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石　上　雄　介仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　昨年９月２７日に開催したシンポジウム
「本当に必要なの？その政活費」において、
地方議会に対して政務活動費の支出に関する
資料（収支報告書、会計帳簿、領収証等）を
インターネット上で公開することを求める決
議を採択しました。そして昨年１０月２５日
に投開票された宮城県議会議員選挙の立候補
者に対してネット公開の賛否についてアン
ケートを実施したり、新任期の宮城県議会議
員に対してネット公開の請願についての協力
を打診したりしましたが、特に自民党系の議
員からの反応は芳しくありませんでした。
　宮城県議会、特に自民党系議員に対して痛
烈な問題提起をしなければネット公開を進め
ることができないと考えていたところ、昨年
末に庫山さんが第３９代議長に就任した安部
議長のスキャンダル情報をキャッチしまし
た。安部議長が不倫相手の女性の持ち家に転
がり込んで、政務活動費を家賃名目で垂れ流
しているというものでした。
　オンブズマンでは宮城県議会に対して痛烈
な問題提起を行う絶好の機会であると考え、
安部議長の政務活動費の使途を徹底的に洗い
直して住民監査請求を行うこととしました。
この間の時系列は以下のとおりとなっていま
す。

１　いわゆる事務所費問題
　　安部議長が平成２１年４月以降、事実婚
の関係にあった安部まなみ氏が共有持分を有
する物件を仙台事務所として借り上げ、事務
所賃料、光熱費、新聞代、電話料金等に政務
活動費から合計約５４５万円を充当してきた

点について、平成２８年２月８日、住民監査
請求を提起しました。①事実婚の関係にあっ
た女性の共有物件に家賃名目で多額の政務活
動費を支払ってきたこと、②宮城選挙区（松
島町、利府町）選出の安部議長には仙台に事
務所は必要ないはずであること、③仙台事務
所が入所している建物周辺から見る限り、安
部議長の事務所であることを示す看板等は外
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場合に違法不当とするとの判断基準のもと
で、事務所費について政務活動費から充当す
ることは政務活動費の手引きに明確に違反し
ていないと判断し、光熱費の一部である約
４２万円のみ自らの生活費に充てていたとし
て返還命令を出すにとどまりました。オンブ
ズマンでは、政務活動費の不正支出が全国的
に問題となる中、このような緩やかな判断基
準で判断するのは不当であるとして、４月
２５日に提訴しました。

２　県政報告会会場費問題
　安部たかし後援会の政治資金収支報告書を
調査していたところ、実際には安部たかし後
援会が平成２５年１２月２２日に松島町内の
ホテル「花ごころの湯新富亭」において県政
報告会を開催して開催費用６１万０７４０円
をホテルに支払っていたにもかかわらず（安
部たかし後援会宛ての領収証も発行されてい
ました。）、安部議長自身が県政報告会を開催
して自らがホテルに対して６１万０７４０円
を支払ったかのように装うため「安部たか
し後援会」宛ての領収証を返還して「安部
孝」を宛先とする領収証をホテルに作成させ
直したうえ、６１万０７４０円の２割である

観上全く見当たらないことから、宮城県の政
務活動費条例及び宮城県議会が定めた「政務
活動費の手引き」に違反していました。
　これに対して安部議長は、マスコミの前で、
①安部まなみ氏とは「生計を一」にしていな
かったこと、②建物内のポストに事務所であ
ることを表示していること、③仙台市内に事
務所が必要であることなどと述べて反論を加
えてきました。
　そこで、２月２３日に実施された監査委員
に対する意見陳述において、こうした安部議
長の反論に対して、県民の目から見て税金が
不当に利得されていないと分かるようにしな
ければならないという県民目線の観点から、
①内縁関係なのであるから「生計を一にして
いる」と見るほかないこと、②県民から見て
事務所の外観がなければならないことを述べ
るとともに、③仙台市内に滞在するのであれ
ばその都度政務活動費から滞在費が出るので
あり、恒常的に事務所を設ける必要はないは
ずだ等述べて再反論・再批判をしました。
　４月８日に出された監査委員の意見では、
政務活動費の使途については議員の広範な裁
量的判断に委ねるべきであるから、議員の判
断に客観的な合理性が明らかに認められない

