
 
 

 

 

 

海老名市監査委員告示第  ４ 号 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づき、平成１９年

１月１０日付で提出された海老名市職員措置請求について、同法第２４２条第４項の

規定により、その結果及び勧告の内容を別紙のとおり公表する。 

 

 

 平成１９年 ３月 ９日 

 

 

 

海老名市監査委員  三田 弘道    

 

海老名市監査委員  鈴木 輝男 

 



 

第１  請求の受付 

  １  請求人 

     （略） 

 

  ２  請求の受理 

本件措置請求は、所定の法定要件を具備しているものと認め、平成19年１月10日こ

れを受理した。 

 

  ３  請求の内容 

請求書に記載されている事項、請求人が提出した証拠書類及び請求人の陳述等か

ら、請求の内容を次のように解した。 

 

    （要 旨） 

     海老名市情報公開条例に基づき「平成17年度市長交際費支払調書（平成17年４月

１日から平成 18 年３月 31 日まで）」の行政文書公開により写しの交付を求めたところ、

別紙一覧表（表－1）の通り、総額 940,550 円の公費の違法支出により海老名市に損害

を与えた。 

  

① 海老名市長 内野  優 が行った支出は官官接待、市内の各種業界団体、市内自 

治会組織の各種会合への会費、お祝金、寸志等は海老名市長という機関名を使った

選挙の事前運動に他ならない。 

② 市職員への市長名での香料は職員親睦会への補助金が出ているので公費の二重 

払いである。 

③ 市内の各種団体で補助金の出ている団体への祝い金は公費の二重払いである。 

④ 直接行政にかかわりのある者以外への香料は、市民感覚や社会通念からしても異 

常であり県内他の自治体では皆無であり、明らかに海老名市長という機関名を使った

選挙の事前運動に他ならない。 

⑤ 公職選挙法第 199 条の２及び政治資金規正法第 22 条の３により政治家、政治団 

体、公職者の寄付行為は禁止され罰則まで設けて執行を担保している。 

⑥ 海老名市長 内野  優 が行った市長交際費の支出は前記の法律及び厳しい社 

会経済情勢下の市財政を考えると同時に、市民感覚や社会通念の趣旨に違反し不

当なもので海老名市に損害を与えた。 

 

海老名市長 内野  優 が行った支出により、海老名市が被った損害を補填する

ために返還を要求する等の必要な措置をとるよう要求する。 
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（表－1） 

市長交際費  平成17年4月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年4月1日  大谷地区農業関係者合同顔合わせ会 会費 5,000

4日  平成17年度新旧分団長懇親会 会費 11,000

5日  厚木航空基地内海上自衛隊「観桜会」 寸志 5,000

  えびな蓼科荘鍵引渡し及び閉館挨拶（立科町役場） 手土産 9,600

7日  えびな蓼科荘鍵引渡し及び閉館挨拶（立科町役場） 手土産 4,450

8日  海老名市測量設計業協会定期総会 会費 5,000

12日  職員実母逝去 香料 5,000

13日  平成17年度海老名市青空市出店者会懇親会 会費 5,000

15日  第33回海老名市危険物安全推進協議会通常総会 会費 10,000

16日  第22回「ろうきん桜まつり」 お祝 5,000

17日  平成17年度身体障害者伸生会総会 お祝 5,000

18日  職員実父逝去 香料 5,000

20日  さがみ農業協同組合10周年記念事業推進大会 お祝 10,000

21日  県央地域農業経営士会第9回総会 会費 5,000

24日  第76回県中央地域メーデー お祝 5,000

  平成17年度 手をつなぐ育成会懇親会 お祝 5,000

25日  第28回海老名市農業経営士会通常総会 会費 5,000

27日  大谷自治会懇親会 会費 5,000

  平成17年度 海老名市観光協会懇親会 会費 10,000

28日  海老名市自治会連絡協議会役員懇親会 会費 6,000

29日  現海老名市交通指導員 逝去 香料 5,000

  平成17年度海老名市肢体不自由児者父母の会総会 お祝 5,000

   136,050

市長交際費  平成17年5月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年5月8日  第29回海老名駅前商栄会・防犯協力の会定期総会 会費 10,000

  相州海老名東柏太鼓 25周年記念チャリティーコンサート お祝 5,000

9日  海老名市・東京電力との懇親会 会費 10,000

11日  被爆60年 核兵器廃絶2005年平和行進 寸志 5,000

  平成17年度海老名市まとい会懇親会 会費 10,000

12日  平成17年度海老名市建設業協会通常総会懇親会 会費 5,000

13日  海老名管工事業協同組合懇親会 会費 10,000

  大和法人会海老名地区会通常総会 会費 5,000

  平成17年度神奈川県消防協会高座支部総会 会費 5,000

  平成17年度中新田営農組合総会 会費 5,000

17日  神奈川県市町村職員年金者連盟海老名支部定例総会 会費 4,000
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  海老名市商店連合協同組合懇親会 会費 5,000

  第11回大和青色申告会通常総会 お祝 5,000

18日  海老名商工会議所 青年部懇親会 会費 7,000

20日  （社）大和法人会第13回通常総会 会費 10,000

  海老名市自治会連絡協議会懇親会 会費 6,000

25日  民生委員 実母逝去 香料 5,000

28日  平成17年度海老名市交通安全協会定期総会及び海老名市交通

指導員協議会定期総会 

会費 10,000

30日  海老名商工会議所 役員・議員懇親会 会費 10,000

   132,000

市長交際費  平成17年6月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年6月2日  ピースサイクル神奈川 2005 寸志 5,000

3日  第43回県民の警察官表彰式・神奈川県警察音楽隊コンサート お祝 10,000

5日  海老名市・座間市二市合同障害者運動会 寸志 5,000

7日  海老名市工業会懇親会 会費 5,000

9日  神奈川県飲食業生活衛生同業組合海老名支部第8回通常総代会

及び海老名市飲食店組合第34回定期総会 

お祝 5,000

10日  神奈川県獣医師会相模支部総会 お祝 5,000

12日  海老名市聴覚障害者協会設立30周年記念大会 会費 8,000

  部落解放同盟神奈川県連合会第32回県連合会定期大会 お祝 5,000

20日  第50回全国建具組合連合会神奈川大会 お祝 20,000

21日  海老名市叙勲者の会総会 会費 10,000

   78,000

市長交際費  平成17年7月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年7月2日  海老名市少年野球連盟30周年記念式典 お祝 10,000

5日  海老名市園芸協会苺部会総会・懇親会 会費 5,000

7日  海老名市菓子組合総会・懇親会 会費 5,000

10日  第20回湘南反核平和駅伝・2005年反核平和マラソン 寸志（代・企

画部長） 

5,000

15日  平成17年度海老名市大型店連絡協議会総会・懇親会 会費 5,000

   30,000

市長交際費  平成17年8月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年8月4日  全日本学生新体操選手権大会開会式 寸志 10,000

5日  海老名市自治会連絡協議会会長 見舞い お見舞い 3,000

7日  海老名青年会議所創立25周年記念式典 お祝 10,000
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12日  海老名市農業委員会懇親会 会費 10,000

