
３．議会関係

（１１）議員提案による条例（議会・議員に関するものを除く）に関する調　（平成３０年４月１日　から　令和３年３月３１日　まで）

　①　都道府県分

　　ア　総括表

（単位：件）

都道府県名 提案者の別 原案可決 修正可決 否決 撤回 審議未了 その他 計

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 1 1

議員提案 2 1 3

委員会提案 1 1

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 5 5

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 2 2

議員提案 8 1 9

委員会提案 0

議員提案 4 4

委員会提案 0

議員提案 2 1 21 24

委員会提案 0

議員提案 6 6

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 3 3

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 3 3

委員会提案 0

議員提案 5 5

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 2 2

議員提案 2 2

委員会提案 0

静岡県

愛知県

三重県

京都府

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

山形県

福島県

茨城県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



都道府県名 提案者の別 原案可決 修正可決 否決 撤回 審議未了 その他 計

議員提案 3 1 4

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 4 4

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 1 1 2

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 3 3

委員会提案 0 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

議員提案 1 1

委員会提案 0

鹿児島県

沖縄県

高知県

福岡県

佐賀県

熊本県

大分県

宮崎県

奈良県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

大阪府

兵庫県



　　イ　内訳表

都道府県名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

北海道
北海道植樹の日・育樹の日条
例

議員 ○ H30.12.13 H30.12.25

北海道
北海道花きの振興に関する条
例

議員 ○ R2.7.3 R2.7.14

青森県
青森県がん対策推進条例の一
部を改正する条例

議員 ○ H31.3.15 H31.3.22

岩手県
岩手県県産木材等利用促進条
例

議員 ○ H31.3.25 H31.4.1

岩手県
東日本大震災津波を語り継ぐ
日条例

委員会 ○ R3.2.17 R3.2.19

岩手県
岩手県主要農作物等の種子等
に関する条例

議員 ○ R3.3.25 R3.4.1

宮城県
宮城県いじめ防止対策推進
条例

委員会 ○ H30.11.26 H30.12.1

宮城県
食材王国みやぎの伊達な乾杯
条例

議員 ○ R1.10.4 R1.10.11

宮城県
宮城県新型コロナウイルス
感染症対策基本条例

議員 ○ R3.3.19 R3.3.26

秋田県
秋田県歯と口腔の健康づくり
推進条例の一部を改正する条
例（改正）

議員 ○ R3.3.5 R3.4.1

秋田県 秋田県主要農作物種子条例 議員 ○ R3.3.5 R3.4.1

山形県 山形県スポーツ推進条例 議員 ○ H31.3.13 H31.3.15

福島県
福島県子どもを虐待から守る
条例

議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

福島県 ふくしま受動喫煙防止条例 議員 ○ R3.3.19 R3.4.1

茨城県
茨城県手話言語の普及の促進
に関する条例

議員 ○ H30.9.27 H30.10.2

茨城県
茨城県子どもを虐待から守る
条例

議員 ○ H30.11.14 H31.4.1

茨城県
茨城県いじめの根絶を目指す
条例

議員 ○ R1.12.20 R2.4.1

茨城県 茨城県主要農作物等種子条例 議員 ○ R1.12.20 R2.4.1

茨城県
茨城県災害ボランティア活動