年月日 事務所費問題 県政報告会会場費問題 人件費問題 その他
平成27年末 調査開始
平成28年
2月 8日 住民監査請求提起 安部議長と安部まなみ氏が婚姻

届提出
2月16日 ２月定例会で辞任勧告決議案提出

2月23日 監査委員に対する
意見陳述 公開質問

2月29日 ネット公開の請願
3月 7日 河北新報社説
3月 8日 安部議長からの回答

3月 9日
県政報告会会場費として
12万 2148 円を詐取した
として詐欺告発

4月 7日 住民監査請求提起
4月 8日 監査意見
4月21日 仙台地検告発受理

4月22日 県議会総務企画委員会でネット
公開の必要性について意見陳述

4月25日 住民訴訟提起
4月28日 監査委員に対する意見陳述
5月 3日 安部議長辞意報道
5月20日 安部議長が事務所費、人件費、県政報告会会場費の一部、合計 857 万円を返還
6月 7日 住民監査請求提起
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１２万２１４８円を政務活動費から充当し、
政務活動費として１２万２１４８円をだまし
取っていたことが分かりました。架空の領収
証をホテルに作成させていたのは極めて悪質
でしたので、安部議長については詐欺罪、安
部たかし後援会の会計責任者である安部まな
み氏については政治資金規正法違反の罪（安
部たかし後援会の領収証の保管義務違反）で、
３月９日に刑事告発しました。この刑事告発
は４月２１日に仙台地方検察庁において受理
されました。
　さらに、安部議長はこの６年間、居酒屋や
飲食店で開催された県政報告会に対する会場
代、安部たかし後援会がホテルや旅館で主催
した県政報告会に対する会場代として政務活
動費から合計１４４万円を充当してきました
が、このような形で政務活動費を充当するこ
とは、後援会活動への政務活動費の充当と飲
食費への政務活動費の充当を不適切と定めた

「政務活動費の手引き」に違反するとして、
６月７日に住民監査請求を提起しました。

３　人件費問題
　安部議長の人件費の支出に関する領収証を
調査していたところ、「政務調査従事代とし
て」とのみ記載された領収証しか残っていま
せんでしたので、人件費が安部まなみ氏など
近親者に不当に流れているのではないかとの
疑問が生じました。そこでいくつかの疑惑の
人件費の支出を取り出して２月２３日に公開
質問を行いました。
　これに対して安部議長は３月８日に、事務
所県政相談の応対のための人件費である、県
政報告書を配付するための人件費である、後
援会主催の県政報告会のための人件費であ
る、個別の調査活動に付随して発生した人件
費であるなどと回答してきました。しかし安
部議長の回答内容には不合理な点が多く、疑
いがより一層深まる結果となりました。そこ
で事務所費県政相談の応対のための人件費と

いっても勤務実態が全く不明であること、県
政報告書を配付するための人件費といっても
県政報告書の配布数が客観証拠と全く整合し
ないこと、後援会主催の県政報告会には政務
活動費を支出することはできないはずである
こと、個別の調査活動において人件費が支出
された活動内容についてもホームページや
フェイスブックの記載と整合していないこと
などを指摘して、６年間の人件費の全額であ
る約４８４万円について４月７日に住民監査
請求を提起しました（6月6日請求棄却）。