23日  海老名市工業会交流事業 会費 5,000

31日  全国介護老人保健施設神奈川大会 お祝 30,000

   68,000

市長交際費  平成17年9月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年9月6日  平成17年度神奈川県珠算選手権大会（開催日10月9日） 市長賞 3,000

7日  小田原市助役 実父葬儀 香料 5,000

12日  第43回全国公募日書家展（授賞日10月5日） 市長賞 5,000

19日  瑞寶雙光章受章祝賀会 お祝 10,000

   23,000

市長交際費  平成17年10月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年10月3日  神奈川県相模川左岸土地改良区総代役員懇親会 会費 5,000

4日  平成17年度県央地区県・市町村連絡協議会助役会議 会費 3,000

8日  白石市・海老名市少年野球交流役員懇親会 会費 6,000

18日  第16回神奈川県反核・平和の火リレー 寸志 5,000

25日  平成17年度神奈川県都市助役会懇親会 会費 5,000

26日  南部自治会連絡協議会懇親会 会費 10,000

28日  社会福祉協議会会長 実父 葬儀 香料 5,000

29日  日本ボーイスカウト海老名第一団発団40周年記念式典 お祝 5,000

31日  民生・児童嘱託員 夫 葬儀 香料 5,000

   49,000

市長交際費  平成17年11月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年11月4日  第27回白石市農業祭に伴う登別市・海老名市物産展来白者歓迎

会 

会費 9,000

4日  姉妹都市白石市へ手土産 手土産 12,000

9日  相和私立幼稚園協会創立50周年記念式典 お祝 10,000

15日  平成17年度納税表彰式・祝賀会 会費 5,000

  市教育委員長 実母 葬儀 香料 5,000

22日  海老名市農業経営士会研修会 会費 5,000

26日  県央ソフトテニス協会創立50周年記念式典 会費 5,000

26日  海老名リトルシニアリーグ野球協会創立5周年記念祝賀会 会費 10,000

   61,000

市長交際費  平成17年12月分（2005年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2005年12月2日  社団法人大和法人会チャリティー・パーティー 会費 6,000

  市選挙管理委員会委員及び補充員との懇談会 会費 6,500
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4日  海老名市望地土地区画整理組合設立祝賀会 会費 6,000

5日  海老名市園芸協会温室部会忘年会 会費 5,000

7日  海老名市地域婦人団体連絡協議会忘年会 会費 5,000

  海老名市菓子組合忘年会 会費 5,000

8日  市政功労者 妻 葬儀 香料 5,000

10日  海老名市歯科医師会忘年会 会費 5,000

17日  上今泉連合自治会忘年会 会費 5,000

22日  第32回神奈川県民書道展 市長賞 5,000

  海老名市自治会連絡協議会役員懇親会 会費 6,000

   59,500

市長交際費  平成18年1月分（2006年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2006年1月6日  ＪＡさがみ賀詞交歓会 会費 10,000

10日  日本労働組合総連合神奈川県連合会2006年「新春の集い」 会費 8,000

11日  平成１８年海老名商工会議所 賀詞交換会 市長、助役2名 会費 20,000

12日  社団法人 大和青色申告会 新年賀詞交歓会 会費 5,000

13日  三ツ和総合建設業協同組合 2006年旗開き お祝 10,000

15日  海老名市甘利 明の会 新春賀詞交換会 会費 3,000

16日  社団法人 海老名青年会議所 新年賀詞交歓会 会費 10,000

17日  海老名市園芸協会トマト部会 新年会 会費 5,000

  海老名警察署の警察官を励ます会 会費 3,000

  神奈川県宅地建物取引業協会県央東支部賀詞交歓会 会費 10,000

18日  社団法人 大和法人会 新年賀詞交歓会 会費 5,000

19日  海老名市工業会 賀詞交歓会 会費 5,000

  県中央地域連合 ｢新春の集い｣ 会費 3,000

  海老名市農業委員会 新春賀詞交歓会 会費 10,000

20日  海老名市遺族会 賀詞交歓会 会費 5,000

  海老名地区保護司会、更生保護女性会合同賀詞交歓会 会費 5,000

  本郷自治会 賀詞交歓会 会費 5,000

21日  神奈川県行政書士会海老名・座間支部 新年の集い 会費 5,000

  中野生産組合 新年会 会費 5,000

22日  柏ヶ谷自治会連合会 「新年賀詞交歓会」 会費 5,000

  海老名市建築職組合 第２７回定期総会 会費 10,000

23日  海老名市文化団体連合会 新年会 会費 5,000

  海老名市さつき会 市政懇談会 会費 3,000

25日  海老名市まとい会 新年賀詞交歓会 会費 10,000

26日  高座支部消防出初式 反省会 助役 会費 5,000

28日  民生・児童嘱託員 妻 葬儀 香料 5,000

  海老名市ソフトボール協会 新年会 会費 6,000
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  海老名市少年野球連盟 納会 会費 6,000

29日  海老名市民謡協会 新年会 会費 5,000

                   192,000

市長交際費  平成18年2月分（2006年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2006年2月2日  厚木地区食品衛生協会 55周年記念式典及び賀詞交歓会 助役 会費 10,000

5日  さつき町ゆめクラブ 新年会 会費 1,000

8日  海老名市自動車整備商工組合との懇談会 会費 10,000

12日  新日本舞踊 千翔流 新春おさらい会 お祝 5,000

  神奈川県西北地区特定郵便局長会 総会 会費 5,000

15日 会費 10,000

 

