはずで、故なく、怒

意的な理由でタクシーを利用していたとしたら、随行の職員をして、職務専念

義務違反を誘因するものであり、結果、地方公務員法第３０条ならびに同３５

条に反すこととなり、当該職員らに対しての、給与等の満額支給は、市の財務
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会計上損失を与えたことにもなる。 

 

壬生市長は、タクシー利用（市外分）代金１８１，３４０円を、直方市に対

し返還することを求める。 

以上、地方自治法第２４２条１項の規定により、事実証明書を添えて必要な

措置を求める。 

 

事実証明書 

証拠１番 直方市長タクシー使用明細書(市内分) 

証拠２番 直方市長タクシー使用明細書(市外分) 

証拠３番 タクシーチケット関係文書 

証拠４番 旅行命令書 

証拠５番 旅行命令書(公用車等) 

証拠６番 歳出整理簿 

証拠７番 公用車運転日誌(平成２７年１１月１日乃至同年１２月１０日) 

添付書類 

事実証明書の写し各１通 

 

４．暫定的停止勧告の適用について（平成２８年６月３０日追加提出） 

ア. 地方自治法２４２条第３項では、「当該行為が違法であると思料するに足りる

相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難

な損害を避けるために緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによ

って人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著

しく阻害する恐れがないと認めるときは、監査委員は、・・・手続が終了するま

での間当該行為を停止すべきことを勧告することができる」と定められている。 

    つまり、その請求内容が真実である可能性が高いと判断でき、当該の行政行

為を継続すると自治体に大きな不利益をもたらし、これを一旦停止しても人命

に係わるような事態には至らない、と判断できる場合は、監査が終了する（請

求より６０日以内に行なうこととされている）まで、問題となっている行政の

行為にストップをかけることが出来るのである。 

イ. 前項の法令を、本件措置請求に当てはめてみると、正に適用するべきものと

考えることが妥当である。 

    その理由とするところは、既出の措置請求書において指摘したとおり、壬生

隆明直方市長(以下、「壬生市長」という。)は、公務終了後、自己の通勤手段

として用いられている「市長専用公用車」を直方市職員らに運転させた上、同

人が代表を務める「なのはな法律事務所」まで送らせているが、壬生市長の個

人的職務は、公務とは何ら関係なく、市職員が、公用車で送迎等をする合理的

理由も見当たらない。 
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    さらに、社会通念上自己の職場へ出勤する場合は、その職場の負担により通

勤手段を整えると考えられる。 

公務員たる市職員が、壬生市長の第２の職務に関与することは違法行為であ

り、たとえ送迎であっても、行うべきではなく、仮に、当該送迎時に交通事故

が発生した揚合、直方市に対する民事上の所有者責任は免れないと思料する。 

したがって、壬生市長が公用車を弁護士業務に用いることは、直方市に対し、

回復できない損害を与える可能性が予見でき、直方市が、市職員の公務外の職

務に対して給与を支払うことは不当であり、加えて、公用車の諸経費が不当に

支出することも停止すべきであるので、監査委員は、壬生市長に対し、「なの

はな法律事務所へ、公用車で通勤しない旨」直ちに、暫定的停止勧告すること

を求める。 

 

第２ 請求の要件審査 

 

１ 監査請求の対象となっている事項（財務会計の特定）について 

住民監査請求において監査を求めることができるのは、違法もしくは不当な公

金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行若しくは債務その他の義

務の負担、又は違法若しくは不当に公金の賦課・徴収を怠る事実若しくは財産の

管理を怠る事実があると認めるときとされている。（地方自治法第２４２条第１

項） 

請求人から提出された住民監査請求（直方市職員措置請求書）及びそれに添付

された事実証明書（以下「請求書等」という。）から、請求人は、平成２７年６月

以降、市長公務終了後の通勤での公用車の行き先が、自宅ではなく私的業務を行

っている法律事務所であること、更に市内や出張時でのタクシー利用については、

私的用件での使用が見受けられることから、これらに係る費用の支出は、違法で

あることを請求の対象とし、直方市長に対し違法な支出の返還を求める監査請求

をされたものと解される。 

 

２ 請求書の受理 

  本請求については、請求人である団体は法人格のない社団（権利能力なき社団）

と推察されることから、適格であるか否かを当該団体の規約等により確認を行っ

た結果適格であった。更に、必要な措置についての記載があること、住民監査請

求に関して必要とされる地方自治法第２４２条に規定された所定の要件を満たし

ていることを認めて、平成２８年６月２７日付で申請書を受理した。 

 

第３ 暫定的停止勧告の検討 

地方自治法第２４２条第３項に規定する暫定的な停止勧告制度は、監査の結果が

確定する以前の暫定的な措置であり、監査の手続きが終了するまでの間、当該行為
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を停止すべきことを勧告することができる制度である。この措置は暫定的とはいえ、

