
28.議員提出による新規の政策的条例案

(平成21年1月1日～12月31日、82市131件）

都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

北海道 札幌市 H
●札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォー
ムの促進に関する条例

原案可決

北海道 小樽市 C ●小樽市非核港湾条例案 否決

北海道 小樽市 C ●小樽市非核港湾条例案 否決

北海道 小樽市 C ●小樽市非核港湾条例案 否決

北海道 小樽市 C ●小樽市非核港湾条例案 否決

北海道 釧路市 C ●釧路市福祉給付条例 否決

北海道 釧路市 C
●釧路市環境負荷の低減等のための住宅リフォー
ムの促進に関する条例

否決

北海道 三笠市 A ●三笠市議会基本条例 原案可決

岩手県 宮古市 B ●宮古市食育及び地産地消の推進基本条例 原案可決

岩手県 一関市 C ●一関市産業振興基本条例 修正可決

岩手県 奥州市 C ●奥州市議会基本条例 原案可決

宮城県 仙台市 H
●仙台市介護サービスに係る費用の助成に関する
条例

否決

宮城県 仙台市 H ●仙台市新規就農者支援事業助成金交付条例 否決

宮城県 仙台市 H ●仙台市子どもの医療費の助成に関する条例 否決

秋田県 潟上市 A
●潟上市行政に係る基本的な計画の議決に関する
条例

修正可決

山形県 山形市 D ●不法投棄等のない山形市を目指す条例 原案可決

山形県 村山市 A
●村山市議会の議決すべき事件に関する条例につ
いて

原案可決

福島県 二本松市 B ●二本松市議会議員定数条例 原案可決

石川県 輪島市 A
●輪島市農業委員会の選任による委員の議会推薦
委員の定数に関する条例について

原案可決

石川県 加賀市 B ●加賀市議会の議員の定数を定める条例について 否決

福井県 勝山市 A
●勝山市議会の議決すべき事件を定める条例の制
定について

原案可決

福井県 坂井市 B ●坂井市議会の議員の定数を定める条例 原案可決

長野県 千曲市 B ●千曲市食料・農業・農村基本条例 原案可決



都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

東京都 八王子市 G ●八王子市政治倫理条例 否決

東京都 八王子市 G ●八王子市政治倫理条例 修正可決

東京都 立川市 C ●立川市高齢者入院見舞金支給条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市中小企業振興基本条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市住宅改修工事資金助成条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市私立幼稚園園児補助金交付条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市被害者等支援条例 否決

東京都 町田市 F ●町田市高齢者の医療費の助成に関する条例 継続審議

東京都 小金井市 C ●小金井市長寿高齢者入院見舞金支給条例 否決

東京都 港区 D ●港区における平和行政の推進に関する条例 継続審議

東京都 港区 D ●港区子どもの人権オンブズパーソン条例 継続審議

東京都 港区 D ●港区高齢者の医療費の助成に関する条例 継続審議

東京都 新宿区 D ●新宿区内共通買物券事業実施条例 否決

東京都 新宿区 D ●新宿区生活一時資金貸付条例 否決

東京都 新宿区 D
●新宿区要介護者に対する生活援助・外出介護
サービスの実施に関する条例

否決

東京都 新宿区 D
●新宿区高齢者に対する家事援助の実施に関する
条例

否決

東京都 文京区 C ●文京区生活一時資金貸付条例 否決

東京都 文京区 C ●文京区無料入浴券給付に関する条例 否決

東京都 文京区 C ●文京区訪問介護外出介助サービスに関する条例 否決

東京都 文京区 C ●文京区訪問介護生活援助サービスに関する条例 否決

東京都 文京区 C
●文京区訪問介護高齢者世帯援助サービスに関す
る条例

否決

東京都 品川区 E
●品川区高齢者医療入院時負担軽減支援金の支給
に関する条例

否決

東京都 目黒区 D ●目黒区高齢者の医療費の助成に関する条例 否決

東京都 目黒区 D
●目黒区議会の調査又は公聴会に出頭した者の費
用弁償等に関する条例

原案可決



都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

東京都 大田区 G ●大田区高齢者入院見舞金の支給に関する条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区小中学校入学支度金の支給に関する条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区出産祝金条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区高齢者入院見舞金の支給に関する条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区出産祝金条例 否決

東京都 世田谷区 G ●世田谷区就学援助条例 否決

東京都 渋谷区 C ●渋谷区中小企業緊急特別対策資金貸付条例 否決

東京都 渋谷区 C ●渋谷区学童保育条例 否決

東京都 渋谷区 C ●渋谷区重度要介護高齢者福祉手当条例 否決

東京都 渋谷区 C ●渋谷区高齢者生活支援手当条例 否決

東京都 渋谷区 C ●渋谷区高齢者の医療費の助成に関する条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区重度要介護高齢者福祉手当条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区高齢者介護保険料負担軽減助成条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区高齢者入院時負担軽減助成条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区重度要介護高齢者福祉手当条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区高齢者介護保険料負担軽減助成条例 否決