４　まとめなど
　今回の一連の住民監査請求、刑事告発、提
訴については、マスコミ報道で大きく取り上
げられました。政務活動費に対する県民の皆
さんの問題関心が高まったこと、そして県民
の皆さんの関心の高まりを背景にネット公開
についての議論が県議会において前に進んだ
ことが大きな成果であると思います。なお、
安部議長は本日現在（６月２日）未だ辞任し
ていませんが、議長として不明を恥じるのは
もちろんのこと、旧弊を打破するために即刻
辞任していただきたいと思います。
　３月７日の河北新報の社説では、浅野県政
時代に県議会が県知事と善政を競い合う機運
が高まっていた時期があったと述べられてい
ましたが、再びそのような機運を高めていく
ためには、議員が政務活動費を政策立案のた
めの具体的な手段として有効に利用していこ
うという意識を持ってもらわなければなりま
せん。そのためには県民の不断の監視によっ
て、各議員が政務活動費で美味しい思いをす
ることはできないんだということを痛烈に理
解してもらい、せっかくのお金だから有効に
活用しようと考え方を改めてもらう必要があ
ると思います。不断の監視を続けていくため
に、今後も県民の皆さんに政務活動費に対し
て問題関心を持っていただく方策を考えてい
きたいと思います。
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坂　野　智　憲仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンは、平成２８年２月
８日、宮城県議会議長に対し、「領収書等添
付票」の一部を不開示とした決定を取り消す
よう異議申立をしました。本件不開示となっ
た「領収書等添付票」には、安部議長が政務
調査費から支出した事務所の家賃の支出相手
や政務調査業務従事費・委託費の支出相手の
個人名、住所、私印の印影、口座情報が含ま
れています。仙台市民オンブズマンは安部議
長の家賃や政務調査業務従事費・委託費の支
出が違法ないし不当であると考えています。
これらの支出が適正になされていたかどうか
を検証する最も簡明な方法は、支出の相手方
に直接その内容を確認することです。しかし
支出相手の個人名、住所が不開示とされれば
調査のしようがありません。そこで不開示決
定を取り消すよう異議申立をしたわけです。
　異議申立の相手方は当の安部議長ですから
普通に考えれば安部議長が取り消すとは思え
ません。但し宮城県議会情報公開条例では異
議申立があった場合は議長は必ず宮城県議会
情報公開審査会に諮問しなければならず、そ
の答申を尊重する義務があります。この審査

会は学者や法律家などの専門家が委員になっ
ているので不開示決定を取り消すよう答申す
ることが期待できます。
　宮城県議会の情報公開条例第８条２号では
個人識別情報は非開示とされ、ただ法令の規
定により又は慣行として公開され、又は公開
することが予定されている情報は開示すべき
とされています。同様の条例を持つ宮城県は、

「会議等に係る食糧費に関する行政文書の開
示基準」を定めて、食糧費関係文書と知事交
際費関係文書については、出席者、支出の相
手方、支出金額、支出内訳、口座情報、印影
を開示するものとしています。これらの情報
は「慣行として公開することが予定されてい
る情報」だと解釈しているわけです。
　食糧費は悪名高い官官接待の温床となり、
知事交際費もその使途の不透明性がつとに指
摘されてきたので公開の必要性が高いとして
このような解釈がされているのです。その甲
斐あって官官接待は根絶され知事交際費の透
明性も高まりました。政務活動費についても
これらの情報と同じ性格を有しているので公
開することによって使途の適正さを担保すべ
きです。

畠　山　裕　太仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　平成２８年２月２９日、宮城県議会に対し、
政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
書を提出しました。政務活動費について会派・
議員が作成する収支報告書、実績報告書、会
計帳簿、証拠書類（領収書など）を、インター

ネットで公開することを求める内容です。
　現在、宮城県議会でこの請願を採択するか
審議が行われています。
　政務活動費に関する資料は、現在、会計帳
簿以外は毎年会派から議長に提出され、期末
から約２ヶ月しますと閲覧・コピーができま
す。しかし、全部をコピーしようとするとそ
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の量は膨大になります。上記フォーラムをし
た際には、４期以上の議員の分だけコピーし
ましたが、１０万円以上の費用がかかりまし
た。ちょっと興味を持って気軽に見てみる、
なんてできません。市民の監視を強め、議員
が襟を正して適切に政務活動費を使うように
なるには、気軽に監視できる体制が必要です。
　平成２７年９月２７日、当オンブズマンと
タイアップグループの共催で市民フォーラム

『本当に必要なの？その政活費』を開催しま
した。このフォーラムで、政務活動費につい
て適正支出を確保するには、政務活動費関係
資料をインターネット上で公開することがぜ
ひとも必要であるとの結論になりました。
　その後、選挙前に宮城県議会議員の候補者
方に政務活動費関係資料のインターネット公
開についてアンケートを実施したところ、回
答数５１のうち３４が賛成という結果になり
ました。
　これらを踏まえ、２月29日に請願をしました。
　宮城県議会の総務企画委員会で３月１０日
に審議され、継続審議になった後、４月２２
日には意見陳述の機会をいただきました。私
が行って約３０分、意見陳述をしてきました。

