
 

 

五島市監査委員訓令第１号 

五島市住民監査請求に基づく監査に関する規程を次のように定める。 

令和３年３月２６日 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 

            五島市監査委員 荒 尾 正 登 

 

五島市住民監査請求に基づく監査に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、五島市監査委員条例（平成１６年五島市条例第９号）第６条

の規定に基づき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条第１項の規定による住民監査請求（以下「請求」という。）があった

場合に実施する同条第５項の規定に基づく監査に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（請求の方法） 

第２条 請求人（法第２４２条第１項の規定による請求人をいう。以下同じ。）は、

地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１３条に規定する様式（

五島市職員措置請求書。以下「請求書」という。）に事実証明書を添付して、監

査委員に提出しなければならない。 

（代理人による請求） 

第３条 請求人は、請求及び当該請求に関する行為の全部又は一部を行わせるため、

代理人を選任することができる。 

２ 請求人は、代理人を選任したときは、監査委員に届け出なければならない。 

３ 代理人の資格は、書面により証明しなければならない。 

４ 請求人は、代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を監査委員に届け

出なければならない。 

（法人等による請求） 

第４条 前条第３項及び第４項の規定は、請求人が法人その他の社団又は財団（以

下「法人等」という。）である場合における代表者又は管理人の資格について準

用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「代理人」とあるのは「代

表者又は管理人」と読み替えるものとする。 



 

 

（請求書の記載事項） 

第５条 請求人は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求書には、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７２条第２項に規定する様式に記載す

べき事項のほか、当該各号に定める事項を記入し、署名しなければならない。 

(1) 請求人が代理人によって請求をするとき 代理人の氏名及び住所 

(2) 請求人が法人等であるとき その代表者又は管理人の氏名 

（請求の受付及び代表者の選任等） 

第６条 請求の受付は、監査委員事務局（以下「事務局」という。）において行う。 

２ 事務局は、複数の請求人から同一内容の請求があった場合（以下「共同請求の

場合」という。）において代表者が選任されていないときは、当該請求人に対し、

その代表者を定めるよう代表者選任届の提出を求める。 

３ 共同請求の場合における監査委員の請求人に対する通知等は、代表者を通じて

行うものとする。 

（請求書の記載事項等の確認及び請求の補正） 

第７条 請求書が提出されたときは、事務局において、請求書の記載事項及び添付

書類について住民監査請求に係る請求書の記載事項等確認表等により確認を行い、

請求要件に形式的な不備があるときは補正を求める。 

２ 前項の規定による補正は、持参により提出された請求書についてはその場で補

正を求めるものとし、その場での補正が困難なもの及び郵便又は民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第

２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）により提出された請求書につ

いては請求書の再提出を求めるものとする。 

３ 前２項の規定による補正に要する期間については、法第２４２条第６項に規定

する期間（以下「監査期間」という。）に含まないものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定により補正を求めるに当たっては、補正が請求人の任

意で行われるものであることに留意しなければならない。 

（請求の受付及び通知） 

第８条 事務局は、請求を受け付けたときは、請求書に受付印を押印し、請求書が

持参により提出された場合には受領書に必要事項の記入及び署名を求めて当該受



 

 

領書と引換えに当該請求書の写し１部を請求人に交付し、郵便等により提出され

た場合には当該請求書の写し１部を請求人に送付する。この場合において、請求

を受け付けた日（以下「請求の受付日」という。）は、事務局が請求書を収受し

た日（前条第２項の規定により請求書の再提出が行われた場合にあっては、事務

局が再提出された請求書を収受した日）とする。 

２ 監査委員は、前項の受付後、法第２４２条第３項の規定により、直ちに当該請

求の要旨を議会及び市長並びに請求に係る執行機関（第１３条第３項、第１５条

から第１７条第１項まで、第２１条第２項及び第２２条を除き、市長が請求に係

る執行機関である場合には市長を除く。）又は職員（以下「監査対象機関等」と

いう。）に通知する。 

３ 監査委員は、前項の要旨を通知するに当たっては、個人情報の保護に留意する

ものとする。 

（証拠の提出及び陳述に関する意向の確認） 

第９条 事務局は、請求を受け付けたときは、請求人に対し、次に掲げる事項につ

いて、証拠の提出及び陳述に関する意向確認書により意向の有無を確認する。 

(1) 法第２４２条第７項に規定する請求人の証拠の提出及び陳述の機会の付与

に関すること。 

(2) 法第２４２条第８項に規定する関係のある市長その他の執行機関又は職員

の陳述の聴取の立会いに関すること。 

(3) 請求人の陳述を行う際の立会人以外の傍聴に関すること。 

（請求の取下げ） 

第１０条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取

り下げることができる。 

２ 前項の規定による請求の取下げ（以下「取下げ」という。）は、五島市職員措

置請求取下げ書により監査委員に申し出なければならない。 

３ 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったもの

とみなす。 

４ 監査委員は、請求が取り下げられたときは、その旨を議会及び市長並びに監査

対象機関等に通知する。 

（要件審査の補助） 



 