財務会計行為の停止という行政活動に重大な影響を与えるものであることから、当

該行為の違法性に係るものに限られ「当該行為が違法であると思料するに足りる相

当な理由があり、当該行為により当該地方公共団体に生ずる回復困難な損害を避け

るため緊急の必要があ（る）……と認められるとき」とされている。 

このことから本請求に係る行為について、本市に生ずる回復困難な損害を避ける

ため緊急の必要がある行為に該当するか否かを検討した結果、下記理由により法第

２４２条第３項に規定する当該行為の事前の差止めの勧告は行わないものとした。 

 

（１）法に規定する本市に生じる回復困難な損害を避けるために緊急の必要性があ

るとの具体的な理由が見つけられない。 

 

（２）法律事務所まで送る行為が、直ちに違法性があると思料するに足りうる相当

な理由が認められない。 

 

第４ 監査の実施 

本件請求については、地方自治法第２４２条第４項の規定により、次のとおり監

査を実施した。 

 

１ 監査対象部局 

総合政策部市政戦略室、財政課、人事課、産業建設部商工観光課 

  

 ２ 監査の期間 

   平成２８年６月２７日から平成２８年８月２２日まで 

 

 ３ 請求人の証拠の提出及び陳述の機会の付与 

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年７月８日に新たな証

拠の提出及び陳述の機会を設けた。これに対する結果は、以下のとおりである。 

 

（１）新たな証拠の提出 

 請求人から、証拠としての新たな資料の提出はなかった。 

 

（２）陳述の実施 

    日 時：平成２８年７月８日（金）午後１時３０分～午後２時 

    場 所：直方市役所５階 監査委員事務局 

    陳述人：請求人の代理人 
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（３）陳述の要旨 

   ① 市長を公務後兼職している法律事務所へ送っている。この行為は公務では

ない。市長の通勤手段で公用車を使用する権限を有していることは理解する

が、自分の副職の場まで行く行為は、条例を逸脱した運用であり、違法性が

高い。公用車で送る途中に交通事故に遭遇した場合に、賠償責任が直方市に

起きる。公用車で法律事務所に送り届けて公務が終了ではない。公務の終了

というのは通勤手段として自宅に送り届けた時点と解釈している。 

 

② 昨年３件の出張で、当初は空港まで電車で旅費を積算していたが、公用車

で送迎したため電車賃を返還した。返還方法は年度が変わったので戻入では

なく雑入に入れているが、これは過誤払ではなく不当利得の返還である。不

当利得返還金として雑入すべきものではないかと思われる。 

 

③ 昨年７月３０日東京出張での電車賃を過誤払による返還をしている。これ

についても、不当利得の返還ではないかと思われる。ただし、市長以外のも

のは、過誤払としての返還は妥当である。市長は、過誤払と称して返還した

のがこれを含め４件あり、今回の監査請求及び監査請求の準備の情報公開に

より気づいて処理しており、悪性が高い。 

 

④ 公用車の私的利用である法律事務所まで公用車で送る行為は、直方市に甚

大な被害を被る可能性があるため、直ちにやめるよう暫定的停止勧告を行う

よう求める。 

 

⑤ タクシーチケットの私的使用については、市長本人に聞き取りすることを

要望する。タクシーの同乗者についても、公務であるかどうかを確認するた

め明らかにし、聞き取り調査が不能であればタクシー会社に照会することを

要望する。 

 

４ 関係機関に対する事情聴取 

地方自治法第１９９条第８項の規定に基づき、平成２８年７月１５日に関係機

関の事情聴取を行った。これに対する結果は、以下のとおりである。なお、監査

委員の合議により事情聴取の対象は、関係機関の職員のみとした。 

 

（１）事情聴取の対象部局 

  総合政策部市政戦略室、財政課、人事課、産業建設部商工観光課 

 

（２）事情聴取の実施 

    日 時：平成２８年７月１５日（金）午後１時～午後３時３０分 
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    場 所：直方市役所５階 監査委員事務局 

 

（３）事情を聴取した職員 

市政戦略室長、市政戦略室戦略室担当係長、 

財政課長、財政課公用車管理係長、商工観光課長、人事課長 

 

（４）事情聴取の要旨 

    監査対象事項について、関係する法令及び条例等との照合、関係書類等の調

査、監査対象部局からの事情聴取を実施し、次の事項を確認した。 

 

［市政戦略室］ 

① 市長の送迎に係る公用車の使用基準等について 

明確な規定はなく、公用車の取扱については直方市車両管理規則を適用し

ている。車両管理規則には市長の送迎についての規定はないが、担当で判断

をしている。 

 

