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令和  年  月  日原案  決



   守谷市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例 

 守谷市議会議員の政治倫理に関する条例（平成１１年守谷町条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

第２条の見出しを「（政治倫理基準及び議員の責務）」に改め，同条第１項第４

号中「市職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員を含む。）」を加える。 

第４条から第１０条までを次のように改める。 

（税の納付状況報告書） 

第４条 議員は，毎年，４月１日から６月３０日までの間に，前年度分の市区町

村民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税（国民健康保

険料を含む。）の納付状況を記載した税の納付状況報告書に納付を証する書類

を添付し，議長に提出しなければならない。 

２ 議長は，前項の規定により提出された報告書を，当該報告書を提出した議員

の在任期間中，市民の閲覧に供するものとする。 

（兼業等報告書） 

第５条 議員は，議員又はその配偶者若しくは同居の親族若しくは１親等以内の

親族（以下「親族等」という。）が事業を営んでいる場合及び親族等が次の各

号のいずれかに該当する法人その他団体（以下「法人等」という。）の取締役，

理事，監査役，監事，顧問又はこれらに準ずる職（以下「役員等」という。）

に就いている場合は，議員の任期の開始の日から１箇月以内に兼業等報告書を

議長に提出するよう努めるものとする。 

（１）主として収益事業を営む法人等 

（２）市の許認可が必要な事業を営む法人等 

（３）市から補助を受け，又は受けようとする法人等 

２ 前項の規定は，議員が新たに自ら事業を営むこととなった場合又は新たに法

人等の役員等に就くこととなった場合について準用する。この場合において，

同項中「の任期の開始の日」とあるのは，「が，当該事業を営むこととなった

日又は当該役員等の職に就くこととなった日」と読み替えるものとする。 

３ 議員は，前２項の規定により提出した報告書の内容に変更があったときは，

遅滞なくその旨を記載した兼業等変更報告書を議長に提出するよう努めるも

のとする。 

４ 議長は，前３項の規定により提出された報告書を，当該報告書を提出した議

員の在任期間中，市民の閲覧に供するものとする。 

（契約に関する遵守事項） 

第６条 議員が，役員をしている企業及び実質的に経営に携わっている企業並び

に年額２４０万円以上の収入を得ている企業は，法第９２条の２の趣旨を尊重

し，第２条第１項第３号に規定する工事等の契約（１回の契約につき２０万円

未満の契約を除く。）を辞退しなければならない。ただし，災害等で緊急を要



するとき又は工事等の契約を辞退することにより市の行政執行に支障がある

場合は，この限りでない。 

２ 議員は，前項の規定により企業が契約を辞退するときは，市民に疑惑を持た

れないように責任をもって企業の辞退届を提出するものとする。 

３ 前項の辞退届は，議員の任期開始の日から３０日以内に議長に提出するもの

とする。 

４ 議長は，前項の規定により提出された辞退届の写しを，速やかに市長に送付

しなければならない。 

５ 議長は，議員の辞退届の提出状況を広報紙等に掲載するものとする。 

（遵守事項違反に関する措置） 

第７条 議長は，議員が前条第１項又は第２項に違反している疑いがある場合は，

速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。 

２ 前項の規定により調査した結果，審査会において，議員が前条（第４項及び

第５項を除く。）の規定に違反しているとの結果が出た場合は，議長は，調査

結果を広報紙等に掲載するものとする。 

（刑法事犯による起訴後の説明会） 

第８条 議員は，刑法事犯により起訴され，なお引き続きその職にとどまろうと

するときは，議長に市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場

合において，説明会の開催を求めた議員は，当該説明会に出席し，釈明するこ

とができる。 

２ 市民は，前項の規定による説明会が開催されないときは，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８条に定める選挙権を有する