東京都 荒川区 C ●荒川区高齢者入院見舞金の支給に関する条例 否決

東京都 荒川区 C
●荒川区シルバーパス費用負担額の助成に関する
条例

否決

東京都 板橋区 G
●東京都板橋区高齢者入院時見舞金支給に関する
条例

否決

東京都 板橋区 G
●東京都板橋区介護保険外介護サービス事業に関
する条例

否決

東京都 板橋区 G ●東京都板橋区生活応援家賃助成に関する条例 否決

東京都 足立区 G ●足立区公衆浴場入浴料の助成に関する条例 継続審議

東京都 足立区 G
●足立区高齢者入院時負担軽減支援金の支給に関
する条例

継続審議

東京都 葛飾区 F ●葛飾区出産祝い金の支給に関する条例 否決



都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

東京都 葛飾区 F ●葛飾区重度要介護高齢者手当に関する条例 否決

東京都 葛飾区 F ●葛飾区生活一時資金貸付条例 否決

東京都 江戸川区 G
●江戸川区認可外保育施設における入園料の助成
に関する条例

継続審議

神奈川県 横浜市 H ●横浜市ネーミングライツ契約に関する条例 継続審議

神奈川県 藤沢市 F ●藤沢市地産地消の推進に関する条例 原案可決

神奈川県 相模原市 G ●相模原市議会議員の資産等の公開に関する条例 原案可決

茨城県 小美玉市 B ●小美玉市議会議員の政治倫理に関する条例 原案可決

栃木県 栃木市 B ●栃木市議会基本条例 原案可決

群馬県 前橋市 E
●前橋市長等政治倫理条例の制定についての修正
について

否決

群馬県 前橋市 E
●前橋市長等政治倫理条例の制定についての修正
について

否決

群馬県 沼田市 B
●沼田市、利根郡白沢村及び同郡利根村の配置分
合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置
に関する協議により定められた事項を変更する条例

否決

群馬県 藤岡市 B ●藤岡市ポイ捨ての防止に関する条例 否決

埼玉県 久喜市 B ●久喜市議会基本条例 原案可決

千葉県 千葉市 H ●千葉市大学奨学金支給条例 否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市父子家庭等支援手当支給条例 否決

千葉県 千葉市 H
●千葉市精神障害者に係る千葉都市モノレール運
賃の助成に関する条例

否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市多重債務者対策検討協議会設置条例 否決

千葉県 市原市 D
●市原市民に元気な笑顔を広げる地産地消推進条
例

原案可決

千葉県 流山市 C ●議会基本条例 原案可決

千葉県 南房総市 A ●南房総市観光振興基本条例 原案可決

静岡県 牧之原市 A ●牧之原市議会基本条例の制定について 原案可決

愛知県 豊田市 F ●豊田市議会基本条例 原案可決

愛知県 西尾市 C ●西尾市住民投票条例の制定について 否決

愛知県 大府市 B
●「健康都市おおぶ」みんなで美しいまちをつくる条
例

原案可決



都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

愛知県 尾張旭市 B ●尾張旭市父子児童扶養手当条例の制定について 撤回

三重県 津市 D
●津市高齢者バス料金助成乗車証に関する条例の
制定について

否決

大阪府 大阪市 H ●大阪市乳幼児等医療費助成条例案 否決

大阪府 堺市 H ●堺市議会の議決すべき事件等に関する条例 原案可決

大阪府 池田市 C ●池田市商業振興基本条例の制定について 否決

京都府 京丹後市 B ●京丹後市観光立市推進条例 原案可決

滋賀県 大津市 E ●大津市議会の議決に付すべき事件に関する条例 原案可決

滋賀県 長浜市 B
●長浜市の合併についての是非を問う住民投票条
例

その他 議決不要

兵庫県 尼崎市 F
●尼崎市における公共事業及び公契約の契約制度
のあり方に関する基本条例

否決

兵庫県 尼崎市 F
●尼崎市における公契約の契約制度のあり方に関
する基本条例

否決

兵庫県 尼崎市 F
●尼崎市における公共事業の契約制度のあり方に
関する条例

否決

兵庫県 洲本市 A ●洲本市議会基本条例 原案可決

兵庫県 たつの市 B ●たつの市議会議員定数条例 原案可決

奈良県 大和郡山市 B ●大和郡山市路上喫煙防止条例 原案可決

奈良県 天理市 B ●天理市議会基本条例 原案可決

奈良県 橿原市 C ●橿原市議会政治倫理条例 原案可決

奈良県 橿原市 C ●橿原市政治倫理条例 否決

鳥取県 倉吉市 B ●倉吉市くらしよし産業元気条例 原案可決

島根県 浜田市 B ●浜田市地産地消推進条例 原案可決

島根県 益田市 B ●益田市議会基本条例 原案可決

山口県 岩国市 C ●岩国ふるさと産業振興条例 原案可決

山口県 柳井市 A ●柳井市議会の議員の定数を定める条例 原案可決

山口県 山陽小野田市 B ●山陽小野田市寄付条例 原案可決

山口県 山陽小野田市 B ●山陽小野田市ふるさと支援基金条例 原案可決



都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様 ※「その他」の記述

徳島県 小松島市 A ●小松島市議会基本条例 原案可決

徳島県 小松島市 A ●小松島市議会議員政治倫理条例 原案可決

香川県 観音寺市 B ●観音寺市議会基本条例 原案可決

高知県 高知市 E ●歩きたばこ等の防止に関する条例制定議案 継続審議

福岡県 太宰府市 B ●太宰府古都・みらい基金条例の制定について 原案可決

佐賀県 伊万里市 B
●伊万里市政に係る基本的な計画の策定等の手続
きに関する条例

原案可決

長崎県 対馬市 A
●対馬市立学校適正規模、適正配置等検討委員会
条例の制定について

原案可決

熊本県 熊本市 G ●がまだす条例（議会基本条例） 否決

熊本県 菊池市 B ●菊池市議会議員定数条例 原案可決

宮崎県 日向市 B ●日向市中小企業振興基本条例 否決

鹿児島県 枕崎市 A
●枕崎市議会議員の報酬の特例に関する条例の制
定について

原案可決

鹿児島県 指宿市 A ●指宿市議会議員定数条例の制定について 原案可決