を支援し，促進するための条
例

議員 ○ R2.12.15 R2.12.18

栃木県
栃木県プラスチック資源循環
推進条例

議員 ○ R2.3.9 R2.3.10

栃木県 栃木県犯罪被害者等支援条例 議員 ○ R3.3.9 R3.4.1

群馬県
林業県ぐんま県産木材利用促
進条例

委員会 ○ H30.12.17 H31.4.1

群馬県
群馬県民の読書活動の推進に
関する条例

議員 ○ H31.3.12 H31.4.1



都道府県名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

群馬県
群馬県鳥獣被害対策の推進に
関する条例

委員会 ○ H31.3.12 H31.4.1

埼玉県
埼玉県青少年健全育成条例の
一部を改正する条例

議員 ○ H30.10.12 H31.4.1

埼玉県 埼玉県特殊詐欺撲滅条例 議員 ○ H31.3.15 H31.3.19

埼玉県
埼玉県被保護者等住居・生活
サービス提供事業の業務の適
正化等に関する条例

議員 ○ R1.12.20 R2.4.1

埼玉県 埼玉県ケアラー支援条例 議員 ○ R2.3.27 R2.3.31

埼玉県 埼玉県受動喫煙防止条例 議員 ○ R2.3.27 R3.4.1

埼玉県
埼玉県青少年健全育成条例の
一部を改正する条例

議員 ○ R2.7.7 R2.7.7

埼玉県
埼玉県迷惑行為防止条例の一
部を改正する条例

議員 ○ R2.12.18 R3.4.1

埼玉県
埼玉県エスカレーターの安全
な利用の促進に関する条例

議員 ○ R3.3.4 R3.10.1

千葉県
千葉県文化芸術の振興に関す
る条例

議員 ○ H30.10.11 H30.10.19

千葉県
千葉県子どもを虐待から守る
条例(改正)

議員 ○ R1.10.10 R1.10.18

千葉県

千葉県新型コロナウイルス感
染症に係る臨時の医療施設の
開設等の迅速化及び円滑化に
関する条例

議員 ○ R2.4.30 R2.5.1

千葉県 千葉県犯罪被害者等支援条例 議員 ○ R3.3.2 R3.4.1

東京都

東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会に係
る文書等の保管及び承継に関
する条例

議員 ○ R2.3.27 R2.3.31

東京都 東京都こども基本条例 議員 ○ R3.3.26 R3.4.1

東京都
東京都新型コロナウイルス感
染症対策条例の一部を改正す
る条例

議員 ○ R3.3.26 R3.4.1

新潟県
新潟県特定野生鳥獣の管理及
び有効活用の推進に関する条
例（改正）

議員 ○ H30.10.12 H30.10.19

新潟県
新潟県活力ある長寿社会の実
現の推進に関する条例

議員 ○ H30.12.21 H30.12.27

新潟県
新潟県がん対策推進条例（改
正）

議員 ○ H30.12.21 H30.12.27

新潟県
新潟県県産木材の供給及び利
用の推進に関する条例

議員 ○ H30.12.21 H30.12.27

新潟県
新潟県スポーツの推進に関す
る条例

議員 ○ H31.3.19 H31.3.29

新潟県
新潟県いじめ等の対策に関す
る条例

議員 ○ R2.12.18 R2.12.25

富山県
富山県中山間地域における持
続可能な地域社会の形成に関
する条例

議員 ○ H31.3.13 H31.3.15



都道府県名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

石川県 石川県主要農作物種子条例 議員 ○ R2.3.23 R2.4.1

石川県 石川県県産材利用促進条例 議員 ○ H30.6.20 H30.6.25

福井県 福井県家庭教育支援条例 議員 ○ R2.10.7 R2.10.12

福井県
福井県歯と口腔の健康づくり
推進条例

議員 ○ R3.3.22 R3.4.1

山梨県 山梨県県産木材利用促進条例 委員会 ○ H31.3.15 H31.4.1

山梨県
山梨県電話詐欺等被害撲滅に
関する条例

委員会 ○ R2.3.23 R2.4.1

山梨県 山梨県スポーツ推進条例 委員会 ○ R3.3.22 R3.4.1

長野県 長野県脱炭素社会づくり条例 議員 ○ R2.10.2 R2.10.19

岐阜県 岐阜県主要農作物種子条例 議員 ○ H31.3.22 H31.4.1

岐阜県
岐阜県民の歯・口腔の健康づ
くり条例（改正）

議員 ○ R1.6.27 R1.7.1

岐阜県
岐阜県食品安全基本条例（改
正）

議員 ○ R2.3.18 R3.6.1

静岡県
静岡県自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例

議員 ○ H31.3.8
H31.4.1

（一部H31.10.1)