 

第１１条 事務局は、請求を受け付けたときは、監査委員による要件審査を補助す

るため、あらかじめ次に掲げる事項について確認を行う。 

(1) 請求人が法第２４２条第１項に規定する住民であること。 

(2) 請求の内容審査に係る事実関係 

２ 前項第１号の規定による確認は、住民票、登記事項証明書等により行うものと

する。 

３ 事務局は、前２項の規定による確認において請求人が住民であることが確認で

きないとき、又は事実関係が確認できないときは、請求人に対し、その確認がで

きる書類の提出を求めることができる。 

４ 事務局は、請求が必要な要件を満たしているかどうかを確認するため必要な限

度において、関係のある議会、執行機関又は職員に対し、説明又は資料の提出を

求めることができる。 

５ 事務局は、監査委員による請求の要件審査を実施するため、あらかじめ次に掲

げる書類を準備する。 

(1) 住民監査請求要件審査表 

(2) 請求人が住民であることが確認できる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、審査に必要な書類 

（要件審査） 

第１２条 監査委員は、前条第５項の書類により請求が必要な要件を満たしている

かどうかを審査し、審査の結果に基づいて、要件を満たしていると認めたときは

適法な請求として受理の決定をして監査を実施し、要件を満たしていないと認め

たときは不適法な請求として却下の決定をし、又は請求人に対して五島市職員措

置請求補正通知書により相当の期間を定めて補正を求める。ただし、その不備を

補正することができないことが明らかなときは、補正を求めない。 

２ 前項の相当の期間は、補正を求める日の翌日から起算して２週間以内とする。 

３ 監査委員は、請求人が第１項の規定により補正を行ったときは、請求が必要な

要件を満たしているかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、要件を満たして

いると認めたときは適法な請求として受理の決定をし、請求人が期間内に補正を

行わず、又は補正したが要件を満たしていないと認めたときは不適法な請求とし

て却下の決定をする。 



 

 

４ 第１項及び前項の規定による審査の結果に基づく決定は、監査委員の合議によ

るものとする。 

５ 監査委員は、請求の受理を決定したときは、五島市職員措置請求受理通知書に

より請求人に通知するとともに、その旨を市長及び監査対象機関等に通知する。

この場合において、請求を受理した日は、請求の受付日とする。 

６ 前項の規定による市長及び監査対象機関等に対する通知には、当該受理した請

求書の写しを添付するものとする。 

７ 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をしたときは、理由を付して五島

市職員措置請求却下通知書により請求人に通知し、かつ、これを公表するととも

に、その旨を議会及び市長並びに監査対象機関等に通知する。 

８ 第１項の規定による補正については、第７条第４項の規定を適用する。この場

合において、同項中「第１項及び第２項」とあるのは、「第１項」とする。 

（暫定的停止の勧告） 

第１３条 監査委員は、前条第１項又は第３項の規定により受理の決定をした請求

については、法第２４２条第４項の規定により、必要に応じ、同項に規定する行

為の停止の勧告（以下「暫定的停止の勧告」という。）の適否を審査し、暫定的

停止の勧告を行うことが適当と認めたときは、その内容を決定する。 

２ 監査委員は、前項の審査後であっても、必要があると認めるときは、いつでも

暫定的停止の勧告の適否を審査する。 

３ 監査委員は、前２項の規定により、暫定的停止の勧告の内容を決定したときは、

法第２４２条第４項の規定により、監査対象機関等に対し、理由を付して同条第

５項の規定による監査の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

告するとともに、当該勧告の内容を書面により請求人に通知し、かつ、これを公

表する。 

４ 監査委員は、第１項又は第２項の規定による審査の結果、暫定的停止の勧告を

行う必要がないと認めたときは、その旨を決定し、その理由を第２１条第２項の

規定による請求人に対する通知に付すものとする。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定による勧告についての決定は、法第２４２条第

１１項の規定により監査委員の合議によるものとする。 

（監査実施計画の策定） 



 

 

第１４条 監査委員は、監査の実施に当たり、五島市監査基準（令和２年五島市監

査委員告示第１号）第１３条の定めるところにより、監査実施計画を策定する。 

（監査の通知） 

第１５条 監査委員は、監査実施計画を策定したときは、監査の対象部局、対象事

項及び日程その他必要な事項を監査対象機関等に通知する。 

（事実関係等の調査） 

第１６条 事務局は、第１２条第１項又は第３項の規定により受理の決定をした請

求について、事実関係等を確認するため、監査対象機関等に対し調査を実施する。 

（監査の実施） 

第１７条 監査は、監査対象機関等からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照

合等の方法により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、監査委員又は事務局は、監査の実施に関し必要な限

