
 

 

                    

 

 

政治倫理審査会の結果について 

令和４年６月２０日及び７月４日開催の政治倫理審査会結果について報告します。 

 

１ 政治倫理審査会開催の経緯 

 富岡市長等政治倫理条例に基づく市民からの調査請求及び市長からの諮問を受け、審査

会を開催しました。内容は、以下のとおりです。 

(1) 令和４年５月２３日付け市民から市長への調査請求（富岡市長等政治倫理条例第８

条第１項の市民の調査請求権の規定に基づくもの） 

疑義の内容： 放課後児童クラブ施設整備補助金４，２９９万円を学校法人榎本学園

に交付する事を予算計上したことは、富岡市長等政治倫理条例に明らか

に抵触するとの疑念を市民に抱かせる行為であり、市政に対する市民の

信頼を著しく損なうと考えます。 

(2) 令和４年５月２７日付け及び令和４年６月１５日付け市長から富岡市政治倫理審

査会への諮問（富岡市長等政治倫理条例第５条第１項第４号の規定に基づくもの） 

諮問１の内容： 学校法人榎本学園に補助金を交付する行為が富岡市長等政治倫理

条例第３条第１項第１号、第３号及び第４号並びに第１５条第１項違

反となるか。（令和４年５月２７日付け） 

諮問２の内容： 榎本学園学童クラブと本市との間で、放課後児童健全育成事業委託

契約を締結する行為が、富岡市長等政治倫理条例第３条第１項第１号

及び第４号並びに第１５条第１項違反となるか。（令和４年６月１５

日付け） 

 

２ 富岡市政治倫理審査会 

委員は５人。うち有識者は３人で弁護士会、税理士会、大学から、市民は２人で商工

会議所、青年会議所からの推薦を受け市長が委嘱しています。現在の委員の任期は、

令和２年１１月１日から令和４年１０月３１日までです。 

令和４年６月２０日に令和４年度第１回政治倫理審査会が行われましたが、時間切

れとなり結論に至らず、令和４年７月４日に第２回審査会を行い結論に至りました。 

令和４年７月１２日に審査会から市長へ、調査請求に係る回答及び諮問に係る答申

が行われました。 

報道解禁日設定 

（ 有 ・ 無 ） 



 

 

３ 回答及び答申の内容 

 (1) 調査請求に係る回答 

結論 富岡市長等政治倫理条例に抵触しない。 

理由 別紙「調査請求に対する回答について」の写しのとおり。 

 (2) 諮問に係る答申 

結論 

諮問１ 富岡市長等政治倫理条例第３条第１項第１号、第３号及び第４号並びに第

１５条第１項違反とはならない。 

諮問２ 富岡市長等政治倫理条例第３条第１項第１号及び第４号並びに第１５条第

１項違反とはならない。 

理由 別紙「諮問に対する答申について」の写しのとおり。 

 

４ 回答及び答申後の対応 

(1) 調査請求者に回答（写）を送付済み。 

(2) 広報とみおか８月号に概要を掲載 

(3) 市ホームページに概要並びに回答(写)及び答申(写)を掲載 

 

５ 富岡市長等政治倫理条例とは 

 市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市長、副市長

及び教育長が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位に

よる影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めること

により、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自

覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、平成

２２年に制定されたものです。 

 

６ 添付資料 

(1) 回答(写)及び答申(写) 

(2) 富岡市長等政治倫理条例 

(3) 総務省通知「地方議会に関する地方自治法の解釈等について（平成３０年４月２５

日付け総行行第９４号）」(写) 

(4) 地方自治法（抄）第９２条の２及び

第１４２条 

 

令和４年７月１５日 

総務部総務課 
文書法規係 
TEL:0274-62-1511（内線 1245・1246） 











 
○富岡市長等政治倫理条例 

平成28年３月30日条例第２号 

富岡市長等政治倫理条例 

富岡市長等政治倫理条例（平成22年富岡市条例第28号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市

長、副市長及び教育長（以下「市長等」という。）が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向

上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよ

う必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対

する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的

とする。 

（市長等及び市民の責務） 

第２条 市長等は、市政に携わる責務と市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進ん

でその高潔性を明らかにしなければならない。 

２ 市民は、主権者として自らも市政を担う自覚を持ち、市長等に対し、公正な職務の遂行を損な

わせるおそれのある行為を求めてはならない。 

（政治倫理基準） 

第３条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

(１) 市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して

不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

(２) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品

も授受しないこと。 

(３) 市が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団体等

又は個人のために有利な取り計らいをしないこと。 

(４) 市及び地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第221条第３項に規定する

法人が行う工事等（下請工事を含む。）の請負契約、業務委託契約、物品納入契約その他の契

約及び指定管理者（法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の指定に

関して特定の業者等を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。 

(５) 職員（嘱託職員及び臨時職員を含む。以下この号及び次号において同じ。）の公正な職務
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執行を妨げ、又は職員の権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけな

いこと。 

(６) 職員の採用に関して、その地位による権限又は影響力を不正に行使しないこと。 

(７) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないこと、及びその後援団体についても

政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。 

２ 市長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑

惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。 

（政治倫理審査会の設置） 

第４条 政治倫理確立のため必要な事項の調査その他の処理を行うため、法第138条の４第３項の規

定に基づき、富岡市政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の委員（以下「委員」という。）は、５人以内とし、地方自治の本旨に理解があり、政

治倫理確立のための調査等を行うに足る専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有

する市民のうちから、市長が委嘱する。 

３ 市長は、委員の選任に際しては、公平性及び公正性の確保に十分留意しなければならない。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の

