
 

 1 

岐阜市監査委員告示第２０号 

 

 

岐阜市職員措置請求に係る監査結果の公表 

 

 

平成２５年１２月２５日付けで提出されました岐阜市職員措置請求書（以下「請求

書」という。）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条第４項の規定に基づき、監査した結果を下記のとおり公表します。 

 

 

平成２６年２月１８日 

 

 

岐阜市監査委員  西 垣 信 康 

岐阜市監査委員  須 田   眞 

岐阜市監査委員  田 中 康 雄 

                                  岐阜市監査委員  河 合 通 雄 

 

 

記 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

   岐阜市大洞桜台３丁目３５番地 

   服 部 勝 弘  

 

 ２ 請求書の受付 

   平成２５年１２月２５日 

 

３ 請求の要旨 

  請求人から提出された岐阜市職員措置請求書の要旨及び事実を証する書面等

は次のとおりである。 

なお、請求の要旨については原文のまま記載した。 

 

平成２５年１月１日の岐阜新聞に、岐阜市長 細江茂光氏の新年の挨拶を目的

とした有料広告が掲載された。広告の内容は、「謹賀新年」と大きな見出しで、

「皆々様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます 平成２５年 元旦」となって

いる。さらに顔写真を入れて、「岐阜市長 細江茂光 謹んで新年のご祝辞を申

し上げます」の挨拶に始まり、末尾に「皆様方のご支援とご協力を賜りますよう
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お願い申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます」となっております。 

この新聞広告について、市長公室秘書課は広告料として５２，５００円を平成

２５年２月２２日に 岐阜市六条大溝４丁目１０－１９ 株式会社 廣和に支

出した。 

   

この広告掲載は、公職選挙法第１５２条に規定する「挨拶を目的とする有料広

告の禁止」行為に抵触する不当な公金の支出に当たる。 

 

このような、売名の謗りを免れない新聞広告を公費から支出して掲載すること

は、法を守るべき行政の長として厳に慎むべきである。 

 

（岐阜市に対する損害） 

  

岐阜市長が当該新聞広告に関して、株式会社 廣和に支出した金５２，５００円

が岐阜市に与える損害である。 

 

よって、岐阜市長が支払い済みの広告料５２，５００円を市に返還する措置を

請求する。 

 

（添付書類） 

本件に関する事実証明として、次の書類が提出された。 

（１）岐阜新聞 年頭所感掲載料 平成２５年 1月 1日掲載に係る支出命令書及び

同支出命令書に添付された請求書の写し 

（２）「逐条解説 公職選挙法 下」の写し（１２４２頁から１２４５頁まで） 

（３）平成２５年第４回（９月）岐阜市議会定例会（第４日目）の岐阜市議会議員

服部勝弘氏の質問及び岐阜市選挙管理委員会委員長の答弁に係る会議録の写

し 

（４）平成２５年１２月７日付け 中日新聞掲載「議会だより ６日」の写し 

（５）平成２５年１月１日付け 岐阜新聞２面広告掲載部分の写し 

 

なお、これらの書面については、監査結果への記載を省略した。 

 