 神奈川県飲食業生活衛生同業組合海老名支部 ・ 

海老名市飲食店組合 合同賀詞交換会  

17日  県央エビナ設計協同組合 10周年記念式典 会費 10,000

18日  前 市立学校医 葬儀 香料 5,000

26日  文部科学大臣表彰受賞祝賀会 会費 10,000

27日  海老名市自治会連絡協議会 役員懇親会 会費 6,000

    72,000

市長交際費  平成18年3月分（2006年）  

  年月日                相手先 内容 金額 

2006年3月7日  前 市立学校医 葬儀 香料 5,000

22日  神奈川県相模川左岸土地改良区海老名地区総代役員懇談会 会費 5,000

  ＪＡさがみ海老名市青壮年部 懇談会 会費 5,000

26日  神奈川県地域人権運動連合会第３２回定期大会 福祉総務課長 お祝 5,000

  東柏ヶ谷一丁目自治会 定期代議員懇談会 会費 5,000

27日  株式会社 海老名公共サービス 役員懇談会 会費 5,000

29日  海老名商工会議所議員との懇談会 会費 5,000

     35,000

 
（措置請求書での誤記等とみられるものについては修正のうえ記載した。） 
 
第２  監査の実施 

１  監査対象事項 

請求書の内容及び請求人の陳述、証拠書類から判断して、海老名市長交際費の支

出が社会通念上の範囲を逸脱し、地方財政法第４条第１項の規定に違反した不当な支

出であるか。また、公職選挙法第 199 条の２及び政治資金規正法第 22 条の３に違反し、

不当な寄附に該当し、市に損害を与えたかどうかを監査の対象とした。 

 
平成17 年４月１日から平成18 年１月10 日までにかかる交際費の支出については、 

本件監査請求当時、監査請求期間（１年）が経過していたことは明らかであり、住民監

 6 
6



査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行われるものであるところ、行

為についての監査請求は「当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したと

きは、正当な理由がある場合を除きこれをすることができない。」と規定している。 最高

裁は、１年の期間制限はそれぞれの行為のあった日から各別に計算されると判断して

いる。（最高裁平成 14 年７月 16 日第三小法廷判決）           

正当な理由については、最高裁に判例（最高裁昭和 63 年４月 22 日第二小法廷判

決）があり、｢正当な理由｣の有無は、特段の事情のない限り、住民が相当の注意力をも

って、調査した時に客観的にみて当該行為を知ることができたかどうかによって判断す

べきであるとし、今回の請求の監査請求期間の徒過については、海老名市情報公開条

例に基づく行政文書公開請求が可能であったことにより、法第242条第2項ただし書所

定の｢正当な理由｣が存したとはいえず、監査の対象外とした。 

したがって、監査の対象は、表－2 のとおりとした。 
 

      （表－2） 

整理番号 支払年月日  摘    要 支出額(円)

1 平成18年 1月11日 平成１８年海老名商工会議所 賀詞交換会会費 20,000 

2 平成18年 1月12日 社団法人 大和青色申告会 新年賀詞交歓会会費 5,000 

3 平成18年 1月13日 三ツ和総合建設業協同組合 2006年旗開きお祝 10,000 

4 平成18年 1月15日 海老名市甘利 明の会 新春賀詞交換会会費 3,000 

5 平成18年 1月16日 社団法人 海老名青年会議所 新年賀詞交歓会会費 10,000 

6 平成18年 1月17日 海老名市園芸協会トマト部会 新年会会費 5,000 

7 〃  海老名警察署の警察官を励ます会会費 3,000 

 
8 〃 

 

神奈川県宅地建物取引業協会県央東支部賀詞交歓会 

会費 
10,000

9 平成18年 1月18日 社団法人 大和法人会 新年賀詞交歓会会費 5,000 

10 平成18年 1月19日 海老名市工業会 賀詞交歓会会費 5,000 

11 〃  県中央地域連合 ｢新春の集い｣会費 3,000 

12 〃  海老名市農業委員会 新春賀詞交歓会会費 10,000 

13 平成18年 1月20日 海老名市遺族会 賀詞交歓会会費 5,000 

 
14 〃 

 

海老名地区保護司会、更生保護女性会合同賀詞交歓会

会費 
5,000

15 〃  本郷自治会 賀詞交歓会会費 5,000 

16 平成18年 1月21日 神奈川県行政書士会海老名・座間支部新年の集い会費 5,000

17 〃  中野生産組合 新年会会費 5,000 

18 平成18年 1月22日 柏ヶ谷自治会連合会 「新年賀詞交歓会」会費 5,000 

19 〃  海老名市建築職組合 第２７回定期総会会費 10,000 

20 平成18年 1月23日 海老名市文化団体連合会 新年会会費 5,000 

21 〃  海老名市さつき会 市政懇談会会費 3,000 

22 平成18年 1月25日 海老名市まとい会 新年賀詞交歓会会費 10,000 
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23 平成18年 1月26日 高座支部消防出初式 反省会会費 5,000 

24 平成18年 1月28日 民生・児童嘱託員の妻 葬儀香料 5,000 

25 〃  海老名市ソフトボール協会 新年会会費 6,000 

26 〃  海老名市少年野球連盟 納会会費 6,000 

27 平成18年 1月29日 海老名市民踊協会 新年会会費 5,000 

28 平成18年 2月 2日 
厚木地区食品衛生協会 55周年記念式典及び賀詞交歓

会会費 
10,000

29 平成18年 2月 5日 さつき町ゆめクラブ 新年会会費 1,000 

30 平成18年 2月 8日 海老名市自動車整備商工組合との懇談会会費 10,000 

31 平成18年 2月12日 新日本舞踊 千翔流 新春おさらい会お祝い 5,000 

32 〃  神奈川県西北地区特定郵便局長会 総会会費 5,000 

33 平成18年 2月15日 
神奈川県飲食業生活衛生同業組合海老名支部 ・海老

名市飲食店組合 合同賀詞交換会会費 
10,000

34 平成18年 2月17日 県央エビナ設計協同組合 10周年記念式典会費 10,000 

35 平成18年 2月18日 前 市立小学校学校医 葬儀香料 5,000 

36 平成18年 2月26日 文部科学大臣表彰受賞祝賀会会費 10,000 

37 平成18年 2月27日 海老名市自治会連絡協議会 役員懇親会会費 6,000 

38 平成18年 3月 7日 前 市立中学校歯科医 葬儀香料 5,000 

39 平成18年 3月22日 
神奈川県相模川左岸土地改良区海老名地区総代役員 

懇親会会費 
5,000

40 〃  ＪＡさがみ海老名市青壮年部 懇親会会費 5,000 

41 平成18年 3月26日 神奈川県地域人権運動連合会第３２回定期大会お祝 5,000 

42 〃  東柏ヶ谷一丁目自治会 定期代議員懇親会会費 5,000 

43 平成18年 3月27日 株式会社 海老名公共サービス 役員懇親会会費 5,000 

44 平成18年 3月29日 海老名商工会議所議員との懇談会会費 5,000 

 
２  監査対象部局等 

市長室 

 

３  請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して法第 242 条第６項の規定に基づき、平成 19 年２月５日に証拠の提

出及び陳述の機会を与えた。 

 

４  請求人の証拠書類 

交際費支払調書 

 

５  関係人の事情聴取 

法第199条第８項の規定に基づき、平成19年２月15日に、次の者から事情を聴取し

た。 
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 市長室長 

 秘書担当主査 

 

第３  監査の結果 

１  事実関係の確認 

関係書類及び関係人（市長室職員）に対する調査の結果、次の事実関係を確認し

た。 

(1) 支出金額について 

措置請求書では交際費支出総額940,550 円と記載されているが、交際費支払調書

を精査したところ、935,550 円であることを確認した。 

監査対象期間内交際費支出件数44 件については、表－２に記載されているとおり

支出されており、市長本人あるいは代理人により届けられている。 

(2) 支出手続き 

市長交際費の支出手続きは、法第 232 条の３及び海老名市予算決算会計規則（以

下「市会計規則」という。）第 64 条の規定に基づき支出負担行為を行い、法施行令第

161 条第１項及び市会計規則第 94 条第１項の規定に基づき、資金前渡の方法で現

金を受け取り、支出している。 

具体的には、一月毎に市長交際費として必要と思われる額の支出負担行為を海老

名市事務決裁規程別表第１で定める主管部長が専決し、資金前渡の方法で同額の

支出命令を同表で定める市長室長が専決し、同室長が現金を受け取っている。そし

て、同室長は、交際費支出基準により事案別に支出の適否、金額等を決定しているこ

とを確認した。 

 