静岡県 静岡県水産振興条例 議員 ○ H31.3.8 H31.3.26

静岡県

消防団の活動に協力する事業
所等を応援する県税の特例に
関する条例の一部を改正する
条例

議員 ○ H31.3.8 H31.3.26

静岡県
新型コロナウイルスに打ち勝
つ静岡県民支え合い基金条例

議員 ○ R2.5.20 R2.5.20

静岡県
事業者等を守り育てる静岡県
公契約条例

議員 ○ R3.3.17 R3.3.26

愛知県
主要農作物の品種の開発並び
に種子の生産及び供給に関す
る条例

議員 ○ R2.3.25 R2.4.1

三重県
障がいの有無にかかわらず誰
もが共に暮らしやすい三重県
づくり条例

委員会 ○ H30.6.29
H30.10.1

（一部を除く）

三重県 三重の木づかい条例 議員 ○ R3.3.23
R3.4.1

（一部R3.10.1）

三重県
三重の森林づくり条例（改
正）

委員会 ○ R3.3.23 R3.4.1

京都府 京都府宇治茶普及促進条例 議員 ○ H31.3.13 H31.4.1

京都府
京都府交通安全基本条例(改
正）

議員 ○ R2.12.16 R2.12.23

大阪府
大阪府子どもの受動喫煙防止
条例

議員 ○ H30.12.10 H30.12.13



都道府県名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

大阪府
高等学校等の授業料無償化等
を推進する条例

議員 ○ H31.3.15 H31.3.20

大阪府
大阪戦略調整会議の設置に関
する条例を廃止する条例

議員 ○ R1.5.31 R1.6.5

兵庫県
中小企業の振興に関する条例
（改正）

議員 ○ R1.12.13 R1.12.16

奈良県
奈良県部落差別の解消の推進
に関する条例

議員 ○ H31.3.15 H31.3.22

広島県 広島県県産木材利用促進条例 議員 ○ H30.10.2 H30.10.9

広島県 広島県主要農作物等種子条例 議員 ○ R2.6.30 R2.7.6

山口県
受動喫煙防止の取組の推進に
関する条例

議員 ○ H30.10.12 H30.10.16

徳島県
徳島県消費者市民社会の構築
に関する条例

議員 ○ H30.10.10 H30.10.24

徳島県
笑顔が踊るとくしま歯と口腔
の健康づくり推進条例の一部
を改正する条例

議員 ○ H30.12.20 H30.12.27

徳島県
徳島県交通安全の推進に関す
る条例

議員 ○ R2.3.10 R2.3.17

徳島県 徳島県主要農作物等種子条例 議員 ○ R3.3.10 R3.3.19

香川県
香川県ネット・ゲーム依存症
対策条例

議員 ○ R2.3.18 R2.4.1

愛媛県
愛媛県木材の供給及び利用の
促進に関する条例

議員 ○ H30.12.17 H30.12.25

愛媛県
愛媛県の未来を創る農業・農
村振興条例

議員 ○ R3.3.19 R3.4.1

高知県
高知県自転車の安全で適正な
利用の促進
に関する条例

議員 ○ H30.10.12 H31.4.1

高知県
高知県歯と口の健康づくり条
例(改正）

議員 ○ R2.3.23 R2.4.1

福岡県
観光王国九州とともに輝く福
岡県観光振興条例(改正）

議員 ○ R1.10.16 R2.4.1

福岡県
福岡県飲酒運転撲滅運動の推
進に関する条例（改正）

議員 ○ R2.6.5
R3.4.1

（一部　R2.6.19、
R2.8.25)