者５０人以上の連署をもって，同項に規定する起訴の日から５０日以内に当該

議員に説明会の開催を請求することができる。 

３ 市民は，説明会において，当該議員に質問することができる。 

４ 本条に規定する説明会の開催及び運営についての手続は，議長においてあら

かじめこれを定める。 

（刑法事犯の有罪判決宣告後における説明会） 

第９条 議員が，刑法事犯による有罪判決の宣告を受け，なお引き続きその職に

とどまろうとするときの説明会の開催等については，前条の規定を準用する。

ただし，開催請求の期間は，判決の日から３０日を経過した日以後５０日以内

とする。 

（刑法事犯の有罪確定後の措置） 

第１０条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け，その刑が確定したときは，法第

１２７条第１項の規定により失職する場合を除き，議会は，その名誉と品位を

守り，市民の信頼を回復するため必要な措置を執るものとする。 

 第１２条を第１３条とする。 

 第１１条第１項中「前条第１項」を「第７条第１項」に改め，「疑いがある場合」



の次に「又は市民から第１１条に基づく調査請求があった場合」を加え，同条を

第１２条とする。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

（市民の調査請求権） 

第１１条 市民は，議員が第２条に定める政治倫理基準に反する行為をした疑い

があるときは，これを証する資料を添えて，議長に調査を請求することができ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年３月１日から施行する。ただし，第２条第１項第４号

の改正規定は令和２年４月１日から施行する。 

 （守谷市政治倫理審査会の設置に関する条例の一部改正） 

２ 守谷市政治倫理審査会に関する条例（平成３０年守谷市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項第３号中「第１０条第１項」を「第７条第１項」に，「第１１条

第１項」を「第１２条第１項」に改める。 

  



提案理由（議員提出議案第５号） 

 

 提案の理由を申し上げます。 

本案は，議員政治倫理検討特別委員会の付議事件であります守谷市議会議員の

政治倫理について検討を重ねた結果，条例の一部を改正するものです。 

主な改正の内容は，市区町村民税の納付状況報告書を提出する規定を新たに設

けるものです。 

議員が，一住民として納税の義務を果たすことは当然あるべき姿であり，自ら

納付状況を明らかにすることで，市民に対して信頼に足る議員であることを示す

ものであります。また，条文の構成等を見直すものであります。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 

 



 

 



守谷市議会議員の政治倫理に関する条例新旧対照表 

改  正 現  行 

（政治倫理基準及び議員の責務） （議員の責務及び政治倫理基準） 

第２条 議員は，市政に携わる責務を深く自覚し，次に

掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

第２条 議員は，市政に携わる責務を深く自覚し，次に

掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

（１）から（３）まで（略） （１）から（３）まで（略） 

（４）市職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員を含む。）の採用に関しての推薦又は紹介をしな

いこと。 

（４）市職員                                       

                                              