２  監査委員の判断 

交際費は、法第 232 条第１項の「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の

事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通

地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする」という規定に基づき支出す

る経費であり、法施行規則第 15 条第２項別記で定める予算科目の節に当たる「交際

費」から支出する経費である。 

その概念は、行政実例や判例等から、地方公共団体の長又はその他の執行機関

が、行政執行上、あるいは当該団体の利益のために、当該団体を代表して外部との

交渉上支出する経費であると解されている。 

支出については、地方公共団体の長等に一定の裁量があると解されているが、法

第232条の２で「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附

又は補助をすることができる」とし、法第２条第 14 項では「地方公共団体は、その事務

を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにしなければならない」とし、また、地方財政法第４条第１項において

は「地方公共団体の経費は、その目的を達成する為の必要且つ最少の限度をこえて、

これを支出してはならない」と規定されているところである。 

これらのことを判断基準として、本件請求にある市長交際費から金員を支出したこと

は、違法若しくは不当に当たるのかを総合的に判断した。 
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   以下、「請求の要旨」に記載した事案別にその判断理由を述べる。 

なお、個々の結論に至る理由は、別紙のとおりである。 

 

(1) 「賀詞交換（歓）会」等について 

      市政を運営する上で協力につながる有益な活動を行っている団体と友好、信頼

関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交換のために機関の長が出席

し、交際費を支弁することは、地方公共団体の事務に随伴するものとして許容される

べきものである。 
賀詞交換（歓）会、新年会、新春の集い、懇談会等の行事は、市の課題事項や市

政に関わる情報交換の場として有益であり、市長個人の私的交際の場である特段の

事情も見当たらないと思料される。 
また、住民の福祉の増進を図ることを目的とする地方公共団体は、特定の団体と

は、本来、一定の距離を置くことが必要である。とりわけ金銭面では献金等の金員の

支出をすることが許されないのはいうまでもない。 
ただし、交際費の支出については、実費相当の参加費又は少額の金員を持参し

て、公益的な必要性のある団体の行事に参加することは、これまでの社会通念とし

てみると、違法視されないと解される。 
なお、三ツ和総合建設業協同組合2006 年旗開きへの支出については、公務との

関連性、支出の理由・額等、支出に係る諸事情を総合的に考慮すると、本件行事は、

市政との関連性が希薄であり、また、当組合について市政への協力をするといった

面で、明確な証拠はない。 
したがって本件市長交際費の支出が社会通念上の範囲を逸脱し、裁量権の濫用

が認められ、不当な公金の支出に該当し、市に損害を与えたものと思料する。 
(2) 香料について 

市の非常勤特別職である民生・児童嘱託員として、市の福祉行政に貢献するなど

市政に協力している方の家族、また、学校医として地域医療に貢献するなど市政に

協力していた方の弔事に際し、儀礼を尽くすため市長が葬儀に参列した上で献納し

たものである。その金額（各 5 千円）からして社会通念上儀礼の範囲を逸脱したもの

とはいいがたい。 

(3) 公費の二重払いについて 

補助金は法第 232 条の２で「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合に

おいては、寄附又は補助をすることができる」と定められており、それぞれの使途が

特定されているものである。一方交際費は、普通地方公共団体の長等がその事務を

処理し、対外的折衝等を行う過程において、当該事務に随伴する社会通念上相当と

認められる範囲にとどまる程度の寄附、接遇等を行うために支出するものである。両

者は支出の目的が異なるものであり、公費の二重払いには当たらない。 

（4） 公職選挙法等について 

公職選挙法の問題であるが、同法第 199 条の２は、「公職の候補者又は公職の候

補者となろうとする者（公職にある者を含む。）は、当該選挙区内にある者に対し、い

かなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」と規定し、個人が同じ選挙

区内にある者に対しての寄附を禁止したものである。 
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本請求の対象としている市長交際費は、市の予算措置に基づき市を代表して市長

という機関の名で行われており、個人が支出した寄附でないため、同条項の寄附に

は該当しない。 

政治資金規正法第22条の３については、一般的に、地方公共団体が「法人又は団

体」に含まれるかどうかについては、各法律及び各条文の趣旨に沿って判断すること

となるが、地方公共団体は、法第 232 条の２で「普通地方公共団体は、その公益上必

要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」こととなっていること、ま

た、地域住民の福祉の増進を目的として行われる地方公共団体の経費の支出につ

いては、規定に従った手続きにより行われるものであることを考えあわせれば、政治

資金規正法においてその行為の適否を判断することは適当でなく、公職選挙法第

199 条の３においても「会社その他の法人又は団体」には、地方公共団体は含まれな

いものと解されている。したがって、同条項の寄附には該当しない。 

上記のことに関し、市長自身の次期選挙等の個人的な関心に基づき出席したと主

張しているが、そのような事実を行った証拠はない。 
市政執行上密接な関係にあり、市政の円滑な運営という公益上の目的から支出し

たものであり、日頃の市政への理解と協力に対する感謝の意を込めてなされた本行

為は、これまでの一般的な社会認識からして社会通念上妥当な範囲内のものと認め

るのが相当であり、請求人の指摘する公職選挙法第 199 条の２及び政治資金規正法

第 22 条の３の規定には該当しないものと判断する。 

 

３  結  論 

本件措置請求については、監査委員の合議により次のように決定した。 

上記２(1)（一部を除く）、（2）、（3）、（4）については、請求には理由がなく、措置の必

要性はないものと判断する。 

上記２（1）の一部については、請求人の主張に理由があるものと認め、次のとおり

勧告を行うものとする。 

 

勧  告 

 三ツ和総合建設業協同組合への支出10,000 円については、法第242 条第４項の規

定に基づき、市長に対し、当該金額について返還に必要な措置を平成 19 年４月 30

日までに講じることを勧告する。 

 

付  言 

    本市では交際費支出基準が明文化され支出の適正化が図られてきたところであるが、

交際費の支出の中には、支出時点では社会通念上相当な範囲を逸脱していないとさ

れたものであっても、今後においては同じように判断されるかは明確ではないといわな

ければならない。 

    よって交際費の支出の適法性の有無、適切な支出のあり方について、さらに慎重に

検討することが望まれる。 
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市長交際費別紙 

 

整理

番号 
支払年月日 支出額(円) 事業名及び結論に至る理由 

 