② 公務終了後に市長の私的業務先である法律事務所まで送ることについて 

市長の通勤については、公務が多岐に渡るため、自宅から公務が必要な場

所へ移動することがこれにあたると思われる。自宅もしくは公務に就く前や、

公務が終わった後に自宅もしくは別の場所への送迎は公務に付随する移動に

あたると考えており、それに関わる職員も職務の範疇である。また、法律事

務所への送迎については、月によって異なるが、平均すると月に５、６回程

度である。 

 

③ 市内のタクシーの利用基準等について 

タクシー利用に関する基準はないが、利用の考え方は、職員の勤務時間内

や時間外でも公務が短時間で終了することが明らかな場合は、公用車で送迎

しているが、市長が出向く先が懇親会であったり、終了時間があらかじめ遅

くなることが分かっている場合は、帰りにタクシーを利用するという考え方

で運用している。市内タクシーの利用は月に１回使うか使わないかの程度で

ある。 

 

④ 市内でのタクシー利用について 

昨年６月２３日の利用については、当日遠賀川河川事務所との勉強会と懇

親会を開催しており、懇親会の終了後に上頓野にある会場（飲食店）から直

方駅前まで３台利用している。内２台に関しては関係機関の職員計５名が２

台に分乗し、残りの１台については市長及び市の職員２名が同じ経路で利用

している。 
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昨年１０月１３日の利用についても、同じく遠賀川河川事務所職員との情

報交換会で、懇談会終了後、新知町にある飲食店から市長の自宅までタクシ

ーを利用している。乗車は２名で市長と職員１名が同乗しているが職員１名

については、市長の帰宅経路の途中で下車している。 

昨年１１月２４日の利用については、商工会議所関係の懇談会終了後、古

町の飲食店から自宅まで市長が１名乗車している。 

本年１月１６日の利用については、鞍手高校鞍陵会関係の懇親会出席時に

御館橋から鞍手高校まで、終了後に鞍手高校から直方駅付近まで、市長１名

が利用している。 

本年１月２０日の利用については、自動車産業関係の新年会の終了後、会

場である古町の飲食店から自宅まで市長１名で利用している。 

本年１月２９日の利用については、直方市まとい会初会出席のため法律事

務所から感田の会場まで、帰りに感田から直方駅まで市長と職員１名が利用

している。 

 

⑤ 市外でのタクシー利用について 

昨年７月２１日、２２日の利用は、２１日は岐阜で開催されたスマートウ

ェルネス研究会に出席した際に岐阜駅から会場まで、翌２２日は直方市の古

高取展示会が開催されていた京都の古田織部美術館を視察した際に京都駅か

ら美術館まで、明石市役所で行政視察を行った際に西明石駅から明石市役所

までそれぞれ利用している。乗車は市長と随行職員１名である。 

昨年７月３０日の利用は３０、３１日で関東に出張しており、３０日は直

方市に進出している企業の埼玉工場を訪問した際に羽田空港から訪問先企業

の最寄駅である上福岡駅までタクシーを利用した。乗車は市長と同行した産

業建設部職員３名である。この利用した理由は、当初は前日の２９日から出

張する予定であったが、２６日に開催予定であった直方花火大会が悪天候で

２９日に延期となり、急遽出張日程を３０日の早朝４時過ぎに市長宅を出発

するという行程に変更した。ところが前日の花火大会で夜遅くまで勤務した

こともあり、市長の体調が優れず、その後の公務に支障が出る恐れがあった

ため急遽タクシーを利用することとなった。 

昨年１０月１９日から２２日の出張は、１９日は福岡県本社機能等企業立

地促進セミナーへの参加でセミナー会場から浜松町の宿泊先まで、２０日は

九州治水期成同盟連合会東京要望、２１、２２日には遠賀川改修期成同盟会

東京要望での関係省庁まで利用している。また、２０日については公務の時

間が空いたことから、情報収集及び今後の行政にかかわる協議を行うため弁

護士会館にある日本弁護士連合会に立ち寄った際に利用している。 
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⑤ 旅費の返還について 

      昨年６月１０日の全国市長会の出張で、当初、復路は福岡空港から直方ま

でＪＲと地下鉄を利用する予定であったが、公用車を利用したためＪＲ及び地

下鉄運賃二人分を返還した。 

昨年７月２１日のスマートウェルネス会議の出張で、当初、直方駅から岐阜

駅までＪＲで予定していたが、往路について小倉駅まで公用車を利用したため、

直方駅から小倉駅までのＪＲ運賃二人分を返還した。 

昨年９月１３日の東京鞍陵会出席の出張で、当初、福岡空港まで往復ともＪ

Ｒと地下鉄を利用する予定であったが、復路のみ公用車を利用したため復路分

のＪＲ及び地下鉄運賃を返還した。通常、市長が出張する際は空港まで公用車

で送迎するが、事務上のミスでＪＲと地下鉄での旅費請求を行った。概算払い

の精算時にも確認しなかったため戻入しておらず、今回の返還に至った。また、

７月３０日出張の際のタクシー利用について、改めて精査した結果、公的な利

用にふさわしくないと思われる２件に関しては、現在返納の手続きを進めてい

る。 

 

