
27.議員提出による新規の政策的条例案
（平成18年1月1日～12月31日、80市121件）

都道府県 市区名
人口
段階

条例名 議決態様

北海道 札幌市 H 札幌市住宅耐震化促進条例案 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 小樽市 C 小樽市文化芸術振興条例 原案可決
北海道 釧路市 C 釧路市住宅改修促進助成条例 否決
北海道 恵庭市 B 恵庭市住宅リフォーム条例 継続審議
北海道 北広島市 B 北広島市住宅リフォームに関する条例 継続審議
岩手県 盛岡市 D 盛岡市乳幼児医療費助成条例 否決
岩手県 大船渡市 A 大船渡市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例 原案可決

秋田県 秋田市 E
秋田市未来を築く子どもを育むための市民や社会の役割に関す
る条例

原案可決

秋田県 男鹿市 A 男鹿市議会議員定数条例 原案可決
秋田県 仙北市 A 仙北市議会政務調査費の交付に関する条例 原案可決
山形県 新庄市 A 議会の議員の期末手当の特例に関する条例 原案可決
山形県 上山市 A 上山市議会議員の期末手当の特例に関する条例 原案可決
福島県 福島市 D 福島市サル餌付け禁止条例 原案可決
新潟県 胎内市 A 胎内市議会議員の定数を定める条例 原案可決
長野県 飯田市 C 飯田市自治基本条例 原案可決
長野県 飯田市 C 飯田市の議決すべき事件を定める条例 原案可決
長野県 千曲市 B 千曲市まちづくり基本条例 原案可決
長野県 千曲市 B 千曲市美しいまちづくり景観条例 原案可決
長野県 上田市 C 上田市議会の議決事件に関する条例 原案可決
東京都 立川市 C 立川市高齢者自立支援型ベッド貸与事業条例 否決
東京都 立川市 C 立川市障害者自立支援法の施行に伴う利用者負担軽減条例 否決
東京都 小金井市 C 小金井市高齢者緊急生活支援手当の支給に関する条例 否決
東京都 小金井市 C 小金井市私立幼稚園等園児保護者補助金の交付に関する条例 否決
東京都 小金井市 C 小金井市重度要介護高齢者手当条例 否決
東京都 小金井市 C 小金井市出産祝い金の支給に関する条例 否決

東京都 小金井市 C
小金井市立小学校及び中学校卒業記念アルバム作製費の補助
に関する条例

否決

東京都 日野市 C 日野市私立幼稚園入園支度金助成条例の制定について 否決
東京都 清瀬市 B 清瀬市高齢者緊急生活支援手当の支給に関する条例 否決
東京都 清瀬市 B 清瀬市不妊治療費助成事業条例 否決
東京都 港区 C 港区学校給食費助成条例 継続審議
東京都 港区 C 港区立中学校修学旅行費の補助に関する条例 継続審議
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 新宿区 D
新宿区障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに係る費
用の助成に関する条例

否決

東京都 文京区 C 文京区建築物耐震補強工事の助成に関する条例 否決
東京都 文京区 C 文京区建築物耐震補強工事の助成に関する条例 否決
東京都 文京区 C 文京区入院生活の支援に関する条例 否決
東京都 江東区 F 江東区重度要介護高齢者手当条例 否決
東京都 品川区 E 品川区建築物耐震改修工事助成条例 否決
東京都 品川区 E 品川区建築物耐震診断助成条例 否決
東京都 大田区 G 大田区障害福祉サービス食事の費用の助成に関する条例 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 渋谷区中小企業緊急特別対策資金貸付条例 否決
東京都 荒川区 C 荒川区子ども医療費助成条例 否決

※政策的条例案については、各市の判断に基づき、取り扱うものである。
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東京都 荒川区 C 荒川区就学援助条例 否決
東京都 荒川区 C 荒川区住宅リフォーム区内施行業者仕事づくり条例 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 板橋区 G 東京都板橋区住宅リフォーム工事資金助成条例 継続審議
東京都 板橋区 G 東京都板橋区重度要介護高齢者手当条例 否決
東京都 板橋区 G 東京都板橋区生まれる前から児童手当の支給に関する条例 否決

東京都 足立区 G
足立区における区民施設の廃止、統合及び売却に関する住民
投票条例

否決

東京都 足立区 G 足立区次世代育成クーポンの交付に関する条例 否決

東京都 足立区 G
足立区障害者自立支援に係る利用者負担額の助成に関する条
例

継続審議

東京都 足立区 G 足立区痛みやわらげ手当支給に関する条例 否決
東京都 葛飾区 F 葛飾区重度介護高齢者手当に関する条例 否決
神奈川県 小田原市 C 小田原市深夜花火規制条例 原案可決
神奈川県 逗子市 B 逗子市深夜花火規制条例 原案可決
神奈川県 三浦市 A 三浦市経済振興基本条例 否決
神奈川県 秦野市 C 秦野市紙おむつ給付事業の実施に関する条例 否決
茨城県 石岡市 B 石岡市政治倫理条例 原案可決
茨城県 北茨城市 B 北茨城市住宅リフォーム資金助成条例 否決
茨城県 笠間市 B 笠間市政治倫理条例 原案可決
茨城県 取手市 C 取手市自転車安全利用条例について 撤回
茨城県 取手市 C 取手市自転車安全利用条例について 原案可決
栃木県 宇都宮市 F 宇都宮市地産地消の推進に関する条例 原案可決
栃木県 下野市 B 下野市議会委員会条例 原案可決
栃木県 下野市 B 下野市議会事務局設置条例 原案可決