１ 平成 18 年 

１月 11 日 

20,000 

（２名分）

平成 18 年海老名商工会議所 賀詞交換会 

海老名商工会議所は、市内の商工業事業者で構成され

ており、商工業の振興と地域の発展のために活動してい

る経済団体であり、市の商工行政に不可欠な団体である。

商工行政への同会議所の関与は市の関連事業の委託を

はじめ、同会議所役員の市各種委員会等への参加、えび

なふるさとまつり、産業まつりへの参加など多岐にわた

る。 

本賀詞交換会へは市長をはじめ、地元国会議員、県議

会議員、各種団体役員等が出席しており、今回市長・助

役に対して招待があったため、市の商工行政に貢献し有

益な活動を行っている団体と友好、信頼関係の維持増進

を図るとともに、出席者との意見・情報交換のために２

人が出席したものである。    

本件行事は、市長個人と主催団体との私的交際の場で

あるとみられるなどの特段の事情はなく、市長及び助役

が招待を受けて、儀礼を尽くす趣旨で、会費２万円（２

名分）を支出することも、社会通念上相当と認められる

範囲を逸脱するとはいえない。 

２ １月 12 日 5,000 社団法人 大和青色申告会 新年賀詞交歓会 

 当会は、大和税務署管内の青色申告者によって組織さ

れ、国税局より公益法人として設立許可を受けた納税者

団体である。記帳・申告の相談・指導のほか、公平で合

理的な税制の確立をめざして活動している団体である。

市産業まつりでは、大和税務署管内税務協力団体の一員

として無料相談を実施するなどの活動も展開している。

本件行事は、会員の賀詞交歓会であり、会員のほか大

和税務署長、関係市長も来賓として出席しており、今回

市長に対して招待があったため、市政を運営する上で納

税協力につながる有益な活動を行っている団体と友好、

信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情

報交換のために出席したものである。市長個人と主催団

体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情

はなく、本件行事に儀礼を尽くす趣旨で、会費 5 千円を

支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸

脱するとはいえない。 
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３ １月 13 日 10,000 三ツ和総合建設業協同組合 2006 年旗開き 

当組合は、中小建設業者で組織され共同受注を行って

互いに協力し、経営の近代化・合理化と経済的地位の改

善向上を図るための組合であり、国の官公需適格組合制

度に基づく官公需適格組合としての証明を受けている。

本件行事は、主催団体の 2006 年旗開きとして開催され

たものであり、市職員が出席したものである。 

しかし、当組合の市政に対する具体的協力という面は

見当たらず、市政との関連性が希薄と推認される。 

よって、祝い金としての本件支出は、社会通念上相当

と認められる範囲を逸脱するといわざるを得ない。 

４ １月 15 日 3,000 海老名市甘利 明の会 新春賀詞交換会 

甘利 明衆議院議員は、日頃から市政の発展のため、

国政の各分野において寄与、貢献しており、特にさがみ

縦貫道路建設のほか海老名駅自由通路の国庫補助にかか

る市と国とのパイプ役となっている地元国会議員に対し

て、市長として謝意を述べ、一層の協力を要請する上で

交際費の支出は、社会通念上の範囲を逸脱したものとは

いいがたい。 

今後のことも含め総合的に判断すると、地元国会議員

と一定の関係を保っておくことは、市政運営において有

益な面があることは否定できない。 

本件行事は、後援会会員のほか、商工会議所、農協及

び主要企業の幹部、近隣市の市長、市議等が出席してお

り、今回市長に対して招待があったため、出席したもの

である。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費３千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

５ １月 16 日 10,000 社団法人 海老名青年会議所 新年賀詞交歓会 

社団法人海老名青年会議所は海老名市のよりよいまち

づくりを目指し活動している若い個人事業者等を中心に

構成されている団体であり、市の各種審議会委員や各種

イベント等にも参加するなど積極的に市政に参画してい

る。また、社会福祉事業への寄附をするなど、海老名市

と関わりがあるといえる。 

本件行事へは、市政を運営する上で有益な活動を行っ

ている団体と友好、信頼関係の維持増進を図りながら、

出席者との意見・情報交換のために出席したものである。
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市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

６ １月 17 日 5,000 海老名市園芸協会トマト部会 新年会 

当部会は、海老名市園芸協会の中の部会の一つであり、

都市近郊農業として、立地条件を生かした地場農産物の

地場消費を拡大し農業経営者の生産意欲の向上及び地場

農産物の市民への安定的供給を図っている。 

また、産業まつり、緑化まつりへの参加や福祉、児童

施設等へのトマトの寄贈を行うなど市政に関与してい

る。 

本件行事は、主催団体の新年会として「ザ･ウイングス」

で開催されたものであり、市長はじめ、園芸協会会長、

ＪＡさがみ海老名地区運営委員長等も来賓として出席し

ており、今回市長に対して招待があったため、出席した

ものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

７ 〃 3,000 海老名警察署の警察官を励ます会 

本件行事は、海老名警察署管内の警察支援者で事業を

展開していく上で、海老名商工会議所、交通安全協会な

ど所轄警察と関わりある者で組織されている海老名地区

警察官友の会が主催したものである。 

 当会は、市内の法人・個人合わせて約 50 社・人で構成

され、市の治安・安全を図りながら市内商工業の発展に

寄与している。 

 市長をはじめ、県議会議員のほか各種団体役員等も出

席しており、今回市長に対して招待があったため、平成

17 年度は「防災・防犯・交通安全の年」と位置づけられ

ており、市内の治安維持等に日夜活躍している海老名警

察署員に対し感謝と激励の意を表し、また市政を運営す

る上での友好、信頼関係の維持増進を図るほか、出席者

との意見・情報交換のために出席したものである。 

 市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費３千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 
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８ 〃 10,000 神奈川県宅地建物取引業協会県央東支部賀詞交歓会 

当支部は、海老名市のほか綾瀬市、大和市の不動産業

者で組織された団体である。会員数は約 380 社で、不動

産の無料相談を、海老名・綾瀬・大和の市役所にて行う

などの活動も行っているほか、えびなふるさとまつり、

産業まつりに参加し、花の種を配布しＰＲを実施するな

どの活動も行っている。 

また、海老名市みどり基金への寄附をするなど、海老

名市と関わりがあるといえる。 

今回、市政を運営する上での友好、信頼関係の維持増

進を図るほか、出席者との意見・情報交換のために出席

したものである。 

本件行事は、市長個人と主催団体との私的交際の場で

あるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を

尽くす趣旨で、会費１万円を支出することも、社会通念

上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 

９ １月 18 日 5,000 社団法人 大和法人会 新年賀詞交歓会 

本会は、海老名市のほか座間市、綾瀬市、大和市の事

業者で組織された団体で会員数は約 4,800 社で、適正な

納税申告の普及協力や研修会、福利厚生事業など企業の

繁栄と社会への貢献をめざし活動している団体であり、

例年 12 月にはチャリティーパーティーが開催され、各市

が輪番で寄附を受領している。（海老名市は平成 16 年に

受領）。また、市産業まつりにおいては、大和税務署管内

税務協力団体の一員として無料税務相談を実施するなど

の活動も展開している。 

本件行事は、会員のほか関係市長が来賓として出席し

ており、今回市長に対して招待があったため、市政を運

営する上で有益な活動を行っている団体と友好、信頼関

係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交換

のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

10 １月 19 日 5,000 海老名市工業会 賀詞交歓会 

当会は、市内に事務所等を有する事業者で構成されて

おり、海老名商工会議所が事務局となっており、市内工

業の発展をめざし、市内工業の情報発信活動も積極的に

実施している団体である。 
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また、海老名市が開催しているえびなふるさとまつり