第２ 請求の受理 

   本件請求は、法第２４２条第１項及び第２項に規定する要件を具備しているも

のと認め、平成２６年１月８日付けで受理した。 

   なお、平成２５年１２月２７日に請求人による本件措置請求書の補正が行われ

た。 
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第３ 監査の実施 

１ 請求人の証拠の提出及び陳述 

法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２６年１月１４日、請求人に対して

新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人は概ね次のような主旨

の陳述をした。 

なお、新たな証拠の提出はなかった。 

（１）毎年元旦に市長の広告が掲載されていたことは若干知っていた。 

しかし、元日の新聞は厚みがあることから、新聞をよく見ておらず、市民 

に指摘されて初めてよく見た。 

  過去において、元旦に市長の広告が掲載された際に住民監査請求をしなか

ったのは、書類を持ち合わせていなかった為である。 

（２）請求書の「請求の要旨」に書いてあるとおり、「挨拶を目的とする有料広告

の禁止」を規定する公職選挙法第１５２条において、市長、議員、公職の立候

補者は、当該選挙区内にある者に対する主として年賀等のあいさつを目的とす

る広告を有料で掲載することは禁止されている。 

（３）平成２５年９月岐阜市議会定例会において岐阜市選挙管理委員会委員長へ

「挨拶を目的とする有料広告」について見解を求める質問をしている。また、

平成２５年１１月岐阜市議会定例会において市長公室長に対し、このような広

告掲載をすることは好ましくないのではないか、という主旨の質問をした。 

新聞広告掲載は無料であると思っていたが、平成２５年９月岐阜市議会定例 

会にて質問したところ、有料であることを知った。 

（４）公職選挙法において、あいさつを目的とする有料広告掲載の禁止に関して明

確に規定されていることから、これを守り、好ましくないことは法の趣旨に則

り、行うべきではない。 

法の解釈はいろいろあるものの、この広告はかなり自己ＰＲにつながるもの

である。 

「李下に冠を正さず」という言葉があるとおり、行政の長である人が自ら法

を遵守せず、ましてや自己ＰＲになるような内容の広告掲載を公費により行う

ことは、断じてあってはならず、今後も慎むべきである。 

金額の多少にかかわらず、税金により掲載するということは如何なものか、

という疑問がある。 

（５）広告は、大きなスペースで「謹賀新年」と書かれており、内容も施策でもな

く、税金を支出して市民に知らしめるようなことでもない。 

市民に知らせる方法は他にもあるはずであり、公職選挙法第１５２条の趣旨

を理解した上で、公費を使わない別の方法により岐阜市の宣伝や施策は訴えら

れると思う。 

（６）仮にこのようなことが認められるならば、広告掲載について私たち議員に交

付される政務調査費を充てることが出来る。しかしながら、好ましくないため

あえて掲載していない。 
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２ 監査対象事項 

請求書及び請求人の陳述内容を検討した結果、平成２５年１月１日に新聞掲載

された市長の年頭所感に係る広告料の支出が、公職選挙法（昭和２５年法律第 

１００号）に抵触する不当な支出であるか否かを監査対象とした。 

 

３ 監査対象部局 

  市長公室 秘書課 

 

４ 監査対象部局の陳述 

法第２４２条第７項の規定に基づき、平成２６年１月２３日に監査対象部局で

ある市長公室秘書課の職員から陳述を聴取したところ、概ね次のとおり説明があ

った。 

（１）公職選挙法第１５２条の規定により、主として挨拶を目的とした有料広告

が禁止されていることは認識している。その条文の解釈については、政策を

広く市民の皆様へお知らせすることを目的とした広告である「政策広告」は、

一般的には挨拶を目的とした広告には該当しないものと理解されている。よ

って有料新聞広告が、同条文が禁止している広告に該当するか否かは、その

内容によって判断すべきものと認識している。 

（２）本件広告も含め、岐阜市のみならず県知事及び県内各市の市長が同様に新

聞へ掲載している年頭所感は、年の初めに各自治体の政策を広く県民や市民

の皆様にお示しし、ご理解をいただくことを目的とした政策広告であると考

えている。このことから、公費の支出は妥当であると考える。 

（３）広告掲載については、広告代理店から受けた企画提案中、広報の費用対効

果の高い紙面であることを勘案した上で掲載の可否を決定している。 

（４）広告掲載に際し、岐阜市が作成した原稿は写真と写真のある囲みの部分の 

文面のみであり、広告の見出しの「謹賀新年」は広告代理店がレイアウトを

決めたものであると理解している。新聞により掲載様式は様々ではあるもの

の、広告代理店がレイアウトを決めるため、原稿として提出した囲み以外の

部分については岐阜市が立ち入ることができない部分もある。 

（５）広告の文面は全体として岐阜市の政策を広く市民へ知らせるものであれば

よいのではないか、という考えで作成した。一般論として、広告の全体をま

とめる際に時候のあいさつはあってしかるべきであると思う。最初の一行は

一般的な時候のあいさつであり、最後の一行「ご支援とご協力を賜りますよ

う」の部分も市民に向けて市の政策への理解と協力を求めている、という認

識である。 

（６）本件広告掲載は公職選挙法には抵触しないという考えであるものの、一般

論として、広告掲載は概ね選挙前の１か月程度の間は差し控えた方がよい、

という考えがある。また、昨年に関しては、岐阜県知事の広告掲載が控えら

れたこともあり、平成２５年１月１日の新聞の下段横幅一面に市長の広告が
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掲載された経緯等もある。したがって、平成２６年は岐阜市長選挙直前であ

