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議員提出議案第３号 

 

東村山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

上記の議案を、別紙のとおり、東村山市議会会議規則（平成１０年東村山市

議会規則第１号）第１４条の規定に基づき東村山市議会に提出する。 

 

平成２５年２月２２日提出 

 

                      提出者  東村山市議会議員  

奥谷 浩一 

三浦 浩寿 

赤羽 洋昌 

石橋 光明 

肥沼 茂男 

保延  務 

佐藤 真和 

 

東村山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

東村山市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年東村山市条例第２

２号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

 

説明  地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）の施行等

に伴い、本案を提出するものである。 

 

 

 東村山市議会議長  熊木 敏己 殿 

 

                  ◇ 



 

－２－ 

 平成２５年 月 日 

東村山市議会議長  熊木 敏己 
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２５東村山市条例第    号 

 

東村山市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

 東村山市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年東村山市条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

 

 題名中「東村山市議会政務調査費」を「東村山市議会政務活動費」に改める。 

 

第１条中「第１００条第１４項及び第１５項」を「第１００条第１４項から

第１６項まで」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 

第２条を削る。 

 

第３条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派」の次に「（所属議員が

１人の場合を含む。以下「会派」という。）」を加え、同条を第２条とする。 

 

第４条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派に所属する議員１

人につき月額１２，５００円」を「当該会派の所属議員の数に月額１２，５０

０円を乗じて得た額」に改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」

に、「議員の任期満了又は」を「会派を解散した日が月の末日である場合又は議

員の任期満了若しくは」に、「任期満了の日又は」を「会派を解散した日又は任

期満了の日若しくは」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「政務調査費」

を「政務活動費」に、「から脱会等をしたときはその」を「からの脱会（以下こ

れらを「脱会等」という。）をしたときは、」に改め、同項に次のただし書を加

え、同項を同条第３項とし、同条を第３条とする。 

ただし、脱会等があった日が月の末日である場合は、脱会等があった日の

属する月分まで交付する。 
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第５条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第４条とする。 

 

第６条中「会派は、政務調査費」を「政務活動費の交付を受けた会派（以下

「交付会派」という。）は、政務活動費」に改め、同条を第５条とする。 

 

 第７条中「会派は、政務調査費」を「交付会派は、政務活動費」に改め、同

条に次の１項を加え、同条を第６条とする。 

２ 経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿等を調製するとともに、 

領収書等の証拠書類を整理しなければならない。 

 

 第８条第１項中「政務調査費の交付を受けた会派（以下「交付会派」という。）」

を「交付会派」に、「議長が」を「規則で」に、「政務調査費」を「政務活動費」

に改め、「という。）を」の次に「作成し、」を加え、同条中第４項を第５項とし、

第３項を第４項とし、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「翌年

度当初」を「翌年度の４月３０日まで」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加え、同条を第７条とする。 

２ 収支報告書には、前条第２項の会計帳簿等及び証拠書類を添付するものと

する。  

 

 第９条を削る。 

 

 第１０条の見出し及び同条第１号中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、

同条第２号中「政務調査費」を「政務活動費」に、「第６条」を「第５条」に改

め、同条第３号中「第４条第２項又は第４項」を「第３条第２項又は第３号」

に、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「市長が」を削り、同条を第８条

とする。 

 

 第１１条（見出しを含む。）中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条

を第９条とする。 
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 第１２条の見出しを「（収支報告書の保存）」に改め、同条中「交付会派の経

理責任者は、政務調査費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書

等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務調査費」を「議長は、第７条

第１項の規定により提出された収支報告書を、政務活動費」に改め、同条を第

１０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （透明性の確保） 

第１１条 議長は、第７条第１項の規定により提出された収支報告書について、

必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途

の透明性の確保に努めるものとする。 

 

 第１３条中「市長が」を削り、同条を第１２条とする。 

 

別表中「（第６条）」を「（第５条）」に、「政務調査費使途基準」を「政務活動

費使途基準」に改め、同表備考中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市議会政務調査

費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、この

条例による改正後の東村山市議会政務活動費の交付に関する条例（この項に

おいて「新条例」という。）の規定により交付された政務活動費とみなして、

新条例の規定を適用する。 
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東村山市議会政務調査費の交付に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

新  旧  対  照  表 

 

 

 

 

 