に協賛するなど海老名市との関わりがあるといえる。 

本件行事は、会員のほか市長をはじめ、市議会議長、

県議会議員、地元国会議員等も来賓として出席しており、

今回市長に対して招待があったため、市の産業振興に寄

与するなどの有益な活動を行っている団体と友好、信頼

関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交

換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

11 〃 3,000 県中央地域連合 新春の集い 

神奈川県中央地域連合は、連合神奈川の地域組織とし

て海老名、座間、綾瀬、大和市の事業所の労働組合で組

織され、地域労働者の労働条件の改善、生活環境などの

市民生活の向上、環境保護を目指すとともに、文化、ス

ポーツ活動を通じての相互理解を図り、地域社会の発展

に寄与している。 

本件行事は、関係市長をはじめ、関係労働組合役員等

が出席しており、今回市長に対して招待があったため、

労働者のための労働条件の維持・改善、権利の保持等の

ため活動するなど有益な活動を行っている団体と友好、

信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情

報交換のために出席しているものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費３千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

12 〃 10,000 海老名市農業委員会 新春賀詞交歓会 

農業委員会は農業生産力の発展及び農業経営の合理化

を図り、農民の地位の向上に寄与するため、法で設置を

定められているもので市の農政に不可欠の組織である。

本件行事は、農業委員の発意によって開催されたもの

であり、今回市長、議長に対して招待があったため、市

農業の継続的な発展に尽力している委員らと友好、信頼

関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交

換を行うために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、
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会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

13 １月 20 日 5,000 海老名市遺族会 賀詞交歓会 

当会は、遺族の福祉を増進することを目的としており

会員数は、336 名であり市戦没者追悼式に協賛している。

本件行事は、毎年開催されており、現在の日本の発展

の礎となった戦没者に対し敬意を表しながら、遺族会会

員らと友好、信頼関係の維持増進を図り、出席者との意

見・情報交換を行うため出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

14 〃 5,000 海老名地区保護司会、更生保護女性会合同賀詞交歓会 

保護司は保護司法によると社会奉仕の精神をもって、

犯罪をした者の更生を助けるとともに、犯罪の予防のた

め世論の啓発につとめ、地域社会の浄化と個人及び公共

の福祉に寄与することを、その使命としている。 

更生保護女性会は女性としての立場から、地域社会の

犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、

青少年の健全な育成を助け、犯罪者・非行少年の更生に

協力することを目的とする女性のボランティア団体であ

る。 

保護司は、地方青少年問題協議会法に基づく海老名市

青少年問題協議会の構成員として市行政に関与してい

る。 

本件行事は、市長をはじめ、市議会議長、県議会議員

等も出席しており、今回市長に対して招待があったため、

市政を運営する上で各種更生保護活動を展開している団

体に対し謝意を込め、出席者との友好、信頼関係の維持

増進、意見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

15 〃 5,000 本郷自治会 賀詞交歓会 

自治会は市と地域住民組織の中心となるものであり、

地域コミュニティーの基礎である。単位自治会の賀詞交

歓会に出席したのは、高座清掃施設組合の施設があるこ

とによる特殊性もあり、単位自治会レベルでの諸問題や
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課題、要望等を直接聞くためでもある。 

本件行事は、「本郷老人福祉センター・本郷荘」で開催

されたものであり、市長はじめ、自治会役員、会員、本

郷地区各種団体役員等も出席している。今回市長に対し

て招待があったため、あらゆる地域活動を通じて市政運

営に有益な活動を行っている団体と友好、信頼関係の維

持増進を図りながら、出席者との意見・情報交換のため

に出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

16 １月 21 日 5,000 神奈川県行政書士会海老名・座間支部新年の集い 

神奈川県行政書士会海老名・座間支部は、神奈川県行

政書士会の地域組織として海老名、座間市の行政書士で

組織されている。 

本会ではその専門的なノウハウを通じて、市の広聴相

談課で実施している月１回の市民向け相談会にも無報酬

で協力している。 

本件行事へは、相談業務等を通じて市民の権利を守る

などのほか有益な活動を行っている団体の会員と友好、

信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情

報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

17 〃 5,000 中野生産組合 新年会 

当組合は、生産組織の活動を強化して、組合員と組合

との結合強化につとめ、もって組合員の生産並びに生活

の向上と併せて農業の円滑なる推進を図っている。 

また、中野地区内の農業用水路等維持管理や中野多目

的広場の草刈等を実施し、地域社会に寄与している。 

本件行事へは、さがみ縦貫道路建設の対象地区でもあ

ること、中野地区に農業複合施設建設の計画があるなど

他の地域とは異なる特殊性があり、単位生産組合レベル

での諸問題、要望等を直接聞くためと市の基盤産業の一

つである農業の団体構成員との友好、信頼関係の維持増

進を図りながら、出席者との意見・情報交換のために出

席したものである。 
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市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

18 １月 22 日 5,000 柏ヶ谷自治会連合会 新年賀詞交歓会 

当会は、地域内の各自治会で構成されており、市との

協働による地域づくりに寄与している。 

本件行事は、主催団体の新年会として「柏ヶ谷コミュ

ニティセンター」で開催されたものであり、市長をはじ

め、地元市議、地元県議、自治会役員、会員、柏ヶ谷地

区各種団体役員等も出席している。 

この地域においては、交番設置要望などの地域独自の

特殊性があり、あらゆる地域活動を通じて市政運営に有

益な活動を行っている団体と友好、信頼関係の維持増進

を図りながら、出席者との意見・情報交換のために出席

したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

19 〃 10,000 海老名市建築職組合 第 27 回定期総会 

海老名市建築職組合は、神奈川県建設労働組合連合会

に加盟している組織であり、市内の建築職人を中心に構

成される組合で、組合員の権利維持・向上、福利厚生な

どのほか市内商工業の発展・振興のため市産業まつりに

も参加し、良質安価な木工品の販売などの活動も行って

いる団体である。 

本件行事へは、市内建築職人の安定した就労環境を維

持することなどを通じて、商工業の発展に寄与している

団体と友好、信頼関係の維持増進を図りながら、出席者

との意見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

20 １月 23 日 5,000 海老名市文化団体連合会 新年会 

 当団体は、海老名市の文化団体相互の連絡調整及び市

民文化の高揚と発展を図るとともに、自主的な創作発表、

鑑賞活動を推進し、芸術文化の振興に寄与している。 

本件行事へは、市の文化事業の中心として活躍し、市
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の文化の発展に貢献している団体との友好、信頼関係の

維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交換のた

めに出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

21 〃 3,000 海老名市さつき会 市政懇談会 

 当会は、現職議員、市長等とその経験者で組織する会

で市政についての意見の交換等を行い、市政の発展に資

することを目的とする団体であり、本件行事へは、同会

に出席した現職の市議、県議を含む市政に功労のある

方々へ次年度予算概要等を含めた市政報告をしながら出

席者との友好、信頼関係の維持増進を図り、市政に関連

する意見・情報交換のために出席したものである。 

 市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費３千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