⑥ 土曜日曜の市内でのタクシー利用について 

土日にタクシーを使ったのは、本年１月１６日の往復分のみである。その日

以外は、公用車を利用している。 

 

［財政課］ 

① 公用車の使用について 

公用車の使用に関する規定については、直方市車両管理規則がある。 

公務終了後に法律事務所まで送っていることは、運転日誌に市内及び津田町

で記載されている。 

また、福岡市で公務中に公用車で裁判所に行ったことや、裁判に関すること

で公用車を使用したことはない。 

 

［商工観光課］ 

① ７月３０日の企業訪問の際のタクシー利用について。 

羽田空港から埼玉県上福岡駅までタクシーを利用した。１台のタクシーに市

長以下４名で乗車した。当初、羽田空港から京急、品川、東武東上線の上福

岡へ公共交通機関で向かう予定にしていたが、花火大会が出張の前日に延期

になった関係で、早朝の４時に直方を出発するというハードな行程に変更と

なったため、市長の体調が優れずタクシーを利用した。 

 

② 旅費の返還について 

タクシー利用に伴い、旅費の精算時に公共交通の運賃については返還すべ
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きであったが、事務担当と出張者の相互の確認を失念していたため、本年６

月３０日に返還した。 

 

［人事課］ 

① 市長の勤務時間について 

一般職については、地方公務員法第２４条第５項、直方市職員の勤務時間

に関する条例で明確に規定されているが、特別職である市長は地方公務員法

第４条第２項で適用外となっている。また、本市の条例の中で市長の勤務時

間を明確に規定したものはなく、市長が土曜日曜や５時以降の時間外に公務

に就いても、特別職として時間外手当も出ない取り扱いになっている。 

 

② 市長の出張旅費の考え方について 

市長の出張については直方市職員等の旅費に関する条例の適用となり、市

の職員と同じ取扱いである。なお、本条例は出張に係る費用等に関する規定

である。 

 

③ 出張時のタクシーの利用について 

タクシー利用に関する規定はないが、直方市職員等の旅費に関する条例第

７条のただし書き、及び第１４条のただし書きの中に公務上必要、又は天災

その他やむを得ない事情により認めることができるという規定があり、この

規定に基づき利用できるものと思われる。 

 

④ 職員の職務専念義務違反について 

法律事務所に送迎することの当該行為等が職務にあたるか否かが大きなポ

イントになってくる。公務にあたれば当然のことで、公務外であれば違う見

解になる。 

 

第４ 監査の結果 

 

１ 事実関係の確認 

監査は、前述の監査対象部局の職員から事情聴取をするとともに、関係書類を

調査するなどの方法により実施し、その結果、次の事実を確認した。 

 

（１）公用車の市長送迎の使用について 

事実確認は、地方自治法第２４２条第２項の規定により、請求人が請求書を

提出した平成２８年６月２４日から過去１年（平成２７年６月２４日から）の

事実について確認を行った。 
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① 市長の送迎等に使用した公用車 

財政課公用車管理係が市の業務として管理する公用車は３６台あり、その

内主に市長の送迎等に使用された公用車は以下のとおりである。 

区分 登録番号 車   名 備 考 

ア 筑豊 33そ 1354 トヨタ クラウン 市長専用車 

イ 筑豊 300た 8196 トヨタ エスティマ  

ウ 筑豊 300て 2328 トヨタ プリウス  

   

② 市長専用車の管理について 

本市では、市有車両については、直方市車両管理規則(昭和４２年１２月５

日直方市規則第１１号)に基づいた管理がなされており、市長専用車について

も本規則を摘要しており、第４条に定める使用の申込み等に関する手続きは

公用車使用申請書により適正に行われていた。また、同規則では、市長送迎

に関する公用車の使用について特に規定はないが、車両の使用については、

第３条に規定する公務外使用の禁止が摘要される。 

 

③ 市長の送迎等の使用回数 

昨年６月２４日から本年６月２４日まで使用した回数は述べ４７０回であ

る。その内迎えが１７８回、送りが１２１回、その他公務が１７１回であっ

た。 

車両別では、アが迎え１７７回、送り１２１回、その他公務が１６０回、

イが迎え０回、送り０回、その他公務が７回、ウが迎え１回、送り０回、そ

の他公務が４回使用されている。 

 

④ 自宅以外への送迎回数 

迎え１７８回、送り１２１回の内、自宅外（法律事務所）への送迎は、迎

えが８回、送りは８８回であった。 

 