群馬県 前橋市 E
社会的価値の実現に資するための自治体契約制度のあり方に
関する基本条例

否決

埼玉県 熊谷市 C 熊谷市議会議員政治倫理条例 否決
埼玉県 秩父市 B 秩父市議会の議員の定数を定める条例 原案可決

埼玉県 北本市 B
北本市大規模小売店舗等の立地に伴う市及び設置者等の役割
を定める条例

原案可決

千葉県 千葉市 H 千葉市学校給食費補助金の交付に関する条例の制定について 否決

千葉県 千葉市 H
千葉市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者
負担の軽減に関する条例の制定について

否決

千葉県 千葉市 H
千葉市障害者自立支援法による利用者負担額の助成に関する
条例の制定について

否決

千葉県 市川市 F
市川市介護保険サービスに係る施設利用負担額軽減に関する
条例

否決

千葉県 市川市 F 市川市男女共同参画社会基本条例 原案可決
千葉県 船橋市 G 船橋市高齢者自立支援のためのベッド貸与に関する条例 否決
千葉県 船橋市 G 船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例 原案可決
千葉県 船橋市 G 船橋市児童福祉施設入所費用助成条例 否決

千葉県 船橋市 G
船橋市障害者自立支援法に基づく利用者負担額の助成に関す
る条例

否決

千葉県 柏市 E
旧柏市域の指定再生ごみ袋制度について市民の賛否を問う住
民投票条例の制定について

否決

千葉県 流山市 C
流山市指定管理者における市長及び流山市議会議員の兼業禁
止に関する条例

原案可決

千葉県 四街道市 B 四街道市乳幼児医療費の助成に関する条例 修正可決
静岡県 三島市 C 三島市介護保険料及び利用者負担の助成に関する条例案 否決
三重県 名張市 B 名張市子ども条例 原案可決
三重県 志摩市 B 志摩市議会政務調査費の交付に関する条例 原案可決

大阪府 大阪市 H
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等に要した費用の
支給に関する条例案

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
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大阪府 堺市 H 堺市障害者在宅自立支援費支給条例 否決
大阪府 吹田市 E 吹田市議会基本条例 継続審議
大阪府 枚方市 F 職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例 原案可決

大阪府 交野市 B 交野市障がい者在宅自立支援費支給条例
継続審査
の後、撤
回

京都府 舞鶴市 B 舞鶴市痛み和らげ手当支給条例の制定について 否決
京都府 宇治市 C 子育て支援医療費支給に関する条例 否決
京都府 宇治市 C 障害者福祉サービス等利用支援助成金交付条例 否決
京都府 宇治市 C 中小企業・地域経済振興基本条例 否決
京都府 亀岡市 B 亀岡市痛みやわらげ手当支給条例 継続審議
滋賀県 高島市 B 高島市市外妊婦検診等通院助成条例案 否決
滋賀県 高島市 B 高島市出産祝い金条例案 否決
兵庫県 芦屋市 B 芦屋市男女共同参画社会づくり条例 継続審議
兵庫県 赤穂市 B 赤穂市犯罪被害者等支援条例 原案可決
兵庫県 丹波市 B 丹波市議会議員政治倫理条例 原案可決
兵庫県 丹波市 B 丹波市議会定数条例 原案可決
広島県 呉市 D 呉市議会議員政治倫理条例の制定について 原案可決
広島県 三次市 B 三次市議会の議決に付すべき事件に関する条例 原案可決
山口県 下関市 D 下関市住宅リフォーム条例 否決
徳島県 三好市 A 三好市議会政務調査費の交付に関する条例 原案可決

愛媛県 松山市 G 松山市議会議員の政治倫理に関する条例の制定について

継続審議
後、議員
の任期満
了に伴い
廃案

福岡県 北九州市 H
北九州市障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等に要し
た費用の支給に関する条例

否決

福岡県 福岡市 H 福岡市議会議員選挙公報発行条例案 原案可決
福岡県 福岡市 H 福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例案 原案可決

福岡県 福岡市 H
福岡市風俗関連の営業に係る勧誘，誘引及び客待ち等の防止
に関する条例案

原案可決

福岡県 嘉麻市 A 嘉麻市政治倫理条例 修正可決

佐賀県 唐津市 C
玄海原子力発電所におけるプルサーマル計画実施の是非に関
する住民投票条例

否決

長崎県 大村市 B 大村市水道水源保護条例 原案可決
長崎県 壱岐市 A 壱岐市水道水源保護条例 原案可決
大分県 由布市 A 由布市議会の議決事件に関する条例 原案可決
沖縄県 那覇市 E 那覇市路上喫煙防止条例 原案可決
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