凡例          改正箇所 



新 条 例

壬

ー　7　－

旧 条 例
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新　　　　　 条　　　　　 例

3　 議員が、新たに会派に所属 したときはその所属 した 日の属する月分か ら当

該議員に係 る政務活動費を交付 し、辞職、失職、除名若 しくは死亡又は所属

会派か らの脱会 （以下これ らを 「脱会等」とい う。）を した ときは、脱会等

があった 日の属す る月の前月分まで当該議員に係 る政務活動費を交付す る。

ただ し、脱会等があった 日が月の末 日である場合は、脱会等があった 日の属

する月分まで交付する。

（交付方法）

第 4 条　 政務活動費は、会派か らの申請に基づき、毎年度当初にその年度分を

交付する。ただ し、議員の任期が満了する年度の交付については、任期満了

の日の属す る月分まで とす る。

2　 政務活動費は、年度の途 中における新たな会派の結成等前項 に規定する方

法により難い理 由がある場合は、随時交付す る。

（使途基準）

第 5 条　 政務活動費の交付 を受けた会派 （以下 「交付会派 i とい う。）は、政

務活動費 を別表に定める使途基準に従い使用するものとし、市政に関す る調

査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはな らない。

（経理責任者）

連 星＿塞　 交付会派は、政務活動費に関する経理責任者 を置かなければな らない。

2　 経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿等を詞製す るとともに、

領収書等の証拠書類を整理 しなければならない。

ー　9　－

旧 条 例
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新 条 例

（収支報告書）

第7条　交付会派の経理責任者は、 規則で定める様式に従い政務活動費に係る

収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し、議長に提

出しなければならない。

呈　収支報告書には、前条第2項の会計帳簿等及び証拠書類を添付するものと

する。

3　収支報告書は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月30 日まで

に提出しなければならない。

生　前項の規定にかかわらず、交付会派が年度の途中において会派を解散した

ときは、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日から30日以内に

収支報告書を提出しなければならない。

旦　議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するも

のとする。

（政務活動費の返還）

第8条　交付会派は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める額を

－11－

旧 条 例

（収支報告書）

第8条　政務調査費の交付を受けた会派（以下「交付会派」という。）の経理

責任者は、連星逆定める書式に従い政務調査費に係る収入及び支出の報告書

（以下「収支報告書」という。）を議長に提出しなければならない。

2　収支報告書は、政務調査費の交付を受 けた年度の翌年度当初に提出しなけ

ればならない。

宣　前項の規定にかかわらず、交付会派が年度の途中において会派を解散した

ときは、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日から30日以内に

収支報告書を提出しなければならない。

生　議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するも

のとする。

（届出）

第9条　会派の代表者は、 次の各号の一に該当するときは、規則で定めるとこ

ろにより議長を経由 して市長に届け出なければならない。

（1）会派を結成したとき。

（2）会派の名称を変更したとき。

畦上　代表者、経理責任者その他会派の構成員に異動が生じたとき。

（4）会派を解散したとき。

（政務調査費の返還）

第10条　交付会派は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める額

ー12　－



新 条 例
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旧 条 例
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新 条 例

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成25年3月1日から施行する。

（経過措置）

2　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市議会政務調査

費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、この

条例による改正後の東村山市議会政務活動費の交付に関する条例（この項に

おいて「新条例」という。）の規定により交付された政務活動費とみなして、

新条例の規定を適用する。

ー15　－

旧 条 例
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新　　　　　 条　　　　　 例

別表 （第5 条）

政務活動費使途基準

項目 内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会

派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会
に参加するために要する経費

（会場費、講師謝金、出席者負担金 ・会費、交通費、宿泊

費等）

調査旅費
会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現
地調査に要する経費

（交通費、宿泊費等）

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要す

る経費
（印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等）

資料購入費
会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購

人に要する経費

広報費

会派の調査研究活動及び市の政策について、市民への広報

活動のために要する経費。ただし、会派が発行する機関紙

等に要する経費を除く。
（報告書印刷費、送料、会場費等）

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意

兄を吸収するための会議等に要する経費

（会場費、印刷費、茶菓子代等）

人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

田考　 政務活動費で購入した備品及び図書で、会派の解散によりその備品及

図書を継続して管理する会派がないものについては、市に帰属する。

ー17　－

旧　　　　　 条　　　　　 例

別表 （第6条）

政務調査費使途基準

項目 内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会
派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会

に参加するために要する経費

（会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊
費等）

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現

地調査に要する経費

（交通費、宿泊費等）

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要す

る経費
（印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等）

資料購入費
会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購
人に要する経費

広報費

会派の調査研究活動及び市の政策について、市民への広報

活動のために要する経費。ただし、会派が発行する機関紙
等に要する経費を除く。

（報告書印刷費、送料、会場費等）

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意

兄を吸収するための会議等に要する経費

（会場費、印刷費、茶菓子代等）

人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

甫考　 政務調査費で購入した備品及び図書で、会派の解散によりその備品及

図書を継続して管理する会派がないものについては、市に帰属する。
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