議員の方々から質問もありましたが、前向き
な質問ばかりであり、反対する方向からの質
問が全くありませんでした（この点は非常に
勇気づけられました）。
　政務活動費のインターネット公開について
は、議会改革推進会議でも審議されています。
７月１１日午後１時３０分からこちらでも意
見陳述の予定です（議事は非公開）。
　高知県、大阪府はもうネット公開していま
すし、かの兵庫県でも、平成２８年度からは
領収書もネット公開する予定です。我が県で
もこれに遅れることなく是非ネット公開を実
施して欲しいと思います。

渡　部　雄　介仙台市民オンブズマン事務局次長
弁　護　士

　会報「オンブズマン」第４１号「政務調査
費（仙台市議会平成２０年度）で勝訴判決」
で報告させていただいたとおり、本訴訟の第
一審では、議員の裁量に一定の限界を認めた
画期的な判決を出されました。
　これに対して、仙台市側が判決を不服とし
て控訴しました。これを受けて、オンブズマ
ン側も、敗訴した部分（実費額よりも大きい
旅費が旅費規程に基づいて支出されている点

等）について、控訴をしました。
　オンブズマンは、各会派らに対し、旅費の
支出に関する領収証等の提出を求める文書提
出命令を申し立てましたが、裁判所は、領収
証等の取調は必要ないとして、オンブズマン
の申立を却下するとの判断を下しました。
　また、会派控室で働いている職員の人件費
をについて、オンブズマン側は、会派控室で
政務調査活動しか行っていない等ということ
は考えられず、会派控室での具体的な職務内
容に関する立証がない以上、２分の１に按分
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渡　部　雄　介仙台市民オンブズマン事務局次長
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンは、平成23年９月か
ら平成24年３月までに、仙台市議会の各会派
等に対して支出された政務調査費のうち、合
計1783万6912円について、違法な支出である
として市に対して返還を求めています。
　平成２０年度政務調査費返還請求訴訟で
は、議員の裁量に一定の限界を認めた判決が
出されています（詳細は、会報「オンブズマン」
第４１号「政務調査費（仙台市議会平成２０
年度）で勝訴判決」をご覧ください）。オン
ブズマンは、本訴訟でも同訴訟で示された基
準に基づいて判断されるべきであるとの主張
をしています。

　平成２８年７月５日（火）と７月２０日（水）
の両日（いずれも午前１０時から）、仙台市
議会議員に対する証人尋問が実施されること
になりました。
　７月５日午前は、自由民主党の西澤啓文議
員と加藤和彦議員、同日午後は自由民主党佐
藤正昭議員、市民フォーラム仙台の日下富士
夫議員と復興仙台の鈴木勇治議員、７月２０
日午前は公明党仙台市議団の菊地昭一議員と
社民党仙台市議団の小山勇朗議員、同日午後
はみんなの党の柳橋邦彦議員と大泉鉄之助議
員の尋問が実施されます。
　場所は仙台地方裁判所３０８号法廷の予定
です。皆様、是非とも法廷に足をお運びくだ
さい!!

石　上　雄　介仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　仙台市議会議員の平成２３年４月から８月
までの政務調査費の支出について平成２６年
２月１４日付で仙台地方裁判所に提起した住
民訴訟は、現在仙台地方裁判所第３民事部に
おいて審理が進められ、双方の主張の取りま
とめがなされている段階です。
　政務調査費に関する訴訟では検討事項が多
数に上りますので、一覧性を確保しながら訴
訟を進めて行くのが困難であるところ、仙台
地裁第３民事部ではエクセル表で相互に主張
をやり取りさせることとし、一覧性を確保し

ながら訴訟を進めることができるよう工夫が
なされています。政務調査費に関する訴訟は
長期化してしまいますので、県民・市民の関
心も薄れがちではないかと思います。第３民
事部の取組みは、少しでも効率的に政務調査
費訴訟を進行させる取組みとして注目されま
す。
　なお、本訴訟においても間もなく双方の主
張が出尽くして、人証調べもそう遠くない時
期に行われるのではないかと思います。震災
の後に市議会議員たちが何をしていたのか今
一度関心を呼び起こしていただき、人証調べ
をお待ちいただきたいと思います。