度において、関係のある議会、執行機関又は職員に対し、説明又は資料の提出を

求めることができる。 

３ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第１９９条第８項の規

定により、関係人について調査等を行い、又は学識経験を有する者等から意見を

聴くものとする。 

（監査の期間） 

第１８条 監査委員は、法第２４２条第６項の規定により、請求の受付日から６０

日以内に監査及び勧告を行う。この場合において、第１２条第１項の規定による

補正に要する期間については、監査期間に含むものとする。 

（証拠の提出及び陳述） 

第１９条 法第２４２条第７項及び第８項の規定による証拠の提出及び陳述につい

ては、第９条に定めるもののほか、五島市住民監査請求における証拠の提出及び

陳述に関する基準（令和３年五島市監査委員告示第２号）の定めるところによる。 

（監査の結果の決定） 

第２０条 監査委員は、請求の対象となった行為又は怠る事実について、裁判例、

法令、通知・通達、技術的助言、学説等に基づき、次に掲げるところにより監査

の結果及び勧告の内容を決定する。 

(1) 棄却 請求に理由がないと認める場合 



 

 

(2) 認容・勧告 請求に理由があると認め、勧告する場合 

(3) 却下 請求が必要な要件を満たしていないと認め、不適法な請求として却

下する場合 

２ 前項の規定による監査及び勧告についての決定は、法第２４２条第１１項の規

定により監査委員の合議によるものとする。 

３ 監査委員は、監査を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該

監査の結果に意見を付すことができる。 

４ 前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 

（監査の結果の取扱い） 

第２１条 監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認め、棄却の決定をした

ときは、法第２４２条第５項の規定により、理由を付してその旨を書面により請

求人に通知するとともに、これを公表する。 

２ 監査委員は、監査の結果、請求に理由があると認め、認容・勧告の決定をした

ときは、法第２４２条第５項の規定により、議会又は監査対象機関等に対し期間

を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求

人に通知し、かつ、これを公表する。 

３ 監査委員は、監査の結果、請求が必要な要件を満たしていないと認め、不適法

な請求として却下の決定をしたときは、理由を付してその旨を書面により請求人

に通知するとともに、これを公表する。 

４ 前３項の規定により請求人に通知する事項は、議会及び市長並びに監査対象機

関等（第２項の規定により勧告の対象とするものを除く。）に通知するものとす

る。 

（勧告に基づく措置） 

第２２条 前条第２項の規定による勧告があったときは、当該勧告を受けた議会又

は監査対象機関等は、法第２４２条第９項の規定により、当該勧告に示された期

間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならな

い。この場合において、監査委員は、同項の規定により、当該通知に係る事項を

請求人に通知するとともに、これを公表する。 

（合議不調の場合の取扱い） 

第２３条 次に掲げる決定について、監査委員の意見が一致しないことにより合議



 

 

によることができないときは、その旨を書面により請求人に通知するとともに、

これを公表するものとする。 

(1) 第１２条第１項又は第３項の規定による受理又は却下の決定 

(2) 第１３条第１項又は第２項の規定による勧告についての決定 

(3) 第２０条第１項の規定による監査及び勧告についての決定 

２ 前項第１号又は第３号の規定により請求人に通知する事項は、議会及び市長並

びに監査対象機関等に通知するものとする。 

（監査委員に対する書面の提出の方法） 

第２４条 監査委員に対する書面の提出は、持参又は郵便等により行わなければな

らない。 

（請求人に対する通知等の方法） 

第２５条 監査委員の請求人に対する通知等は、書留郵便により書面を送付する方

法により行うものとする。ただし、請求人が当該通知書等を直接受領するため事

務局に来庁したときは、受領書に必要事項の記入及び署名を求め、当該受領書と

引換えに通知書等を交付する。 

（公表の方法等） 

第２６条 法第２４２条第４項、第５項及び第９項並びにこの規程の規定による公

表は、五島市監査委員条例第５条の規定により市役所の掲示場に掲示して行う。 

２ 監査委員は、前条の規定により公表したときは、五島市情報提供等の推進に関

する規則（平成１６年五島市規則第１８号）第３条の規定により、当該公表した

事項を市の窓口において閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載する。 

３ 監査委員は、前項の事項を閲覧に供し、市のホームページに掲載するに当たっ

ては、個人情報の保護に留意するものとする。 

（補則） 

第２７条 この規程に定めるもののほか、請求に基づく監査の実施に関し必要な事

項は、監査委員の合議により定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 



 

 

２ この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる請求について適用し、

同日前に行われた請求については、なお従前の例による。 