22 １月 25 日 10,000 海老名市まとい会 新年賀詞交歓会 

当会は、海老名市消防団正副団長、消防長の現職及び

ＯＢで構成された団体であり、市の消防行政に功績のあ

る方々の団体であり、消防団に対して助言、指導を行っ

ている。 

本件行事へは、会員のほか市長をはじめ、市議会議長、

地元県議会議員、地元国会議員等も来賓として出席して

おり、市の消防行政を運営する上で有益な活動を行って

いる団体との友好、信頼関係の維持増進を図りながら、

出席者との意見・情報交換のために出席したものである。

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

23 １月 26 日 5,000 高座支部消防出初式 反省会 

当高座支部は、海老名市、座間市、綾瀬市の消防団長、

消防長等で構成された団体である。上部組織である神奈

川県消防協会は、消防団員に対する表彰や消防団員募集

ポスターの作成、福利厚生施設であるまとい荘の運営な

ど、消防団に対してあらゆる支援活動を展開しており、

高座支部はその地域組織である。 
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本件行事は、各市で行われた出初式の反省会として、

３市合同で開催されたものであり、市の消防行政を運営

する上で有益な活動を行っている団体との友好、信頼関

係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交換

のために、関係市長が来賓として出席しており、今回市

長に対して招待があったが、助役が代理出席したもので

ある。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

24 １月 28 日 5,000 民生・児童嘱託員 Ａ氏の妻 葬儀 

 Ａ氏は、市の非常勤特別職である民生・児童嘱託員と

して、市の福祉行政に貢献をしており、積極的に職務を

遂行している。 

 香料は、市政に協力のある方の家族の弔事に際し、儀

礼を尽くすため市長が葬儀に参列した上で献納したもの

である。 

 香料は、海老名市交際費支出基準により定額で支出さ

れており、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとはい

いがたい。 

25 〃 6,000 海老名市ソフトボール協会 新年会 

当協会は、チーム登録数 29 チーム、会員登録数 580

名で構成されており、海老名市体育協会に所属し、シニ

アソフトボール大会、スポーツ・レクリエーションフェ

スティバル等の市行事に協賛している。 

本件行事へは、会員のほか市長をはじめ、地元県議会

議員等も来賓として出席しており、市のスポーツ振興に

貢献する団体との友好、信頼関係の維持増進を図りなが

ら、出席者との意見・情報交換のために出席したもので

ある。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費６千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

26 〃 6,000 海老名市少年野球連盟 納会 

当連盟は、チーム登録数 15 チーム、会員登録数約 650

名で構成されており、海老名市体育協会に所属し、スポ

ーツ・レクリエーションフェスティバル、白石・海老名

姉妹都市交流事業等の市行事に協賛している。 
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本件行事へは、市のスポーツ振興に貢献する団体との

友好、信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意

見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費６千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

27 １月 29 日 5,000 海老名市民踊協会 新年会 

当協会は、海老名市レクリエーション協会に所属し、

会員数は約 40 名である。 

えびなふるさとまつりや海老名市文化祭等市の行事に

協賛し、文化振興に寄与している。 

本件行事は、主催団体の新年会として「中新田コミュ

ニティセンター」で開催されたものであり、市のレクリ

エーション振興に積極的に取り組んでいる団体との友

好、信頼関係の維持増進を図りながら、次年度の市のテ

ーマ事業の構想を含め出席者との意見・情報交換のため

に出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

28 ２月２日 10,000 厚木地区食品衛生協会 55 周年記念式典及び賀詞交歓会

当協会は、地域（厚木市、海老名市等）の食品関係の

営業者が組織する団体であり、食中毒など食品による事

故発生防止のため各種の活動を行っている。 

本件行事へは、関係市長等に招待があり、衛生的で健

全な飲食店経営に貢献するなど市政を運営する上で有益

な活動を行っている団体との友好、信頼関係の維持増進

を図りながら、出席者との意見・情報交換のために、今

回市長代理として助役が、出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

29 ２月５日 1,000 さつき町ゆめクラブ 新年会 

市内には、ゆめクラブ、いわゆる「老人クラブ」は、

52 団体、会員数は 3,337 名おり、高齢者の生きがいと健

康づくりのため、地域での清掃美化活動や健康教室、各

種講習会等を実施している。当会はその地域の団体であ
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り、老人クラブの発展を図るとともに広く高齢者福祉の

増進に寄与している。 

本件行事は、主催団体の新年会として「さつき町集会

室」で開催されたものであり、高齢者の健康維持や生活

にうるおいを与えるなど市の高齢者福祉に貢献している

団体との友好、信頼関係の維持増進を図りながら、出席

者との意見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

30 ２月８日 10,000 海老名市自動車整備商工組合との懇談会 

当組合は、市内で自動車整備業等を営んでいる業者５

地区 45 社で構成された団体であり、本市と災害時におけ

る応急対策の協力に関する協定書を締結している社団法

人神奈川県自動車整備振興会神央支部を構成する組織で

ある。

本件行事へは、市内の自動車整備業を営む自営業者を

育成、支援していくため、それを構成している団体会員

との友好、信頼関係の維持増進を図り、また、出席者と

の意見・情報交換のために出席したものである。 

市長より道路計画や入札制度等を中心とした市政の現

状について講演し、その後行政上の課題等について意見

交換をしている。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

31 ２月 12 日 5,000 新日本舞踊 千翔流 新春おさらい会 

当団体は、海老名市文化団体連合会に所属する団体で

ある。 

海老名市の文化団体相互の協調と市民文化祭等へ参加

するほか、老人ホーム等に慰問しボランティアで舞踊を

披露するなど、福祉活動にも積極的な団体であり、文化

振興に寄与している。 

本件行事は、主催団体の新春おさらい会として「国分

コミュニティセンター」で開催されたものであり、広く

一般市民に鑑賞の機会を提供し舞踊を通じて伝統芸能の

普及に努めており、市の文化レベルの維持向上に貢献し、

市政を運営する上で有益な活動を行っている団体会員と
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の友好、信頼関係の維持増進を図り、また、出席者との

意見・情報交換のために出席したものである。 

 市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

お祝い５千円を支出することも、社会通念上相当と認め

られる範囲を逸脱するとはいえない。 

32 〃 5,000 神奈川県西北地区特定郵便局長会 総会 

当会は、海老名市、相模原市、座間市、厚木市、津久

井郡、愛甲郡に位置する特定郵便局で構成されており、

郵政業務にかかる普及推進、サービス向上、地域におけ

るボランティア等各種活動を展開しており、地域の拠点

施設として市行政に深く関与しているほか、市税納付窓

口としてだけでなく、地域に密着した特定郵便局の存在

は大きく、特に高齢者にとっては身近な場所にある郵便

局はなくてはならない存在である。 

本件行事へは、国分寺台郵便局長の笠間氏が会長に就

任するにあたり会場が海老名市となり、会場市の市長と

して招待があったため、市政を運営する上でも有益な活

動を行っている団体との儀礼上、そして友好、信頼関係

の維持増進を図り、また、出席者との意見・情報交換の

ために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

33 ２月 15 日 10,000 神奈川県飲食業生活衛生同業組合海老名支部・海老名市

飲食店組合 合同賀詞交換会 

神奈川県飲食業生活衛生同業組合海老名支部は同組合

46 支部の一つであり、公衆衛生の向上と飲食業の経営の

合理化・近代化を促進し、業界の発展に寄与している。

海老名市飲食店組合は、市内の飲食店業者で組織され

た団体で、市内飲食店のＰＲのほか海老名市産業まつり

への参画、食品衛生にかかる啓発事業等に関与している。

本件行事へは、組合員のほか市長をはじめ、市議会議

長、県議会議員等も来賓として出席しており、今回市長

に対して招待があったため、市内飲食業の発展に寄与し、

また衛生的で健全な飲食店経営に貢献するなど市政を運

営する上で有益な活動を行っている団体との友好、信頼

関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報交

換のために出席したものである。 
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市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