（２）タクシーの利用（市内分）について 

市内でのタクシーの利用については、タクシーチケットを使用し、タクシー

会社からの請求により支払いが行われていることから、措置請求日から過去一

年以内に支出が行われたものを対象とした。 

 

① タクシーの利用回数 

昨年６月２３日から本年１月２９日まで述べ１０回利用している。 

   ② タクシーの利用内容及び利用者 

上記のタクシーの利用内容については、下記の利用実績のとおり、会合等

の主催者側からの開催案内文、公用車運転日誌等特定する書類にて確認でき、
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すべて公務での会合に出席した際の行き帰りの交通手段として利用している。 

請求人が特に指摘している６月２３日は、遠賀川河川事務所職員との勉強

会及び懇親会が上頓野の飲食店で開催され、終了後に市長及び市職員２名を

含めた参加者８名が３台のタクシーに分乗し、直方駅まで利用している。 

また、１０月１３日には、遠賀川河川事務所職員との情報交換会及び懇親

会が開催され、市長の帰宅の手段として自宅まで利用している。この際には、

帰路の途中まで市職員が同乗している。 

 

市内でのタクシー利用実績 

チケット記載の内容 

利用内容 利用者 番

号 
利用日 料金 乗車地 降車地 

７ 

27. 6.23 

1,760 

1,760 

1,680 

上頓野 

安入寺 
直方市内 

遠賀川河川事務所との勉強会及び懇親会終

了後で直方駅前まで 

市長他職員２名 

８ 河川事務所職員

５名 ９ 

11 27.10.13 1,200 新知町 十堂 
遠賀川河川事務所との情報交換及び懇談会

終了後、自宅まで 
市長他職員 1名 

12 27.11.24 960 古町 頓野 
直方商工会議所大口会員・進出企業と当所

執行部との懇談会終了後、自宅まで 
市長 

14 
28. 1.16 640 

御館橋 山部 第３３回鞍陵新年宴会出席で古町～鞍手高

校の往復 

市長 

15 山部 市内 市長 

16 28. 1.20 720 市内 十堂 

直鞍産業振興世界戦略研究会・直鞍自動車

研究会合同講演会・新年会終了後、自宅ま

で 

市長 

18 
28. 1.29 

720 

800 

市内 感田 直方市まとい会初会出席で津田町～感田 

終了後、感田～直方駅まで 

市長他職員 1名 

20 感田 市内 市長他職員 1名 

なお、請求人が指摘しているタクシーチケット番号の欠番については、タ

クシーチケットは政策推進課（現市政戦略室）が管理しているが、選挙管理

委員会が選挙時に立会人の帰宅用にも使用しており、６、１０、１３、１７

番については、平成２６年１２月１４日の衆議院議員総選挙、１９番につい

ては平成２７年４月１２日の福岡県議会議員選挙でそれぞれ使用されており、

選挙管理委員会の予算にて支出されている。 

 

（３）タクシーの利用（市外分）について 

市外でのタクシーの利用については、出張毎にあらかじめ受領する資金前途

金（現金）にて支払いし、帰庁後の精算処理をもって支出が完結することから、

措置請求日から一年前である６月２４日から請求人が指摘する３月３０日まで

に精算処理が行われたものを対象とした。 
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① タクシーの利用回数 

昨年７月１５日から本年３月３０日の間、９回の出張時に延べ５６回利用

している。 

    

② タクシーの利用内容及び利用者 

上記のタクシーの利用内容については、会議等の主催者側からの開催案内

文、旅行命令書等特定する書類にて確認でき、すべて公務で目的地までの交

通手段として利用している。請求人が特に指摘している件については、昨年

７月３０日に本市に進出している企業の埼玉工場を訪問した際に、羽田空港

から訪問先企業の最寄駅である上福岡駅までタクシーを利用し、利用料金は

１９，５５０円かかっている。これについては当初の予定では、７月２９日

からの行程で出張を計画していたが、２６日開催予定であった「のおがた夏

まつり（花火大会）」が荒天のため２９日に延期され、訪問先の予定も変更が

できなかったため、３０日の早朝４時位に出発することとなった。更に前日

夜遅くまで勤務したこともあり、市長の体調が思わしくなかったことから、

急遽電車での移動を変更し、随行した職員も含めた４人でタクシーを利用し

ている。また、同日に都内にて訪問先等への移動で利用している。 

 

市外でのタクシー利用実績 

番

号 
利用日 料金 乗車地 降車地 利用内容 利用者 

１ 

27. 7.15 

1,450 浜松町 赤坂見附 

7/15～16 

九州治水期成同盟連合会要望 

要望先の国土交通省、衆参議員会

館、財務省、自民党本部へ陳情・

要望 

 

