
愛知県内市町村　政治倫理条例調査 2022.2.7　名古屋市民オンブズマン

政治倫理条例 URL 調査請求 審査会

愛知県

政治倫理の確立のための愛知県知事の資産
等の公開に関する条例
政治倫理の確立のための愛知県議会の議員
の資産等の公開に関する条例

https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-
ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1848186453&CALLTYPE=1&RESNO=
27&UKEY=1644146064664
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-
ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1848186453&CALLTYPE=1&RESNO=
63&UKEY=1644146040546

名古屋市

政治倫理の確立のための名古屋市長の資産
等の公開に関する条例
政治倫理の確立のための名古屋市会の議員
の資産等の公開に関する条例

https://www1.g-
reiki.net/city.nagoya/reiki_honbun/i502RG00000068.html
https://www1.g-
reiki.net/city.nagoya/reiki_honbun/i502RG00000066.html

豊橋市 豊橋市議会議員政治倫理条例
https://kri503.legal-square.com/HAS-
Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000084

・有権者の1/50以
上
・議員定数の1/8
以上

議員のみ

岡崎市 岡崎市議会議員政治倫理条例
http://webhp.city.okazaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i504RG00001016.ht
ml

・議員定数の1/12
以上
・議員3人以上

議員のみ

一宮市
政治倫理の確立のための市長の資産等の公
開に関する条例

https://www2.city.ichinomiya.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/p900RG0000
0084.html

瀬戸市
政治倫理の確立のための瀬戸市長の資産等
の公開に関する条例 https://www1.g-reiki.net/seto/reiki_honbun/i506RG00000084.html

半田市
政治倫理の確立のための半田市長の資産等
の公開に関する条例
半田市議会議員の政治倫理に関する条例

https://www1.g-reiki.net/handa-
fd/reiki_honbun/i507RG00000047.html
https://www1.g-reiki.net/handa-
fd/reiki_honbun/i507RG00000465.html

・議員定数の10倍
以上の有権者
・議員3人以上

議員のみ

春日井市

豊川市
政治倫理の確立のための豊川市長の資産等
の公開に関する条例

https://en3-jg.d1-
law.com/toyokawa/d1w_reiki/H407901010033/H407901010033.html

津島市
政治倫理の確立のための津島市長の資産等
の公開に関する条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A858330B2&houcd=H4069
01010012&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5040206

碧南市
政治倫理の確立のための碧南市長の資産等
の公開に関する条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A858330B3&houcd=H4079
01010035&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5040206

刈谷市
政治倫理の確立のための刈谷市長の資産等
の公開に関する条例

https://en3-jg.d1-
law.com/kariya/reikishu/H407901010020/H407901010020.html
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豊田市
政治倫理の確立のための豊田市長の資産等
の公開に関する条例
豊田市議会議員政治倫理条例

http://www2.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i513RG000000
19.html
http://www2.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i513RG000009
22.html

・有権者の1/100
以上
・議員定数の1/12
以上

学識経験
者　2人
議員　8人
以内

安城市
政治倫理の確立のための安城市長の資産等
の公開に関する条例
安城市議会議員政治倫理条例

https://en3-jg.d1-
law.com/anjo/d1w_reiki/H406901010049/H406901010049.html
https://en3-jg.d1-
law.com/anjo/d1w_reiki/H426901010044/H426901010044.html

・有権者の1/100
以上
・議員定数の1/5

議員のみ

西尾市
 政治倫理の確立のための西尾市長の資産等
の公開に関する条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833112&houcd=H4079
01010020&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj

蒲郡市
政治倫理の確立のための蒲郡市長の資産等
の公開に関する条例

https://www1.g-
reiki.net/gamagori/reiki_honbun/i516RG00000016.html

犬山市
政治倫理の確立のための犬山市長の資産等
の公開に関する条例
犬山市議会議員の政治倫理に関する基準

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833114&houcd=H4069
01010025&no=2&totalCount=3&jbnJiten=5040206
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833114&houcd=H5039
15200001&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5040206

常滑市
 政治倫理の確立のための常滑市長の資産等
の公開に関する条例
常滑市議会議員政治倫理条例

https://en3-jg.d1-
law.com/tokoname/d1w_reiki/H407901010020/H407901010020.html
https://en3-jg.d1-
law.com/tokoname/d1w_reiki/H426901010001/H426901010001.html

・有権者の1/50以
上
・議員2人以上

議員
特別な場
合は学識
者

江南市
政治倫理の確立のための江南市長の資産等
の公開に関する条例
江南市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-reiki.net/konan/reiki_honbun/i519RG00000051.html
https://www1.g-reiki.net/konan/reiki_honbun/i519RG00000600.html