34 ２月 17 日 10,000 県央エビナ設計協同組合 10 周年記念式典 

当組合は、市内の設計業者等で構成された団体で、業

務の組合受注や研修会の実施による技術向上などを行っ

ている。 

当組合の組合員が会員となっている神奈川県建築士事

務所協会海老名支部は、市の事業である木造住宅の耐震

相談の相談員として、市の建設行政に関与している。 

本件行事へは、今回市長に対して招待があったが、設

計技術の向上や業界発展に寄与するなど、市の事業との

関連においても有益な活動を行っている団体との友好、

信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情

報交換のために助役が代理出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

35 ２月 18 日 5,000 前市立小学校学校医 Ｂ氏葬儀 

 Ｂ氏は、市の非常勤特別職である学校医として活躍し

てきた。 

香料は、学校医として地域医療に貢献するなど市政に

協力のあった方の弔事に際し、儀礼を尽くすため市長が

葬儀に参列した上で献納したものである。 

 香料は、海老名市交際費支出基準により定額で支出し

ており、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとはいい

がたい。 

36 ２月 26 日 10,000 Ｃ氏 文部科学大臣表彰受賞祝賀会 

Ｃ氏は、市体育指導委員としてスポーツ振興法に基づ

き、市教育委員会が委嘱している非常勤特別職である。

本件行事は、永年、海老名市の体育指導委員として活

躍したことが認められ、文部科学大臣表彰を受賞したこ

とのお祝いと、各関係者への指導に対する謝意を表す場

として、行政関係、近隣市町村体育指導委員関係者、親

族、友人等により、発起人会による表彰受賞祝賀会とし

て開催されたものである。市の体育行政の発展に寄与さ

れ、多大な功績があるなど市政を運営する上で有益な活

動を行っている方の栄誉を称えるため、出席したもので
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ある。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費１万円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

37 ２月 27 日 6,000 海老名市自治会連絡協議会 役員懇親会 

当会は、海老名市内の全地域の自治会で組織された団

体であり、全地域の自治会長が会員である。 

この会では自治連全体レベルでの諸問題や課題、要望

等を聞きながら情報交換をしている。 

本件行事へは、地域活動を通じて市政運営に有益な活

動を行っている団体と友好、信頼関係の維持増進を図り

ながら、出席者との意見・情報交換のために出席したも

のである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費６千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

38 ３月７日 5,000 前市立中学校歯科医 Ｄ氏葬儀 

Ｄ氏は、市の非常勤特別職である学校歯科医として、

活躍してきた。 

香料は、学校医として地域医療に貢献するなど市政に

協力のあった方の弔事に際し、儀礼を尽くすため市長が

葬儀に参列した上で献納したものである。 

 香料は、海老名市交際費支出基準により定額で支出さ

れており、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとはい

いがたい。 

39 ３月 22 日 5,000 神奈川県相模川左岸土地改良区海老名地区総代役員懇親

会 

当該土地改良区は、相模原市、座間市、海老名市、寒

川町、藤沢市、茅ヶ崎市の地域内農業者で構成されてお

り、市内農業者の農業生産の向上をはじめ、地域農業振

興に寄与している。 

本件行事へは、市長のほか、県議会議員等が来賓とし

て出席しており、今回市長に対して案内があったため、

市の農業の維持、発展に不可欠な活動を行っている団体

と友好、信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との

意見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、
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会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

40 〃 5,000 ＪＡさがみ海老名市青壮年部 懇親会 

当部会は、さがみ農業協同組合海老名市地区内に居住

する青壮年者 60 名で構成されており、産業まつりへの参

加、市内小学校で実施している農業体験指導の実施等地

域農業振興に寄与している。 

本件行事へは、若い力で市の農業を積極的に活性化す

るなど市政運営に有益な活動を行っている団体と友好、

信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情

報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

41 ３月 26 日 5,000 神奈川県地域人権運動連合会第 32 回定期大会 

当会は、人権、生活擁護運動に取り組み人権が尊ばれ

る社会の創造に寄与しており、人権に関する講演会など

一般の方も参加可能な事業を展開しており、同会主催の

人権問題講演会には例年、市の職員が参加している。 

本件行事は、主催団体の第 32 回定期大会として開催さ

れたものであり、人権は憲法の基本理念であり、その精

神は確実に守られる必要があるという趣旨に賛同できる

とともに、儀礼を尽くすため担当職員を出席させたもの

である。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

お祝い５千円を支出することも、社会通念上相当と認め

られる範囲を逸脱するとはいえない。 

42 〃 5,000 東柏ケ谷一丁目自治会 定期代議員懇親会 

当会は、地域の住民で構成されており、市との協働に

よる地域づくり、公園の清掃等の受託業務に関与してい

る。 

本件行事は、主催団体の定期代議員懇親会として「柏

ヶ谷コミュニティセンター」で開催されたものであり、

この地域においては、相鉄線踏切の通行不便な状況や交

番設置要望などの地域独自の特殊性があり、今回海老名

市長に対して招待があったため、あらゆる地域活動を通

じて市政運営に有益な活動を行っている団体と友好、信

頼関係の維持増進を図りながら、出席者との意見・情報
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交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 

43 ３月 27 日 5,000 株式会社 海老名公共サービス 役員懇親会 

株式会社海老名公共サービスは、平成４年に海老名市

100％出資で設立して以来、海老名市と高座清掃施設組合

からの受託業務を行ってきた。 

本件行事は、平成 18 年３月をもって解散するに当たっ

て、諸般にわたる協議や財産等の清算手続き、解雇に伴

う従業員対策に尽力した取締役及び監査役の労苦に対す

る謝意を表すため、懇親会として開催されたものである。

市長個人の私的交際の場であるとみられるなどの特段

の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、会費５千円

を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を

逸脱するとはいえない。 

44 ３月 29 日 5,000 海老名商工会議所議員との懇談会 

海老名商工会議所は、市内の商工業事業者で構成され

ており、商工業の振興と地域の発展のために活動してい

る経済団体であり、市の商工行政に不可欠な団体である。

本件行事へは、新年度予算の概要、主要事業の概要な

どについて会議所議員に対して講演を行うなど、市の商

工行政を運営する上で有益な活動を行っている団体議員

と友好、信頼関係の維持増進を図りながら、出席者との

意見・情報交換のために出席したものである。 

市長個人と主催団体との私的交際の場であるとみられ

るなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、

会費５千円を支出することも、社会通念上相当と認めら

れる範囲を逸脱するとはいえない。 
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