３分の２以上の同意を必要とする。 

７ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（審査会の職務） 

第５条 審査会は、次に掲げる職務を行う。 

(１) 政治倫理確立のために審査会が必要と認めるときは、調査を行うこと。 

(２) 第８条第２項の規定による調査の求めに応じ、必要な調査、回答及び勧告をすること。 

(３) 第12条第３項の規定により、市長の諮問を受けて意見書を提出すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受

けた事項につき調査、答申、勧告又は建議をすること。 

２ 審査会は、前項の職務を行うため、市長等その他関係人に対し事情聴取を行い、又は資料提供

を求めるなど必要な調査を行うことができる。 

３ 市長等は、前項の求めに対して、協力しなければならない。 

（審査会の調査の通知等） 
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第６条 審査会は、前条第１項第１号の規定により調査をするときは、市長及び調査の対象となっ

た市長等に、調査の理由その他必要事項を通知しなければならない。 

２ 審査会は、前項の通知を送付した日から90日以内に意見書を作成し、市長及び調査の対象とな

った市長等に提出しなければならない。 

（審査会の調査結果の閲覧） 

第７条 市長は、前条第２項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書が提出された日

から起算して15日以内に当該意見書を市民の閲覧に供するとともに、その要旨を速やかに広報紙

等に掲載しなければならない。 

２ 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から５年間とする。 

３ 市民は、閲覧により知り得たことを第１条の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。 

（市民の調査請求権） 

第８条 市民は、次に掲げる事由があるときは、当該証拠とすべき書面を添えて、市長に調査を請

求することができる。 

(１) 第３条第１項各号に掲げる政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。 

(２) 第15条の市工事等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。 

２ 前項の規定により調査の請求がなされたときは、市長は、市長等に係る調査請求書及び添付資

料の写しを審査会に速やかに提出し、調査を求めるとともに、調査の請求の対象となった市長等

に対し、調査請求書及び添付資料の写しを添えて調査の請求がなされた旨を通知しなければなら

ない。 

３ 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、当該事案に係る審査について、その適

否を含め検討し、当該請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を市長に文書で回答しなけ

ればならない。 

４ 市長は、前項の規定による回答があった日から起算して７日以内に、その写しを請求者に送付

しなければならない。 

（虚偽報告等の公表） 

第９条 市長は、第６条又は前条の規定によりなされた意見書又は審査会の回答に書類の提出の遅

滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかったこと等の指摘があったときは、その旨を速やかに広報

紙等で公表しなければならない。 

（職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会） 

第10条 市長等が、刑法（明治40年法律第45号）第197条から第197条の４まで及び第198条に規定す
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る贈収賄罪、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平成12年法律第

130号）に規定する犯罪その他職務に関連する犯罪（以下「職務関連犯罪」という。）の容疑によ

る逮捕後、引き続いてその職にとどまろうとするときは、市長等は、市長に、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、当該市長等は、説明会に出席し釈明するも

のとする。 

（職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会） 

第11条 市長等が職務関連犯罪による起訴後、引き続いてその職にとどまろうとするときは、市長

等は、市長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市

長等は、説明会に出席し釈明しなければならない。 

２ 市民は、前項の説明会において当該市長等に質問をすることができる。 

（市民による説明会の開催請求等） 

第12条 市民は、前２条の規定による説明会が開催されないときは、法第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、市長に説明会の開催を請求することができる。 

２ 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、

起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に行うものとする。 

３ 市長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければなら

ない。 

（職務関連犯罪による第１審有罪判決後の説明会） 

第13条 前２条の規定は、市長等が職務関連犯罪による第１審有罪判決の宣告を受け、なお引き続

いてその職にとどまろうとする場合に準用する。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20日以内とする。 

（職務関連犯罪による有罪確定後の措置） 

第14条 市長等が有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第11条第１項の規定により失職する場合を除き、市長等は、市民全体の奉仕者としての品

位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。 

（市工事等に関する遵守事項） 

第15条 市長等、その配偶者及び１親等の親族が役員をしている企業、団体等並びに市長等が実質

的に経営に携わっている企業、団体等は、第３条第１項第４号に規定する契約及び指定管理者の

指定を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。ただし、市が資本金

その他これに準ずる出資をしている法人その他の団体を除く。 
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２ 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次に掲げるものをいう。 

(１) 市長等が資本金その他これらに準ずるものの３分の１以上を出資している企業 

(２) 市長等が年額300万円以上の報酬（顧問料等その名目を問わない。）を受領している企業 

(３) 市長等がその経営方針に関与している企業 

３ 前２項に該当する市長等は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関

係企業の辞退届（以下「辞退届」という。）を市長に提出するものとする。 

４ 辞退届は、市長等の任期開始の日から30日以内に、市長に提出するものとする。 

５ 市長は、辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに提出された資産等報告書に関する閲覧は、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の際現に従前の富岡市政治倫理審査会の委員である者は、この条例の施行の日

に、第４条第２項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合におい

て、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、同日におけ

る従前の富岡市政治倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 







地方自治法(抄) 

発令  ：昭和22年4月17日法律第67号 

最終改正：令和4年5月27日号外法律第56号 

改正内容：令和3年5月28日号外法律第50号[令和４年６月１日] 

 

〔関係私企業への就職の制限〕 

第 92 条の２ 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し

請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任

社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及

び清算人たることができない。 

 

〔請負人等となることの禁止〕 

第 142 条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者

及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団体が

出資している法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員、取締役、執

行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たること

ができない。 
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