すべきと主張しています。
　平成２８年３月９日で結審し、平成２８年
６月２２日午後１時１５分に判決が言い渡さ

れることになりました。判決の内容は、仙台
市民オンブズマンのホームページで公開する
予定です。
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宇　部　雄　介仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンは、平成２４年度に
仙台市議会の各会派等に対して支出された政
務調査費のうち、合計５８３８万６２５１円
について、違法な支出であるとして市に対し
て返還を求めています。
　これまでの訴訟と同様、本訴訟においても、
経費はきちんと按分すべきであり、全額を政
務調査費から支出することは許されないとい
う主張をしています。
　平成２０年度仙台市議会政務調査費の地裁
判決では、「一般的、外形的事実から政務調

査活動以外の活動にも利用されていることが
推認される経費については、被告側において」

「客観的資料に基づいて」「立証がされない場
合には、当該経費の２分の１を超えて政務調
査費から支出することは許されない」と判断
しました。
  本訴訟でもこの判決で示された基準に基づ
いて判断されるべきであるとの主張をしてい
ます。
　今後の裁判の進行について、近々、原告仙
台市民オンブズマン、被告仙台市、補助参加
人ら（各会派等）及び裁判所との間で協議が
開催される予定です。

宮　腰　英　洋仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　宮城県議会所属の議員４名による平成２６
年３月２５日から同年３月３１日にかけての
ニュージーランド海外視察に係る視察費用相
当額合計３６０万円の返還を求める訴訟が進
行中です。
　この間、私たちは視察議員らの証人尋問実
施を求めておりましたところ、平成２８年４
月１８日に開催された裁判期日において、上
記視察に行った全４名の議員（渡辺和喜氏、
佐々木征治氏、池田憲彦氏、石川光次郎氏）
について、いずれも証人尋問を実施すること
が正式に決まりました。
　視察に赴いた議員が公開の法廷で自らの視
察内容等について証言・説明をする場が設け
られたことは、裁判審理上の意義のみならず、
県民に対して説明責任を果たすという意味で

も重要な意義があるものです。そのような観
点から、現在、私たちは鋭意尋問準備を進め
ているところです。
　尋問期日は平成２８年７月２７日（水）が
予定されています。是非とも１人でも多くの
皆様に傍聴いただき、私たちオンブズマンを
応援いただくとともに、視察議員らの口から
何が語られるのか、直接ご覧いただきたいと
思います。
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畠 山 裕 太仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣
を決めた海外視察に政務活動費を使って「同
行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返
還を要求している訴訟です。
　これまで、期日で主張を闘わせておりまし

たが、次回（６月２０日）までにいよいよ人
証申請をし、その後証人尋問が行われる予定
です。
　議会が議員を派遣している以上、それに加
えて派遣議員以外の者が同行するのは全くもっ
て無駄だというほかありません。同行視察を許
さない判決がでることを期待します。

野　呂　　　圭仙台市民オンブズマン代表
弁　護　士

　今年の全国市民オンブズマン全国大会は第
２３回目を迎え、９月２４日（土）、２５日（日）
の二日間、香川県高松市（サンポートホール
高松）で開催します。
　今年は、政務活動費から「意見交換会参加
費用」を支出することを取り上げる予定であ
り、現在、四国４県議会及び三重県議会の全
員に対して意識調査を行っています。「意見
交換会」とは議員の選挙区内で行われる会合

で、議員や関連団体（後援会、政党支部等）
以外の団体又は個人が開催するものを指しま
す。面白い着眼点ですね。たしかに、議員と
の意見交換を主目的にしているとは考えにく
い会合に参加して「意見交換」をしたという
報告を目にしたことがあります。このような
例まで認めてしまうと政務活動費の支出に歯
止めが掛からなくなってしまいますので、き
ちんと線引きをする必要があります。全国大
会でどのような意識調査結果が出るのか、そ
してその結果を踏まえた議論が楽しみです。

