
28.　議員提出による新規の政策的条例案

(平成20年1月1日～12月31日、61市100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 ●札幌市福祉灯油助成条例案 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 ●小樽市非核港湾条例案 否決

北海道 釧路市 C ●釧路市福祉灯油助成条例 否決

北海道 釧路市 C ●釧路市福祉灯油助成条例 否決

北海道 苫小牧市 C ●苫小牧市介護保険サービス利用者負担額軽減事業条例 否決

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 北斗市 A ●北斗市議会議員定数条例 原案可決

岩手県 八幡平市 A ●八幡平市議会議員定数条例 原案可決

福島県 南相馬市 B
●平成２０年４月１日から平成２２年１１月３０日までの間における議員
の報酬の減額に関する条例制定について

否決

新潟県 新発田市 C ●新発田市中小企業活性化推進基本条例 原案可決

新潟県 妙高市 A ●妙高市議会議員政治倫理条例 原案可決

富山県 高岡市 C ●放置自動車の処理に関する条例 否決

富山県 高岡市 C ●みんなでつくるまちの推進のための寄付条例 否決

福井県 あわら市 A ●あわら市学校施設整備基金条例 原案可決

福井県 坂井市 B ●坂井市寄附による市民参画条例 原案可決

東京都 立川市 C ●立川市民間住宅の耐震改修への助成に関する条例 否決

東京都 立川市 C ●立川市公契約条例 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 ●小金井市高齢者特別介助等の援助の実施に関する条例 否決

東京都 小金井市 C ●小金井市被保護世帯一時金支給条例 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 武蔵村山市 B ●武蔵村山市高齢者入院見舞金支給条例 否決

東京都 港区 C ●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 C ●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 C ●港区立中学校修学旅行費の補助に関する条例 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
●新宿区要介護者に対する生活援助・外出介助サービスの実施に関
する条例

否決

東京都 新宿区 D ●新宿区特定家庭用機器廃棄物の費用の助成に関する条例 否決

東京都 新宿区 D
●新宿区介護保険の保険料に係る負担軽減のための助成に関する条
例

否決

東京都 新宿区 D ●新宿区インフルエンザ予防接種の実施に関する条例 否決

東京都 新宿区 D ●新宿区生活一時金貸付条例 否決
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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 ●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 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 ●大田区小中学校等入学準備金の支給に関する条例 否決

東京都 渋谷区 C ●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 ●学童保育条例 否決

東京都 渋谷区 C ●重度要介護高齢者福祉手当条例 否決

東京都 渋谷区 C ●高齢者生活支援手当条例 否決

東京都 渋谷区 C ●高齢者生活支援手当条例 否決

東京都 豊島区 D ●豊島区介護保険外訪問介護サービス事業に関する条例 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 足立区 G ●足立区ながいき応援手当支給に関する条例 否決

東京都 足立区 G ●足立区小中学校等入学祝金の支給に関する条例 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

否決

東京都 江戸川区 G ●江戸川区小中学校等入学祝金の支給に関する条例 否決

東京都 江戸川区 G ●江戸川区後期高齢者入院時負担軽減事業実施条例 継続審議

茨城県 水戸市 D ●水戸市議会政治倫理条例 原案可決

茨城県 取手市 C ●取手市環境基金設置条例について 原案可決

群馬県 藤岡市 B ●藤岡市ポイ捨ての防止に関する条例 継続審議

千葉県 千葉市 H ●千葉市高齢者孤独死対策会議設置条例 否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市食の安全・安心推進委員会設置条例 否決

千葉県 千葉市 H
●千葉市生活保護受給世帯に対する通塾等に係る経費の助成に関す
る条例

否決

千葉県 千葉市 H ●千葉市都市モノレール事業あり方検討委員会設置条例 否決

千葉県 船橋市 G ●船橋市マンション建設と教育施設等整備の調整に関する条例 否決

千葉県 松戸市 F
●松戸市はり、きゆう、あん摩等施術費の助成に関する条例の制定に
ついて

否決

千葉県 松戸市 F ●松戸市議会基本条例の制定について 原案可決

千葉県 四街道市 B
●住民投票を教訓とし住民主体の市政を推進する条例の制定につい
て

修正可決
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静岡県 静岡市 H ●静岡市めざせ茶どころ日本一条例 原案可決

静岡県 浜松市 H ●浜松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

静岡県 熱海市 A ●熱海市落書きの防止に関する条例 修正可決

愛知県 一宮市 E ●一宮市落書き行為の防止に関する条例 原案可決

愛知県 高浜市 A ●高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例 原案可決

愛知県 北名古屋市 B ●北名古屋市議会議員の研修に関する条例 原案可決

三重県 桑名市 C
●桑名市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の制定につ
いて

原案可決

大阪府 高槻市 E ●高槻市議会議員政治倫理条例 原案可決

大阪府 高槻市 E ●高槻市議会議員政治倫理条例 否決

京都府 亀岡市 B ●亀岡市政治倫理条例 原案可決

京都府 木津川市 B
●木津川市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例の制定につ
いて

原案可決

兵庫県 神戸市 H ●神戸市敬老優待乗車証の交付に関する条例 否決

兵庫県 尼崎市 F ●尼崎市民平和条例について 否決

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
基本条例について

継続審議

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条例について 継続審議

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につい
て

継続審議

兵庫県 豊岡市 B ●豊岡市議会の議決に付すべき事件に関する条例 撤回

兵庫県 三田市 C ●三田市議会議員の政治倫理に関する条例 原案可決

奈良県 橿原市 C ●橿原市政治倫理条例 否決

奈良県 生駒市 C ●生駒市政治倫理条例 原案可決

和歌山県田辺市 B ●田辺市議会議員の定数条例 原案可決

和歌山県岩出市 B ●岩出市地球温暖化対策条例 修正可決

島根県 松江市 C ●松江市議会基本条例 原案可決

島根県 出雲市 C
●出雲市大社町に計画されている出雲阿國座(仮称)建設事業について
市民の賛否を問う住民投票条例

否決

岡山県 倉敷市 F ●倉敷市中小企業地域経済振興基本条例の制定について 否決

広島県 竹原市 A ●竹原市議会議員政治倫理条例 修正可決

高知県 南国市 B ●南国市ふるさと寄附条例 原案可決

高知県 南国市 B ●南国市ふるさと応援基金条例 原案可決

福岡県 北九州市 H ●北九州市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例 撤回

福岡県 北九州市 H ●北九州市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例 原案可決

長崎県 対馬市 A ●ツシマヤマネコ寄付条例の制定について 原案可決

熊本県 合志市 B ●合志市議会議員定数条例 原案可決

大分県 大分市 F ●大分市議会基本条例 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


