
27.　議員提出による新規の政策的条例案

(平成19年1月1日～12月31日、68市97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 ●札幌市文化芸術振興条例案 原案可決

北海道 函館市 D ●函館市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 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 根室市 A ●根室市議会委員会条例 原案可決

北海道 根室市 A ●根室市議会議員の報酬の特例に関する条例 原案可決

北海道 北広島市 B ●北広島市住宅リフォーム助成に関する条例の制定について 撤回

岩手県 盛岡市 D ●盛岡市高齢者バス運賃助成条例 否決

岩手県 盛岡市 D ●盛岡市新規高卒者雇用促進奨励金交付条例 否決

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 二戸市 A ●二戸市農業・農山村振興条例 撤回

宮城県 岩沼市 A ●岩沼市飼い犬のふんの放置の防止に関する条例 原案可決

宮城県 大崎市 C ●議会の議決すべき事件に関する条例 原案可決

秋田県 能代市 B ●能代市議会議員政治倫理条例 原案可決

山形県 酒田市 C ●酒田市公益のまちづくり条例 原案可決

山形県 天童市 B ●天童市飲酒運転防止条例 否決

山形県 天童市 B ●天童市ポイ捨て禁止条例 否決

山形県 尾花沢市 A ●尾花沢市農業振興条例の設定について 原案可決

新潟県 新潟市 H ●新潟市農業及び農村の振興に関する条例 原案可決

新潟県 燕市 B ●燕市議会議員定数条例 原案可決

富山県 氷見市 B ●氷見市住民投票条例 否決

福井県 勝山市 A ●勝山市議会議員政治倫理条例 原案可決

東京都 立川市 C ●立川市民間住宅耐震診断及び改修助成に関する条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市小中学校等入学祝金の支給に関する条例 否決

東京都 三鷹市 C ●三鷹市生活応援手当支給条例 否決

東京都 小金井市 C ●小金井市高齢者入院見舞金支給条例 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 原案可決

東京都 小金井市 C
●小金井市新可燃ごみ処理施設建設場所選定等市民検討委員会設置条
例

否決

東京都 狛江市 B ●狛江市長の在任期間に関する条例 否決

東京都 東大和市 B ●東大和市副市長及び収入役の給与の特例に関する条例 否決

東京都 東久留米市 C ●東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例 原案可決

東京都 港区 C ●港区痛みやわらげ手当の支給に関する条例 継続審議

東京都 港区 C ●港区小中学校等入学準備金の支給に関する条例 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 新宿区 D ●新宿区中小企業振興基本条例 否決

東京都 文京区 C ●文京区重度要介護高齢者手当に関する条例 否決
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の
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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 ●文京区重度要介護高齢者手当に関する条例 否決

東京都 品川区 E ●品川区文化芸術・スポーツのまちづくり条例 原案可決

東京都 品川区 E ●品川区出産祝い金条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区痛みやわらげ手当支給に関する条例 否決

東京都 大田区 G ●大田区小中学校等入学準備金の支給に関する条例 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 ●荒川区重度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 ●荒川区高齢者介護保険料負担軽減助成条例 否決

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 審議未了

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

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 江戸川区 G
●江戸川区青年の雇用の安定と創出を図るための支援奨励金の支給に
関する条例

継続審議

神奈川県 平塚市 D ●平塚市民のこころと命を守る条例 原案可決

神奈川県 相模原市 G
●政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関
する県市基本協定等の締結について議会の議決事件と定める条例につ
いて

否決

神奈川県 秦野市 C ●秦野市農業基本条例を制定することについて 否決

神奈川県 海老名市 C ●海老名市平和事業推進に関する条例 原案可決

神奈川県 座間市 C ●座間市協働のまちづくり条例 その他

議決不要
（当局提
案の同趣
旨条例が
可決され
た為）

茨城県 取手市 C ●取手市地球温暖化対策条例について 審議未了

栃木県 下野市 B ●下野市議会議員政治倫理条例 原案可決

埼玉県 朝霞市 C ●朝霞市基地跡地整備計画の是非を住民投票に付するための条例 否決

埼玉県 富士見市 C ●富士見市をきれいにする条例 原案可決

埼玉県 幸手市 B ●幸手市紙おむつ支給事業条例 否決

埼玉県 幸手市 B ●幸手市福祉タクシー利用料補助事業条例 否決

埼玉県 幸手市 B ●幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業条例 否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市下水道あり方検討委員会設置条例 否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市子どもを虐待から守る条例 否決

千葉県 柏市 E ●乳幼児医療費助成条例 否決

千葉県 流山市 C ●流山市子育てにやさしいまちづくり条例 原案可決

愛知県 北名古屋市 B ●北名古屋市議会基本条例 原案可決

三重県 松阪市 C
●松阪駅西地区市街地再開発事業について市民の賛否を問う住民投票
条例

否決

三重県 伊賀市 C ●伊賀市議会基本条例 原案可決

岐阜県 瑞穂市 A ●瑞穂市政治倫理条例の制定について 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

大阪府 高石市 B ●高石市外部監査契約に基づく監査に関する条例制定について 原案可決

大阪府 交野市 B ●交野市障がい者等の補装具費負担額の助成に関する条例 否決

大阪府 交野市 B ●交野市通所サービスに係る利用者食費負担額の助成に関する条例 否決

京都府 宇治市 C ●宇治市木造住宅耐震改修工事費助成条例を制定するについて 否決

京都府 亀岡市 B ●亀岡市痛みやわらげ手当支給条例の制定について 否決

京都府 京田辺市 B ●京田辺市増税やわらぎ手当支給条例 否決

奈良県 生駒市 C ●生駒市政治倫理条例 否決

奈良県 生駒市 C ●生駒市政治倫理条例 継続審議

和歌山県 岩出市 B ●岩出市がん対策推進条例 修正可決

和歌山県 岩出市 B ●岩出市地球温暖化対策条例 継続審議

島根県 出雲市 C ●出雲市がん撲滅対策推進条例 原案可決

島根県 出雲市 C ●出雲市議会基本条例 原案可決

広島県 竹原市 A ●竹原市議会議員政治倫理条例 継続審議

香川県 高松市 F ●高松市行政に係る基本計画の議決等に関する条例の制定について 継続審議

福岡県 田川市 B ●田川市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 原案可決

福岡県 宗像市 B ●宗像市政治倫理条例 原案可決

福岡県 宗像市 B ●宗像市職員倫理条例 修正可決

熊本県 熊本市 G ●熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例 原案可決

熊本県 菊池市 B
●地方自治法第96条第2項の規定による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

熊本県 合志市 B ●合志市政治倫理条例 原案可決

大分県 国東市 A ●国東市飲酒運転根絶に関する条例 原案可決

宮崎県 日向市 B ●日向市中小企業振興基本条例 継続審議

鹿児島県 大口市 A ●大口市市民パブリック・コメント手続条例の制定について 審議未了