前　田　大　輔北海道・東北市民オンブズマンネットワーク事務局長
弁　護　士

　６月２５日（土）札幌にて、北海道・東北
市民オンブズマンネットワーク札幌例会が開
催されます。
　１日目は、札幌エルプラザ３階ホールに
て、「ＴＰＰの問題点～食の安全、医療、Ｉ
ＳＤＳ条項～」と題するシンポジウムが行わ
れます。ＴＰＰの交渉文書について情報開示
請求をしたところ、ほぼ黒塗りの状態であっ

たことが国会で明らかにされるなどしたこと
から、情報公開の視点から、ＴＰＰの問題点
の分析を試みるとのことです。基調講演とし
て、久田徳二氏（北海道新聞編集委員、北海
道大学客員教授）が招かれる予定です。
　その後、パネルディスカッション、質疑応
答が行われる予定です。
　２日目は、各地のオンブズマンから活動報
告がなされます。当オンブズマンからは、今
話題のあの安部議長問題に対する活動を報告
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2015
12． 16 政務調査（活動）費（県議会）開示
 24 ガス局関係文書開示
 2016
１. 6 政務調査（活動）費（県議会）検討会
  13 政務調査（活動）費（県議会）調査
 19 地下鉄東西線、県議会議長公用車関係文書開示
 〃 安部後援会関係文書開示
 22 安部議長問題検討会　 
	 〃	 オンブズマン１月例会
 27 県議会海外視察（ベトナム）進行協議 
２. 1 政務調査費（市 H24 年度）公判
 2 タイアップ例会
	 8	 安部議長仙台事務所問題住民監査請求
	 〃	 安部議長政活費非開示取消し異議申し立て
 9 政務調査費（市）打ち合せ
 15 安部議長問題打ち合せ
 18 政務調査費（H23.4 ～ 8）公判
 19 安部議長問題打ち合せ
	 23	 安部議長問題住民監査請求意見陳述
	 〃	 安部議長人件費公開質問状提出
	 25	 オンブズマン２月例会
３． 4 刑事告発問題検討会
 9 政務調査費（H20 年度）控訴審公判
	 〃	 安部議長問題刑事告発、記者会見
 17 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判
 18 口利き文書、東西線関係文書開示
 〃	 オンブズマン３月例会
 24 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）公判　 
 〃 海外視察（ニュージーランド）打合せ
  29 政務調査費（市）打合せ
４. 6 政務活動費手引き（県）の検討
 7	 安部議長人件費住民監査請求
 11 政務調査費（市 H24 年度）公判
 12 安部議長事務所費監査結果検討会
	 〃	 タイアップ例会
 18 海外視察（ニュージーランド）公判
 22 ネット公開請願参考人意見陳述

 〃	 オンブズマン４月例会
	 25	 安部議長事務所費問題提訴、記者会見

 〃 海外視察（ベトナム）公判
 27 安部議長事務所費監査関係文書開示
	 28	 安部議長人件費監査請求意見陳述
５． 9 政務調査費（市）打合せ　　　　
 13 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判
 18 地下鉄東西線関係文書開示
 〃 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）公判
	 23	 県議会総務企画委員会傍聴
	 〃	 オンブズマン５月例会
 24 町村監査委員協議会で講演　
 27 会報「オンブズマン」No ４４編集会議
６． 3 宮田猪一郎さんを偲ぶ会
 〃 会報「オンブズマン」No ４４編集会議
	 7	 安部議長広報費監査請求
	 〃	 タイアップ例会
 8 政務調査費（市 H24 年度）進行協議
 9 政務調査費（市）打合せ
	 15	 会報「オンブズマン」No４４発行

2015.12.16 ～ 2016.6.15

する予定です。
　６月２５日に札幌で学会が開かれるらし
く、ホテルがどこも満杯の状態ですが、機会

がございましたら、皆様是非とも奮ってご参
加ください！
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　東京都の舛添知事は、税金を私生活につぎ込
んでいたことが次々明らかになり、弁護士による
調査結果の記者会見では「不適切だが違法性は
ない」を連発。「もう愛想が尽きた」との都民の
声は聞こえぬようだ。
　週刊紙に「宮城の舛添」とまで言われた、安
部県議会議長の「政務活動費」問題。オンブズ
マンから次々と放たれた矢は、アベノミクスと比
べるまでもなく見事に的確だった。記者会見のた
びに議長の表情が茫然自失というか、恍惚にさ
え見えてきた。議長職と議会に汚点をさらけ出し
たうえに、県政史上にも汚名を残してしまった。
ついに辞職を表明したとの報道があった。オンブ
ズマンによる追及は、石上雄介弁護士が今号トッ
プに詳しく書かれているので、ぜひそちらをご覧
いただきたい。