福岡県
福岡県ワンヘルス推進基本条
例

議員 ○ R2.12.18 R3.1.5

佐賀県
佐賀県手話言語と聞こえの共
生社会づくり条例

議員 ○ H30.9.25 H30.9.26

熊本県 くまもと県産酒で乾杯条例 議員 ○ H30.12.19 H30.12.21

熊本県
熊本県五木村振興推進条例の
一部を改正する条約

議員 ○ H31.3.15 H31.4.1

大分県
豊かな人生を送るために「人
生会議」の普及啓発を推進す
る条例

議員 ○ R2.7.1 R2.7.8

大分県 大分県手話言語条例 議員 ○ R3.3.5 R3.3.12



都道府県名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

宮崎県 宮崎県木材利用促進条例 議員 ○ R3.3.17 R3.3.24

鹿児島県

言語としての手話の認識の普
及及び手話を使用しやすい環
境の整備に関するかごしま県
民条例

議員 ○ R2.3.24 R2.3.27
一部規定は，令和3年

4月1日から施行

計 95件 93件 2件



　②　市町村分

　　ア　総括表

（単位：件）

都道府県名 提案者の別 原案可決 修正可決 否決 撤回 審議未了 その他 計

議員提案 9 1 10

委員会提案 0

議員提案 1 1 2

委員会提案 2 2

議員提案 4 4

委員会提案 4 4

議員提案 3 3

委員会提案 1 1

議員提案 1 1

委員会提案 3 3

議員提案 3 1 4

委員会提案 1 1

議員提案 7 1 8

委員会提案 1 1

議員提案 11 11

委員会提案 2 2

議員提案 2 2

委員会提案 0

議員提案 3 1 4

委員会提案 3 3

議員提案 16 7 1 24

委員会提案 4 4

議員提案 3 22 25

委員会提案 4 4

議員提案 18 2 173 2 4 199

委員会提案 0

議員提案 6 15 1 22

委員会提案 1 1

議員提案 3 3

委員会提案 4 4

議員提案 2 2

委員会提案 1 1

議員提案 3 3

委員会提案 1 1

議員提案 1 1 2

委員会提案 0

議員提案 2 1 3

委員会提案 0

議員提案 1 1 2

委員会提案 4 4

議員提案 2 2 4

委員会提案 0

議員提案 7 7

委員会提案 2 2

議員提案 10 3 13

委員会提案 3 3

議員提案 1 1

委員会提案 3 3

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

福島県

茨城県

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県



都道府県名 提案者の別 原案可決 修正可決 否決 撤回 審議未了 その他 計

議員提案 9 9

委員会提案 2 2

議員提案 1 7 8

委員会提案 4 4

議員提案 19 5 1 25

委員会提案 1 1 2

議員提案 9 2 4 15

委員会提案 1 1

議員提案 7 5 12

委員会提案 1 1

議員提案 8 8

委員会提案 1 1

議員提案 3 1 4

委員会提案 3 3

議員提案 0

委員会提案 2 2

議員提案 3 1 1 5

委員会提案 5 5

議員提案 1 1

委員会提案 1 1

議員提案 1 1 2

委員会提案 0

議員提案 4 1 3 1 9

委員会提案 1 1

議員提案 0

委員会提案 1 1

議員提案 2 2

委員会提案 1 1

議員提案 3 3

委員会提案 1 1

議員提案 6 1 3 10

委員会提案 1 1

議員提案 1 1 2

委員会提案 1 1

議員提案 6 1 7

委員会提案 0

議員提案 7 7

委員会提案 1 1

議員提案 5 5

委員会提案 0

議員提案 3 3

委員会提案 2 2

議員提案 2 2

委員会提案 0

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

宮崎県

沖縄県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

熊本県

大分県

鹿児島県



　　イ　内訳表

都道府県名 市町村名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

北海道 函館市 函館市がん対策推進条例 議員 ○ R2.12.8 R3.4.1

北海道 根室市
根室市新型コロナウイルス感
染症関係者の人権擁護に関す
る条例

議員 ○ R3.2.12 R3.2.12

北海道 滝川市 滝川市乾杯条例 議員 ○ H30.12.13 H30.12.21

北海道 恵庭市 恵庭市ふるさと産業振興条例 議員 ○ H30.10.12 H31.4.1

北海道 伊達市
伊達市新型コロナウイルス感
染症の感染者等の人権の擁護
に関する条例

議員 ○ R2.12.14 R2.12.14

北海道 島牧村
島牧村有害鳥獣捕獲金交付条
例

議員 ○ H31.1.28 H31.4.1

北海道 島牧村
島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交
付条例

議員 ○ H31.1.28 H31.4.1

北海道 島牧村
島牧村に放射性物質等を持ち
込ませない条例

議員 ○ R2.12.15 R2.12.16

北海道 黒松内町
黒松内町に放射性物質等を持
ち込ませない条例

議員 ○ R3.3.16 R3.3.17

北海道 積丹町
積丹町に放射性物質等を持ち
込ませない条例

議員 ○ R3.3.12 R3.3.15

青森県 つがる市 つがる市議会基本条例 委員会 ○ H30.12.14 H31.2.11

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町議会基本条例 委員会 ○ R2.12.14 R3.6.1