ることから、広告が選挙に与える影響を勘案し、様々な意見もあると思うが

掲載を控えた。 

 

第４ 監査の結果及び判断 

 １ 事実関係の確認 

（１）事実関係 

市長公室秘書課から本件広告掲載に際しての決裁文書を取り寄せ、次の事項

を確認した。 

ア 平成２５年１月１日付け岐阜新聞への広告掲載のため、市長公室秘書課

が広告代理店に対し、市長の顔写真及び広告原稿を提供した。 

イ 広告原稿の内容は、次のとおりである。 

冒頭に「年頭のごあいさつ」、その次の行に「岐阜市長 細江 茂光」、

更にその次の行に「謹んで新年のご祝辞を申し上げます」と記載していた。

その次の行に「昨年は、岐阜市長良川鵜飼伝承館（愛称：長良川うかいミ

ュージアム）が開館し、また岐阜スカイウイング 37 の完成により、岐阜

シティタワー43と並びツインタワーを形成するなど、新たな岐阜市の象徴

となっております。秋には、天皇皇后両陛下をお迎えし「ぎふ清流国体・

ぎふ清流大会」が開催され無事、成功裏に終えることができました。平成

25 年度は、本市の重点政策の基本方針を「“豊饒”人間主義都市」とし、

人が織りなす絆に支えられた、心の豊饒の実現に向けて取り組んでまいり

ます。本年は、教育立市の推進に重要な役割を担う、みんなの森ぎふメデ

ィアコスモスの建設工事にも着手してまいりますので、皆様方のご支援と

ご協力を賜りますようお願い申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきま

す。」と記載していた。 

ウ 上記イの広告原稿の内容に記載のあった「年頭のごあいさつ」は新聞に

は表示されておらず、それ以外の文章は、平成２５年１月１日付け 岐阜

新聞２面広告掲載部分に掲載された内容と一致していた。 

エ なお、上記イの広告原稿の中には、請求人が主張する広告の内容である

「謹賀新年」、「皆々様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます 平成２５

年 元旦」の文言は、見当たらなかった。 

 

本件広告掲載に係る支出の関係書類を市長公室秘書課から取り寄せ、確認を

したところ、公金の支出状況は次のとおりであった。 

 

摘要（支出内容）  岐阜新聞 年頭所感掲載料 １月１日掲載 

支出負担行為日  平成２４年１２月４日 

支出負担行為額  52,500円 

支 出 命 令 日  平成２５年２月４日 
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支 出 命 令 額  52,500円 

支    払    日  平成２５年２月２２日 

 

２ 判断等 

（１）監査における判断基準について 

ア 違法性又は不当性の判断について  

住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による法

第２４２条第１項に規定する公金の支出、財産の取得、管理又は処分、契

約の締結又は履行その他の財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る

事実について、その監査及び予防、是正等の措置を監査委員に請求する権

能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を図り、住民全体の利

益を確保することを目的とするものである。そのため、本来、監査委員の

監査の対象となるのは、違法又は不当な財務会計上の行為そのものについ

てである。 

本件監査請求における請求の要旨によれば、請求人は、本件広告掲載に

係る支出が不当な公金の支出に当たるとして監査を求めているが、その理

由は、当該支出の原因である本件広告掲載は「挨拶を目的とする」広告を

「有料で」（公費を支出して）掲載するものであり、公職選挙法第１５２条

第１項に抵触するというものである。加えて請求人は、陳述の中で、公費

による本件広告掲載の必要性が無い旨述べているものである。 

このことから、本件請求は、「公費の支出」という財務会計上の行為の原

因となる「広告掲載」という財務会計上の行為ではないもの（以下「原因

行為」という。）の違法性又は不当性を問題としていると解するのが相当で

ある。 

このため、原因行為である広告掲載の性質、違法・不当事由の内容及び

程度並びに財務会計上の行為との関係を総合的に考慮した上で、当該原因

行為によりこの支出が違法又は不当とされうるかを判断するものとする。 

また、請求人が主張する公職選挙法第１５２条違反の件については、同

条に係る判例が監査に際して見当たらなかったことから、平成元年１２月

の公職選挙法改正時に同条が改められた際、自治省選挙部選挙課が都道府

県選挙管理委員会委員長書記長会議において説明した、公職選挙法の改正

に関する「質疑応答」（以下「質疑応答」という。）の中で示した見解等を

参照し、判断することとした。 

 