　さて、今年もオンブズマン支援企画が予定さ
れ、企画の準備をすすめています。日程は11月
10日（木）。会員のみなさまには、日程を押さえ
ていただき、秋の夜長をお楽しみいただきたいと
思います（内容は、決まり次第「竜の眼」でお
知らせします）。
　オンブズマンの総会、タイアップの総会、引き
続いての懇親会が７月22日開催されます。お繰り
合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内い
たします。

⑴　加入資格：仙台市民オンブズマンの活動の趣旨に賛
同し､ 支援する意志のある個人｡ 

⑵　会　　費：年10,000円・賛助会員年3,000円
　　　　　　　但し､ 協賛金については､ 自由に受け付

け､ 緊急時の支援費用に充当する｡ 
⑶　活動内容：年２回の会報の発行｡ 臨時の会報は必要

に応じて随時発行する｡ 
市民の為の公開講座などを開催する｡ 
その他の事業の企画､ 実施｡ 
⑷　総　　会：年１回とし､ オンブズマンの総会に準じ

て開催する｡ 
⑸　役　　員：会　長　　１名､ 　副 会 長　　若干名

会　計　　１名､ 　会計監事　　２名
⑹　役 員 会：必要に応じて開催する｡ 
⑺　事 務 局：事務局の所在地は当面､青葉区中央4-3-
　　　　　　　28 朝市ビル３階とする｡ 
⑻　会計について：年会費からの支援金および協賛金か

らの特別拠出金については、役員会にお
いて決定の上、支出する。 以上の拠出金、
特別拠出金の会計処理内容については、
総会の際にオンブズマン事務局より報告
を受けるものとする｡ 

仙台市民オンブズマン　タイアップグループ会則

山　田　忠　行

タイアップ会長あいさつ

仙台市民オンブズマン・タイアップグループ会長

七十七銀行本店 (普通)　　　　  ６５３００１０
郵 便 局 振 込        ０２２９０－６－８０５０
　　仙台市民オンブズマン･タイアップグループ

会

　費

納
入
先

■今期の会費が未納の方、お手数でも払い込み下
さい。（振込用紙同封しました）。会員拡大は
タイアップ活動のエネルギーの源です。会員・
賛助会員それぞれ紹介チラシもありますのでご
請求下さい。

会員のご紹介と会費納入のお願い

　タイアップグループは、偶数月の第１火曜日に例会をおこ
なっています。
　その時々の「オンブズマン」活動の解説を聞いたり、懇親
を深めたりとあっという間に時間が過ぎてしまいます。朝市ビ
ル３階の事務局で18:30からです。ぜひお誘いあわせてご
参加ください。

【タイアップグループ例会のご案内】
仙台市民オンブズマンと
　　　タイアップグループの

▶懇親会　18:30～（会費5,000円）
※今年の総会も平日の開催です。ご注意下さい。
※どちらの総会も参加できますので、ぜひご都合を
つけて参加してください。
※懇親会は、会費制です。同封のハガキで出欠を
お知らせください。

※懇親会用のお飲み物などの差し入れをお待ちして
います。

総会と懇親会のご案内総会と懇親会のご案内総会と懇親会のご案内

ホテル白萩

オンブズマン総会 16:00～
タイアップグループ総会 18:00～

７月22日（金）日時

会場

7月に総会があるため、
次回例会は10月4日（火）です。

タイアップグループの
会員を増やしましょう

　オンブズマンの活動が注目されているこの
時期を逃す手はないと、タイアップ会員を増
やす取り組みを行うことにしました。
　会報といっしょに「タイアップグループの
おすすめ」リーフを同封しました。7月22日
の総会までに、ご友人、ご家族、依頼者や
取引先など、お知り合いに声を掛け、まず１
人お誘いください。宜しくお願いします。