・有権者の1/50以
上
・議員定数の1/3
以上（複数会派）

議員のみ

小牧市

稲沢市
政治倫理の確立のための稲沢市長の資産等
の公開に関する条例
稲沢市議会議員政治倫理条例

http://www3.city.inazawa.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/i522RG00000060.
html
http://www3.city.inazawa.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/i522RG00001322.
html

・有権者の1/50以
上
・議員定数の1/8
以上

議員のみ

新城市
政治倫理の確立のための新城市長の資産等
の公開に関する条例
新城市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-
reiki.net/shinshiro/reiki_honbun/r366RG00000080.html
https://www1.g-
reiki.net/shinshiro/reiki_honbun/r366RG00000693.html

・有権者の1/100
以上
・議員定数の1/8
以上

議員のみ

東海市
政治倫理の確立のための市長の資産等の公
開に関する条例
東海市議会議員政治倫理要綱

https://www1.g-reiki.net/tokai-
city/reiki_honbun/i524RG00000051.html
https://www1.g-reiki.net/tokai-

・議員5人以上（複
数会派）

議員のみ



愛知県内市町村　政治倫理条例調査 2022.2.7　名古屋市民オンブズマン

政治倫理条例 URL 調査請求 審査会

大府市
政治倫理の確立のための市長の資産等の公
開に関する条例
大府市議会議員政治倫理条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8583316D&houcd=H4079
01010032&no=3&totalCount=4&jbnJiten=5040206
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8583316D&houcd=H4249
01010016&no=1&totalCount=4&jbnJiten=5040206

・有権者の1/50以
上
・議員定数の1/12
以上

議員のみ

知多市
政治倫理の確立のための知多市長の資産等
の公開に関する条例

https://www.city.chita.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e400RG00000026.h
tml

知立市

知立市長、副市長及び教育長の政治倫理条
例
知立市長の資産等公開条例
知立市議会議員政治倫理条例

https://en3-jg.d1-
law.com/chiryu/d1w_reiki/H422901010008/H422901010008.html
https://en3-jg.d1-
law.com/chiryu/d1w_reiki/H407901010030/H407901010030.html
https://en3-jg.d1-
law.com/chiryu/d1w_reiki/H424901010001/H424901010001.html

・有権者30名以上
・議員定数1/12以
上

議員のみ

尾張旭市
政治倫理の確立のための尾張旭市長の資産
等の公開に関する条例
尾張旭市議会議員政治倫理要綱

https://www1.g-
reiki.net/owariasahi.city/reiki_honbun/i528RG00000055.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/sigikai/seirinsin/seirinsin-

・議員3名以上j 議員のみ

高浜市
政治倫理の確立のための高浜市長の資産等
の公開に関する条例
高浜市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-
reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000044.html
https://www1.g-
reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000714.html

・有権者の1/50以
上
・議員定数の1/5
以上（複数会派）

議員のみ

岩倉市
政治倫理の確立のための岩倉市長の資産等
の公開に関する条例
岩倉市議会議員政治倫理条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833172&houcd=H4069
01010021&no=32&totalCount=76&fromJsp=SrMj
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833172&houcd=H4249
01010001&no=2&totalCount=20&fromJsp=SrMj

・有権者の1/50以
上
・議員2名以上

議員のみ

豊明市
政治倫理の確立のための豊明市長の資産等
の公開に関する条例
豊明市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-
reiki.net/toyoake/reiki_honbun/i531RG00000027.html
https://www1.g-

・有権者100名以
上
・議員3人以上

議員のみ

日進市
政治倫理の確立のための日進市長の資産等
の公開に関する条例
日進市議会議員政治倫理条例

https://www.city.nisshin.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00
000035.html
https://www.city.nisshin.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00
000497.html

・有権者1/50以上
・議員定数1/5以
上

議員のみ
（審査請
求を行っ
た議員以
外）

田原市 田原市議会議員政治倫理規程
https://www1.g-
reiki.net/city.tahara/reiki_honbun/i587RG00000579.html

・議員2名以上
学識経験
者及び議
員
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愛西市
政治倫理の確立のための愛西市長の資産等
の公開に関する条例
愛西市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-reiki.net/aisai/reiki_honbun/r178RG00000022.html
https://www1.g-reiki.net/aisai/reiki_honbun/r178RG00000997.html

・有権者1/100以
上
・議員6名以上

議員のみ

清須市
政治倫理の確立のための清須市長の資産等
の公開に関する条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A858331D2&houcd=H4179
01010009&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj

北名古屋市
政治倫理の確立のための北名古屋市長の資
産等の公開に関する条例
北名古屋市議会議員政治倫理規程

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/profile/reiki_int/reiki_honbun/r363R
G00000034.html
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/profile/reiki_int/reiki_honbun/r363R
G00000986.html

・議員定数1/5以
上

議員のみ

弥富市
政治倫理の確立のための弥富市長の資産等
の公開に関する条例

https://www1.g-reiki.net/yatomi/reiki_honbun/r343RG00000034.html

みよし市 みよし市議会議員政治倫理条例
https://www1.g-reiki.net/aichi-
miyoshi/reiki_honbun/i569RG00001273.html