市長他職員 1名 

２ 910 赤坂見附 国交省 

３ 730 国交省 赤坂見附 

４ 

27. 7.16 

730 赤坂見附 自民党本部 

５ 730 自民党本部 国交省 

６ 730 日比谷 財務省 

７ 1,040 財務省 浜松町 

８ 

27. 7.21 

1,020 
岐阜駅 

(ﾎﾃﾙ) 

みんなの森
ぎふﾒﾃﾞｨｱ 
ｺｽﾓｽ 

7/21 

ｽﾏｰﾄｳｴﾙﾈｽ首長研究会・交流会 

岐阜駅～みんなの森ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓ

ｽ(ｽﾏｰﾄｳｴﾙﾈｽ会場) 

7/22 

京都駅～古田織部美術館及び錦市

場商店街視察 

7/22 

西明石駅～明石市役所視察 

市長他職員 1名 

９ 960 
みんなの森
ぎふﾒﾃﾞｨｱ 
ｺｽﾓｽ 

岐阜駅 

(ﾎﾃﾙ) 

10 

27. 7.22 

3,800 京都駅 
古田織部 

美術館 

11 3,400 
古田織部 

美術館 
錦市場 

12 600 錦市場 京都駅 

13 3,080 西明石駅 明石市役所 
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14 

27. 7.30 

19,550 羽田空港 上福岡駅 

7/30 

ﾏｰﾚﾌｨﾙﾀｰｼｽﾃﾑｽﾞ埼玉工場、産業ﾀｲﾑ

ｽ、厚生労働省訪問 

市長他職員 3名 15 1,630 
上福岡駅 

川越市 

下赤坂 16 1,630 

17 1,450 秋葉原 岩本町 

職員 3名 18 2,080 岩本町 霞が関 

19 2,260 霞が関 ホテル 

20 1,720 ホテル 神田 
市長他職員 3名 

21 6,580 浅草 ホテル 

22 27. 8.6 1,450 浜松町 赤坂見附 8/7 

一般国道２００号建設促進期成会

及び筑豊横断道路建設促進期成会

要望 

国土交通省訪問 

市長他職員 1名 
23 

27. 8.7 

820 赤坂見附 国交省 

24 910 国交省 赤坂見附 

25 1,540 赤坂見附 浜松町 

26 

27. 9.11 

1,450 浜松町 ホテル 

9/11 

東京鞍陵会打合せ 

東京鞍陵会打合せ会場 

9/12 

株式会社 17 訪問及び東京鞍陵会

(東海大学校友会館)出席 

市長他職員 1名 

27 1,180 ホテル 銀座 

28 1,360 銀座 ホテル 

29 

27. 9.12 

2,890 ホテル 白金台 

30 2,170 白金台 有楽町 

31 820 有楽町 霞が関 

32 

27.10.19 

1,900 浜松町 赤坂見附 

10/19 

福岡県本社機能等立地促進セミナ

ー(大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ) 

10/20 

弁護士会館 

九州治水期成同盟連合会東京要望 

国土交通省訪問 

10/21～22 

遠賀川改修期成同盟会東京要望 

国土交通省、財務省訪問 

市長他職員 1名 

33 1,540 赤坂見附 大手町 

34 1,720 大手町 赤坂見附 

35 

27.10.20 

730 赤坂見附 霞が関 

36 1,000 四ツ谷 赤坂見附 

37 910 赤坂見附 国交省 

38 910 国交省 赤坂見附 

39 

27.10.21 

1,450 国交省 神田 

40 1,360 神田 財務省 

41 910 財務省 赤坂見附 

42 

27.10.22 

910 赤坂見附 国交省 

43 910 国交省 赤坂見附 

44 1,720 赤坂見附 浜松町 

45 27.11. 5 1,720 浜松町 赤坂見附 11/5～6 

一般国道２００号建設促進期成会

及び筑豊横断道路建設促進期成会

要望 

国土交通省、財務省訪問 

市長他職員 1名 
46 

27.11. 6 

730 赤坂見附 国交省 

47 820 国交省 赤坂見附 

48 1,450 赤坂見附 浜松町 

49 27. 2. 9 1,450 浜松町 赤坂見附 
2/10 

麻生太郎事務所訪問 
市長他職員 1名 
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50 

27. 2.10 

820 赤坂見附 永田町 
衆議院会館訪問 

2/10 

全国弁護士市長会情報交換会及び

懇親会 

川越駅～全国弁護士市長会会場 

(川越市役所) 

 

市長他職員 1名 

51 730 川越駅 川越市役所 

52 27. 2.11 1,180 赤坂見附 浜松町 

53 27. 3.29 1,810 浜松町 赤坂見附 

3/29～30 

衆議院議員会館、各省庁訪問 

衆議院議員会館、農林水産省訪問 

市長他職員 1名 
54 

27. 3.30 

910 赤坂見附 農水省 

55 730 農水省 永田町 

56 1,450 永田町 浜松町 

 