イ 判断に当たっての関係法令等について 

  （ア）公職選挙法第１５２条について 

公職選挙法第１５２条第１項においては、公職の候補者等が当該選挙

区内にある者に対して、「主として挨拶（中略）を目的とする広告を、有

料で、」新聞等に掲載させることができない旨が規定されている。 
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また、「挨拶」の範囲については、「年賀、寒中見舞、暑中見舞その他

これらに類するもの」と規定している。 

同条文の解釈として「質疑応答」によれば、「政策広告は一般的にはあ

いさつを目的とする有料広告には該当しない」という見解が示されてお

り、主として挨拶を目的とする広告は禁止されるが、政策広告を有料で

掲載することは禁止されない、とされている。 

加えて「政策広告の中に「あいさつ」を入れた場合、このことにより

全体としてみて、主として、年賀、（中略）のためにするあいさつを目的

とするものに該当すると認められる場合、（中略）主としてあいさつを目

的とする有料広告として規制されることになる」との見解が示されてい

る。 

     

（２）監査委員の判断 

ア 請求人の主張は、岐阜市長が平成２５年１月１日岐阜新聞に掲載した広告

は、新年の「挨拶」を目的としたものであり、公職選挙法第１５２条に抵触

するとし、この広告掲載に係る 52,500 円の支出は「不当な支出である」た

め、岐阜市に返還することを求めているものである。 

請求人の主張に対する監査委員の判断は次のとおりである。 

（ア）広告掲載が、公職選挙法第１５２条に規定する「挨拶を目的とする有料

広告の禁止」に抵触するか否かについて 

a  請求人は次のように主張している。 

     （ａ）公職選挙法第１５２条において市長のように公職にある者、議員、

公職の立候補者も含め、当該選挙区内にある者に対する主として年賀

等の挨拶を目的とする広告を有料で掲載することは禁止されている。 

（ｂ）平成２５年１月１日に掲載された「年頭所感」に係る広告は、見出

しに「謹賀新年」と書かれており、広告の内容も施策ではなく、市長

の自己ＰＲとなるものであり、挨拶を目的とするものである。 

   （ｃ）広告掲載は有料であり、その掲載費用を公費にて支出している。 

 

ｂ 請求人の主張に対し、関係職員の陳述の中で、市長公室秘書課におい

ては、次のように陳述した。 

（ａ）公職選挙法第１５２条の規定により、主として挨拶を目的とした有

料広告が禁止されていることは認識しているものの、同条文について、

市の政策を広く市民へお知らせすることを目的とした広告である「政

策広告」は、一般的には挨拶を目的とした広告には該当しないものと

解されている。よって有料の新聞広告については、その内容によって

違法性を判断すべきである。 

（ｂ）県を始めとして、県内各自治体が新聞へ掲載している年頭所感は、

年の初めに各自治体の政策を広く県民や市民に示し、理解を得る目的
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で掲載しているものと理解し、今回の本市の広告についても同様に政

策広告として掲載した。 

（ｃ）広告の文面は全体として岐阜市の政策を市民に周知することを考慮

して作成した。一般論として、広告の全体をまとめる際に時候のあい

さつはあってしかるべきであると考えている。最初の一行は一般的な

時候のあいさつであり、最後の一行も市民に向けて、市長が岐阜市の

政策内容への理解を求めている、という認識である。 

 