         の採用に関しての推薦又は紹介をしない

こと。 

（５）（略） （５）（略） 

２ （略） ２ （略） 

（税の納付状況報告書） 

第４条 議員は，毎年，４月１日から６月３０日までの

間に，前年度分の市区町村民税，固定資産税，都市計

画税，軽自動車税，国民健康保険税（国民健康保険料

を含む。）の納付状況を記載した税の納付状況報告書

に納付を証する書類を添付し，議長に提出しなければ

ならない。 

２ 議長は，前項の規定により提出された報告書を，当

該報告書を提出した議員の在任期間中，市民の閲覧に

供するものとする。 

（市民の調査請求権） 

第４条 市民は，議員がこの条例に定める政治倫理基準

に反する行為をした疑いがあるときは，これを証する

資料を添えて，議長に調査を請求することができる。 

（兼業等報告書） （刑法事犯による起訴後の説明会） 

参考資料 



第５条 議員は，議員又はその配偶者若しくは同居の親

族若しくは１親等以内の親族（以下「親族等」という。）

が事業を営んでいる場合及び親族等が次の各号のいず

れかに該当する法人その他団体（以下「法人等」とい

う。）の取締役，理事，監査役，監事，顧問又はこれ

らに準ずる職（以下「役員等」という。）に就いてい

る場合は，議員の任期の開始の日から１箇月以内に兼

業等報告書を議長に提出するよう努めるものとする。 

（１）主として収益事業を営む法人等 

（２）市の許認可が必要な事業を営む法人等 

（３）市から補助を受け，又は受けようとする法人等 

２ 前項の規定は，議員が新たに自ら事業を営むことと

なった場合又は新たに法人等の役員等に就くこととな

った場合について準用する。この場合において，同項

中「の任期の開始の日」とあるのは，「が，当該事業

を営むこととなった日又は当該役員等の職に就くこと

となった日」と読み替えるものとする。 

３ 議員は，前２項の規定により提出した報告書の内容

に変更があったときは，遅滞なくその旨を記載した兼

業等変更報告書を議長に提出するよう努めるものとす

る。 

４ 議長は，前３項の規定により提出された報告書を，

当該報告書を提出した議員の在任期間中，市民の閲覧

に供するものとする。 

第５条 議員は，刑法事犯により起訴され，なお引き続

きその職にとどまろうとするときは，議長に市民に対

する説明会の開催を求めることができる。この場合に

おいて，説明会の開催を求めた議員は，当該説明会に

出席し，釈明することができる。 

２ 市民は，前項の規定による説明会が開催されないと

きは，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第１８条に定める選挙権を有する者５０人

以上の連署をもって，同項に規定する起訴の日から５

０日以内に当該議員に説明会の開催を請求すること

ができる。 

３ 市民は，説明会において，当該議員に質問すること

ができる。 

４ 本条に規定する説明会の開催及び運営についての手

続は，議長においてあらかじめこれを定める。 

（契約に関する遵守事項） （刑法事犯の有罪判決宣告後における説明会） 



第６条 議員が，役員をしている企業及び実質的に経営

に携わっている企業並びに年額２４０万円以上の収入

を得ている企業は，法第９２条の２の趣旨を尊重し，

第２条第１項第３号に規定する工事等の契約（１回の

契約につき２０万円未満の契約を除く。）を辞退しな

ければならない。ただし，災害等で緊急を要するとき

又は工事等の契約を辞退することにより市の行政執行

に支障がある場合は，この限りでない。 

２ 議員は，前項の規定により企業が契約を辞退すると

きは，市民に疑惑を持たれないように責任をもって企

業の辞退届を提出するものとする。 

３ 前項の辞退届は，議員の任期開始の日から３０日以

内に議長に提出するものとする。 

４ 議長は，前項の規定により提出された辞退届の写し

を，速やかに市長に送付しなければならない。 

５ 議長は，議員の辞退届の提出状況を広報紙等に掲載

するものとする。 

第６条 議員が，刑法事犯による有罪判決の宣告を受け，

なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会

の開催等については，前条の規定を準用する。ただし，

開催請求の期間は，判決の日から３０日を経過した日

以後５０日以内とする。 

（遵守事項違反に関する措置） 

第７条 議長は，議員が前条第１項又は第２項に違反し

ている疑いがある場合は，速やかに審査会に調査を依

頼しなければならない。 

２ 前項の規定により調査した結果，審査会において，

議員が前条（第４項及び第５項を除く。）の規定に違

反しているとの結果が出た場合は，議長は，調査結果

を広報紙等に掲載するものとする。 

（刑法事犯の有罪確定後の措置） 

第７条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け，その刑が

確定したときは，法第１２７条第１項の規定により失

職する場合を除き，議会は，その名誉と品位を守り，

市民の信頼を回復するため必要な措置を執るものとす

る。 



（刑法事犯による起訴後の説明会） 

第８条 議員は，刑法事犯により起訴され，なお引き続