・有権者1/50以上
・議員定数1/5以

議員のみ

あま市
政治倫理の確立のためのあま市長の資産等
の公開に関する条例

https://www1.g-reiki.net/ama/reiki_honbun/r386RG00000042.html

長久手市

政治倫理の確立のための長久手市長の資産
等の公開に関する条例
長久手市議会議員政治倫理条例

https://www1.g-
reiki.net/nagakute/reiki_honbun/i534RG00000028.html
https://www1.g-
reiki.net/nagakute/reiki_honbun/i534RG00000431.html

・有権者1/100以
上
・議員定数1/4以
上

議員のみ

東郷町
政治倫理の確立のための東郷町長の資産等
の公開に関する条例
東郷町議会議員政治倫理条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85835820&houcd=H4079
01010021&no=3&totalCount=9
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85835820&houcd=H4279
01010019&no=2&totalCount=17&fromJsp=SrMj

・有権者1/100以
上
・議員定数1/2以
上

議員のみ

豊山町
政治倫理の確立のための豊山町長の資産等
の公開に関する条例

https://www1.g-
reiki.net/toyoyama/reiki_honbun/i536RG00000043.html

大口町
政治倫理の確立のための大口町長の資産等
の公開に関する条例

https://www.town.oguchi.lg.jp/FTPdirect/reiki_int/reiki_honbun/i542R
G00000026.html

扶桑町
政治倫理の確立のための扶桑町長等の資産
等の公開に関する条例

https://en3-jg.d1-
law.com/fuso/d1w_reiki/H407901010036/H407901010036.html

大治町
政治倫理の確立のための大治町長の資産等
の公開に関する条例
大治町議会議員政治倫理条例

https://www1.g-reiki.net/oharu/reiki_honbun/i550RG00000027.html
https://www1.g-reiki.net/oharu/reiki_honbun/i550RG00000349.html

・有権者50人以上
・議員3名以上

議員のみ
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蟹江町

政治倫理の確立のための蟹江町長の資産等
の公開に関する条例
蟹江町議会議員政治倫理条例

https://www1.g-reiki.net/kanie/reiki_honbun/i551RG00000036.html
https://www1.g-reiki.net/kanie/reiki_honbun/i551RG00000522.html

・有権者50人以上
・議員定数1/3以
上

議員のみ

飛島村
政治倫理の確立のための飛島村長の資産等
の公開に関する条例
飛島村議会議員政治倫理条例

https://www1.g-
reiki.net/tobishima/reiki_honbun/l900RG00000030.html
https://www1.g-
reiki.net/tobishima/reiki_honbun/l900RG00000586.html

・有権者20名以上
・議員3名以上

議員のみ

阿久比町
政治倫理の確立のための阿久比町長の資産
等の公開に関する条例
阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例

http://www.town.agui.lg.jp/category/reiki/reiki_honbun/i559RG00000
031.html
http://www.town.agui.lg.jp/category/reiki/reiki_honbun/i559RG00000
388.html

・議員3名以上（複
数会派）

議員のみ

東浦町
政治倫理の確立のための東浦町長の資産等
の公開に関する条例
東浦町議会議員の政治倫理に関する条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8583811E&houcd=H4079
01010003&no=3&totalCount=15
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8583811E&houcd=H4279
01010016&no=17&totalCount=37&fromJsp=SrMj

・有権者の1/100
以上
・議員3名以上（複
数会派）

議員のみ
（審査請
求した議
員を除く）

南知多町
政治倫理の確立のための南知多町長の資産
等の公開に関する条例

https://en3-jg.d1-
law.com/minamichita/d1w_reiki/H407901010018/H407901010018.htm

美浜町
政治倫理の確立のための美浜町長の資産等
の公開に関する条例

https://www.town.aichi-
mihama.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000048.htm

武豊町
政治倫理の確立のための武豊町長の資産等
の公開に関する条例
武豊町議会議員の政治倫理に関する条例

https://kri563.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://kri563.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView

・有権者の1/100
以上
・議員3名以上（複
数会派）

議員のみ
（審査請
求した議
員を除く）

幸田町

設楽町
政治倫理の確立のための設楽町長の資産等
の公開に関する条例

https://www.town.shitara.lg.jp/online/reiki/reiki_honbun/r253RG0000
0040.html

東栄町
政治倫理確立のための東栄町長の資産等の
公開に関する条例

https://www1.g-
reiki.net/town.toei/reiki_honbun/i576RG00000022.html

豊根村
政治倫理確立のための豊根村長の資産等の
公開に関する条例

http://www.vill.toyone.aichi.jp/gyousei/reiki_int/reiki_honbun/i577RG0
0000029.html