ｃ  そこで、本件広告掲載について公職選挙法第１５２条及び「質疑応

答」に照らし、その適法性を判断する。 

まず、第４ １（１）イで記述のとおり、監査委員は市長公室秘書

課が広告代理店に本件新聞広告掲載を依頼した際の決裁文書を確認し

たところ、市長の顔写真の提供を示す文書及び掲載原稿があった。こ

の原稿には請求人が請求の要旨で「公職選挙法に抵触する」と主張す

る「岐阜市長 細江 茂光 謹んで新年のご祝辞を申し上げます」、「皆

様方のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、年頭の挨拶と

させていただきます」との記述があることも併せて確認した。 

また、本件広告には、岐阜市が平成２４年度に実施した事業である

「岐阜市長良川鵜飼伝承館（愛称：長良川うかいミュージアム）が開

館」、「岐阜スカイウイング 37 の完成により、岐阜シティタワー43 と

並びツインタワーを形成」及び平成２５年度の「重点政策の基本方針

を「“豊饒”人間主義都市」とし」、「教育立市の推進に重要な役割を担

う、みんなの森ぎふメディアコスモスの建設工事にも着手」していく

等の政策に係る内容があることを確認した。加えて、これらの原稿の

内容は平成２５年１月１日岐阜新聞に掲載された内容と一致している

ことを確認した。 

次に、公職選挙法第１５２条は、公職の候補者等が当該選挙区内に

ある者に対して、主として挨拶を目的とする広告を、有料で、新聞等

に掲載させることができない旨を規定しており、「挨拶」の範囲につい

ては、年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するものとしてい

る。 

同条文の解釈として、「質疑応答」によれば、「政策広告は一般的に

はあいさつを目的とする有料広告には該当しない」という見解が示さ

れており、主として挨拶を目的とする広告が禁止されるものの、政策

広告を有料で掲載することは禁止されない、とされている。 

また、時候のあいさつと政策などそれ以外の部分がある場合につい

ては、「政策広告の中に「あいさつ」を入れた場合、このことにより全

体としてみて、主として、年賀（中略）のためにするあいさつを目的

とするものに該当すると認められる場合、（中略）主としてあいさつを
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目的とする有料広告として規制されることになる」との見解が示され

ており、条文に「主として」があるように、広告を全体として見て、

主として挨拶を目的とするものか否かを判断すべきものと解されてい

る。 

そこで、本件広告の内容について公職選挙法第１５２条に照らし検

討する。 

本件広告掲載は有料であり、掲載に係る費用は公費により 52,500

円が支出されていることを確認した。 

先述のとおり「主として挨拶を目的とする広告」であるかについて、

本件広告は、一部時候のあいさつが含まれているものの、全体として

見れば、その内容は、岐阜市が平成２４年度に実施した事業及び平成

２５年度の重点政策の基本方針等を内容とする政策を中心とした内容

の広告であると考えられる。 

したがって、本件広告は主として政策を内容に掲げているものと考

えられ、本件広告が請求人の主張する公職選挙法第１５２条の規定に

より禁止されている「主として挨拶を目的とする広告」に該当すると

は断定できず、同法同条に抵触しているとは言い切れない。 

 

（イ）「不当な公金の支出」に当たるか否かについて 

 請求人は、「公職選挙法に抵触することから、不当な支出である」と主張

しているが、本件広告の掲載は、第４ ２（２）ア（ア）c で述べたとお

り、政策を中心とした内容の広告であると考えられることから、公職選挙

法に抵触しているとは言い切れず、この広告掲載によって行った支出につ

いても、違法又は不当であるとは言えない。 

なお、請求人は陳述の中で「広告内容は公費を使ってまで市民に知らし

めるものではない」、「市民に知らせる方法は他にもあるはずである」旨を

主張しているが、これに関し法では、地方公共団体の長に予算を調製し、

執行する権限が付与されている。(法第１４８条、第１４９条第２号、第 

２１１条第１項等） 

さらに予算の配分及び執行については、専門的、政策的判断を要するこ

とから地方公共団体の長に広範な裁量権が認められており、長の判断が著

しく合理性を欠き、長に与えられた広範な裁量権を逸脱又は濫用するもの

と認められる場合に限り、違法性が肯定されると判示されている。(大阪高

等裁判所平成１７年７月２７日判決） 

よって、どのような広告媒体で広報するのか、その時期や手法は原則と

して市長の裁量に属するものであり、明らかに合理性を欠いている等の特

別な場合以外は、違法又は不当とされることはないものと考える。 
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３ 結 論 

前述のとおり、本件広告掲載が公職選挙法に抵触していると推認させる事実を

認めるに足る確たる証拠がなく、本件広告掲載に係る支出は、違法又は不当であ

ると断定することはできない。 

よって、市が損害を被ったとは認められず、請求人の主張は理由がないものと

判断し、本件請求を棄却する。 