きその職にとどまろうとするときは，議長に市民に対

する説明会の開催を求めることができる。この場合に

おいて，説明会の開催を求めた議員は，当該説明会に

出席し，釈明することができる。 

２ 市民は，前項の規定による説明会が開催されないと

きは，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第１８条に定める選挙権を有する者５０人

以上の連署をもって，同項に規定する起訴の日から５

０日以内に当該議員に説明会の開催を請求することが

できる。 

３ 市民は，説明会において，当該議員に質問すること

ができる。 

４ 本条に規定する説明会の開催及び運営についての

手続は，議長においてあらかじめこれを定める。 

（兼業等報告書） 

第８条 議員は，議員又はその配偶者若しくは同居の親

族若しくは１親等以内の親族（以下「親族等」という。）

が事業を営んでいる場合及び親族等が次の各号のい

ずれかに該当する法人その他団体（以下「法人等」と

いう。）の取締役，理事，監査役，監事，顧問又はこ

れらに準ずる職（以下「役員等」という。）に就いて

いる場合は，議員の任期の開始の日から１箇月以内に

兼業等報告書を議長に提出するよう努めるものとす

る。 

（１）主として収益事業を営む法人等 

（２）市の許認可が必要な事業を営む法人等 

（３）市から補助を受け，又は受けようとする法人等 

２ 前項の規定は，議員が新たに自ら事業を営むことと

なった場合又は新たに法人等の役員等に就くことと

なった場合について準用する。この場合において，同

項中「の任期の開始の日」とあるのは，「が，当該事

業を営むこととなった日又は当該役員等の職に就く

こととなった日」と読み替えるものとする。 

３ 議員は，前２項の規定により提出した報告書の内容

に変更があったときは，遅滞なくその旨を記載した兼

業等変更報告書を議長に提出するよう努めるものと

する。 

４ 議長は，前３項の規定により提出された報告書を，

当該報告書を提出した議員の在任期間中，市民の閲覧



に供するものとする。 

（刑法事犯の有罪判決宣告後における説明会） 

第９条 議員が，刑法事犯による有罪判決の宣告を受け，

なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会

の開催等については，前条の規定を準用する。ただし，

開催請求の期間は，判決の日から３０日を経過した日

以後５０日以内とする。 

（契約に関する遵守事項） 

第９条 議員が，役員をしている企業及び実質的に経営

に携わっている企業並びに年額２４０万円以上の収入

を得ている企業は，法第９２条の２の趣旨を尊重し，

第２条第１項第３号に規定する工事等の契約（１回の

契約につき２０万円未満の契約を除く。）を辞退しな

ければならない。ただし，災害等で緊急を要するとき

又は工事等の契約を辞退することにより市の行政執行

に支障がある場合は，この限りでない。 

２ 議員は，前項の規定により企業が契約を辞退すると

きは，市民に疑惑を持たれないように責任をもって企

業の辞退届を提出するものとする。 

３ 前項の辞退届は，議員の任期開始の日から３０日以

内に議長に提出するものとする。 

４ 議長は，前項の規定により提出された辞退届の写し

を，速やかに市長に送付しなければならない。 

５ 議長は，議員の辞退届の提出状況を広報紙等に掲載

するものとする。 

（刑法事犯の有罪確定後の措置） 

第１０条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け，その刑

が確定したときは，法第１２７条第１項の規定により

失職する場合を除き，議会は，その名誉と品位を守り，

市民の信頼を回復するため必要な措置を執るものとす

る。 

（遵守事項違反に関する措置） 

第１０条 議長は，議員が前条第１項若しくは第２項に

違反している疑いがある場合又は市民から第４条に基

づく調査請求があった場合は，速やかに審査会に調査

を依頼しなければならない。 

２ 前項の規定により調査した結果，審査会において，



議員が前条（第４項及び第５項を除く。）の規定に違

反しているとの結果が出た場合は，議長は，調査結果

を広報紙等に掲載するものとする。 

（市民の調査請求権） 

第１１条 市民は，議員が第２条に定める政治倫理基準

に反する行為をした疑いがあるときは，これを証する

資料を添えて，議長に調査を請求することができる。 

（新設） 

（その他政治倫理基準に反する行為に関する措置） （その他政治倫理基準に反する行為に関する措置） 

第１２条 第７条第１項に規定する場合のほか，議員が

第２条に定める政治倫理基準に反する行為をした疑い

がある場合又は市民から第１１条に基づく調査請求が

あった場合は，議長は速やかに，審査会に調査を依頼

しなければならない。 

第１１条 前条第１項  に規定する場合のほか，議員が

第２条に定める政治倫理基準に反する行為をした疑い

がある場合は，議長は速やかに，審査会に調査を依頼

しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（委任） （委任） 

第１３条 （略） 第１２条 （略） 

 