   ③ 旅費等の返還 

昨年６月１０日の東京出張、７月２１日の岐阜出張及び９月１３日の東京

出張で、通常は市長出張の場合は空港や駅までの交通手段は公用車であるに

も関わらず、誤ってＪＲと地下鉄で旅費を概算払いし、更に旅費の精算時に

も確認を怠ったことにより、発生した過払い金４，３８０円を本年６月１０

日に返還している。 

昨年７月３０日の羽田空港から上福岡駅までは、電車での運賃については、

直方市職員等の旅費に関する条例第１０条第２項の規定に基づき、その債権

額の確定後５日までに精算しなければならないが、昨年の精算時には不要と

なった電車賃についての戻入はなされていない。これについては、過払い金

４，３６０円を本年６月３０日に返還している。更に７月３０日に都内の移

動で利用したタクシー代について精査した結果２件８，３００円については、

不適切な支出であったとして、本年７月１４日に返還している。 

 

第５ 監査委員の判断 

 

 １ 市長通勤時に公用車で自宅外に送迎することの適否について 

請求人は、市長の通勤における市長専用公用車等の使用に関して、公務終了後

に自宅ではない市長の私的業務先の法律事務所まで送らせる行為は、一般的な通

勤ではない。この行為は公務ではないことから、公用車の運転に携わった市職員

らの時間給及び公用車の燃料代等を市長に対し、返還させることを求めている。

更に、市長が公務中に私的業務である弁護士業務を行っていたと疑われることか

ら、違法行為が認められた場合には、市長に対し、公務外での公用車の使用に掛

かった経費を返還させることを求めている。 

特別職公務員である市長は、地方公務員法に規定する給与、勤務時間その他の

勤務条件や服務等についての適用は除外されており、明確に法令等で市長の通勤

の規定は定められていない。 

そこで、市長の通勤で自宅以外の場所に送迎することで発生する費用が、地方

自治法第２４２条第１項に規定する「違法若しくは不当な公金の支出」に当たる
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かどうかである。「違法」とは文字どおり法令の規定に違背することをいい、「違

法な公金の支出」とは、法規に違背した支出のことをいう。また「不当」とは、

違法ではないが行政上適当でないことをいい「不当な公金の支出」とは支出その

ものが不適当な場合、すなわち、額の如何に関わらず支出そのものが不適当な場

合と、支出そのものは必ずしも不当ではないが、額が不適当な場合も含むとされ

ている。 

本件については、自宅外に送迎する行為そのものが違法若しくは不当であれば、

それに伴う公金の支出は違法若しくは不当にあたるものであるが、違法性につい

ては、前述のとおり法令や条例での規定はないことから「違法な公金の支出」で

ある根拠となるものが認められない。また不当であるかどうかについては、平成

１９年の東京都の住民訴訟で、当時の東京都知事が所有する別荘までの送迎に知

事専用車を使用した行為は、公用車の私的使用であることから、当該送迎に掛か

った費用を東京都に支払うよう求めた裁判では「自宅への送迎における知事専用

車の使用は、公的活動と私的活動との切替え時においても、機動性を確保し、危

機管理を徹底しようとするものであるから、その使用は合理性を有するといえる

ところ、自宅への送迎でなくとも、公的活動と私的活動との切替え時における合

理的な方法及び態様で知事専用車を使用することは、機動性の確保及び危機管理

の徹底の観点から、知事専用車が設けられた趣旨及び目的にかなうものであり、

適法というべきものである。」更に「知事が本件建物を私的な日常活動の拠点とし、

公的活動との切替えを行う場所とすることが不合理ということはできず、本件使

用が公的活動との切替え時における知事専用車の使用の方法及び態様として不合

理であるとまでいうことはできないから、本件使用は、…（中略）…「法律上の

原因」を有するものである。」（平成２０年２月８日東京地方裁判所判決「平成 

１９年（行ウ）第２７８号損害賠償（住民訴訟）請求事件」）と判示されている。 

本請求においては、法律事務所は、市長が弁護士として私的に活動する拠点で

あり、その位置は最短ではないが、市庁舎と自宅の経路上にあることから、公的

活動との切替えを行う場所とすることは不合理とはいえず、公的活動と私的活動

との切替え時における市長専用車の使用が、不当であるとはいえない。 

なお、関係部署に対して聞き取り及び提出資料による確認を行った結果、市内

外を問わず、市長が公務中に私的業務である弁護活動の為に公用車を使用した事

実は確認されなかった。 

 

２ タクシーの私的利用について 

請求人は、市長は、市内において公務外でタクシーを頻繁に利用している。タ

クシーの私的利用は私費で賄うべきものであり、特に、昨年６月２３日の利用に

ついては、夜間の利用で、会合があった上頓野の飲食店から市内の歓楽街までの

移動に３台を利用している。この会合は市長の私的会合であり、公費でタクシー

代を負担するのは、明らかな違法行為である。更に公務が存しない土曜日等に同
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人の法律事務所からの移動にタクシーを利用しており、これらは、公務外のタク

シーチケット私的利用であることから市長に対し、違法に支出させたタクシー利

用代金１１，１２０円の返還を求めている。 

また市長は、市外出張時に公務の移動手段としてタクシーを頻繁に利用してい

るが、昨年７月３０日の羽田空港から用務先への移動では１９，５５０円も掛か

っている。この出張については、タクシー利用に伴い旅費が返納された形跡もな

いことから、市長外随行者全員が、違法に旅費の二重取りを行っている。更に、

市長は、都内での移動にタクシーを頻繁に利用しているが、都内での移動は、電

車の方が明らかに早く用務先に到着することから、恣意的にタクシーを利用して

おり、これらの支出は不当であることから市長に対し、市外使用のタクシー利用

代金１８１，３４０円の返還を求めている。 

本市では、タクシーの利用に関する規定や基準等は定めておらず、タクシー利

用に関する基準はないが、市内でのタクシー利用の考え方は、公的会合等での送

迎は、原則公用車で行っているが、公務の終了時間があらかじめ遅くなることが

分かっている場合は、その都度チケットを渡し、帰りにタクシーを利用するとい

う考え方で運用しており、過去１年間では、６日で１０件の利用があった。これ

らは、すべて公務地への往復で利用され、私的に利用した事実は確認できず、請

求人が指摘する昨年６月２３日は、公務での会合の帰路に利用していることが認

められた。 

市外でのタクシー利用については、出張の移動時に公務で利用している。その

中で、請求人が指摘する昨年７月３０日については、本市に進出している企業の

埼玉工場を訪問した際に羽田空港から訪問先企業の最寄駅である上福岡駅までタ

クシーを利用している。羽田空港から上福岡駅までは公共交通機関で５０km以上

あり、通常の移動手段としてのタクシー利用は適切ではないが、前日が深夜まで

の勤務であったこと、急遽日程が変更となり早朝での出発であったことで市長の

体調が優れず、その後の公務に支障が出る恐れがあったため急遽タクシー利用に

切り換えており、真夏で前日からの勤務状況等諸般の事情を鑑みると、やむを得

ない対応であったものと推察される。また、その他の利用については、公務での

移動の際の利用であり、違法、不当な支出であるものとは認めらない。 

しかしながら、旅費精算時にタクシーを利用したことにより不要となった電車

賃を戻入せず、１年近くも経った本年６月３０日に返還しており、更に同日利用

の宿泊先からのタクシー利用についても、私的利用を誤って支出していたとして

同じく１年近くも経った本年７月１４日に返還している。こうした事務手続きは

市民に行政に対する不信感を抱かせるものである。 

 

５ 結論 

  関係部局の職員及び関係人の調査の結果から総合的に判断すると、公用車の使

用については、違法、不当であるものとは認められない。また、タクシーの利用
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や旅費の支出についても一部不適切な取り扱いがあったものの、既に返還してい

ることから、現時点で請求人らが主張するような違法若しくは不当な支出が存在

しているとは認められないことから、本請求については理由がないものと判断し、

請求を棄却する。 

 

６ 監査委員の意見 

監査の結果は、上記のとおりであるが、監査委員としての意見を次のとおり付

記する。 

本措置請求に関わる内で各出張時での旅費精算事務等において、本措置請求受

理前後に一部過誤払いが判明し、過年度で精算が行われている。こうしたことは

市民に疑念を抱かせることにもなりかねず遺憾である。今後このようなことが再

発しないように経理事務の厳正な執行に努められたい。 

なお、以下の項目を再確認し、見直しを検討されることを望むものである。 

 

 （１）直方市車両管理規則第４条に規定する公用車の運転日誌（様式第２号）につ

いては、時間・行程等が明確に分かるように記載するよう指導すること。 

 

 （２）直方市職員等の旅費に関する条例及び規則に基づき支給された旅費が、適切

に遂行されているか確認するよう、担当責任者に対し指導すること。 

    特に、市長等特別職については、出張時には行程表を作成し、スケジュール

管理を行い、旅費等の精算は齟齬のないよう適切な経理事務を行うこと。 

 

 （３）タクシーチケットの利用については、使用基準等を作成し、利用表（簿）等

を備え、チケットには利用者が記入するようになっている乗車人、経路、料金

欄には必ず記入する等、利用に関して適正な措置を講じること。 

    また、出張時、特に上京時のタクシー利用は、市長としての陳情、要望活動、

会議出席の時間的制約等から必要な手段であるが、公務と公務外の区分を明確

にして活用されること。 