青森県 大鰐町
大鰐温泉運営委員会条例（改
正）

議員 ○ R1.6.13 R1.6.13

岩手県 盛岡市
盛岡市スポーツを通じた健康
づくりの推進に関する条例

議員 ○ H31.3.27 H31.3.27

岩手県 宮古市
宮古市放射性廃棄物を持ち込
ませない条例

議員 ○ R2.6.18 R2.7.1

岩手県 北上市
北上市議会議員の議員報酬等
の特例に関する条例

議員 ○ R2.3.12 R2.4.1

岩手県 北上市
北上市議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R3.3.26 R3.4.1

岩手県 八幡平市
八幡平市議会委員会条例
（改正）

委員会 ○ R2.3.17 R2.3.19

岩手県 八幡平市
八幡平市議会委員会条例
（改正）

委員会 ○ R3.3.23 R3.4.1

岩手県 紫波町 紫波町地産地消推進条例 委員会 ○ R3.3.17 R3.3.17

岩手県 岩泉町
岩泉町放射性廃棄物の持ち込
み拒否等に関する条例

委員会 ○ R2.12.8 R3.1.1

宮城県 仙台市
仙台市人と猫との共生に関す
る条例

議員 ○ R1.6.24 R2.4.1

宮城県 大崎市
大崎市障がいのある人のコ
ミュニケーション手段の利用
を促進する条例

議員 ○ R1.6.13 R1.6.13

宮城県 七ヶ浜町
七ヶ浜町新型コロナウイルス
感染症に係る感染者等の人権
擁護に関する条例

議員 ○ R3.2.9 R3.2.13

宮城県 利府町
利府町議会の議決すべき事件
に関する条例

委員会 ○ R1.6.14 R1.6.17



都道府県名 市町村名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

秋田県 八郎潟町
八郎潟町議会議員政治倫理条
例

委員会 ○ R1.9.13 R1.10.1

秋田県 羽後町
地方自治法第九十六条第二項
の規定による議会の議決すべ
き事件に関する条例

委員会 ○ H30.9.19 H30.9.20

秋田県 羽後町
羽後町の私債権の管理に関す
る条例

委員会 ○ H31.3.19 H31.4.1

山形県 山形市
山形市子どもの受動喫煙防止
条例

委員会 ○ R2.10.2 R3.3.1

山形県 上山市
上山市議会委員会条例の一部
を改正する条例

議員 ○ H31.3.19 H31.4.1

山形県 上山市
上山市議会委員会条例の一部
を改正する条例

議員 ○ R3.3.17 R3.4.1

山形県 川西町 川西町読書推進条例 議員 ○ H31.3.22 H31.4.1

福島県 いわき市
市民とともに未来をひらくい
わき市議会基本条例

議員 ○ R1.12.19 R1.12.25

福島県 いわき市
いわき市魚食の推進に関する
条例

議員 ○ R2.2.20 R2.2.28

福島県 相馬市
相馬市感染症等に関する思い
やり条例

委員会 ○ R3.3.1 R3.3.5

福島県 川俣町
川俣町議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R1.9.19 R1.11.20

福島県 磐梯町 磐梯名水乾杯条例 議員 ○ R2.9.18 R2.9.18

福島県 西郷村
西郷村子育て支援及び高齢者
福祉推進基金条例（廃止）

議員 ○ H31.3.19 H31.3.25

福島県 玉川村
議会議員の議員報酬、期末手
当及び費用弁償に関する条例
（改正）

議員 ○ R2.6.9 R2.6.9

福島県 玉川村
玉川村議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R3.3.11 R3.4.1

茨城県 石岡市
石岡市法令遵守の推進に関す
る条例

議員 ○ R2.9.16 R3.1.16

茨城県 石岡市
市長の専決処分事項に関する
条例（廃止）

議員 ○ R2.12.10 R2.12.10

茨城県 下妻市
下妻市新型コロナウイルス感
染症関係者に対する思いやり
条例

議員 ○ R2.9.16 R2.9.25

茨城県 常総市 常総市文化芸術振興基金条例 議員 ○ H31.3.20 H31.3.22

茨城県 牛久市
牛久市職員のハラスメント防
止に関する条例

議員 ○ R1.12.20 R1.12.24

茨城県 牛久市 牛久市乾杯条例 議員 ○ R2.3.23 R2.3.24

茨城県 つくば市
つくば市地酒等による乾杯の
推進に関する条例について

議員 ○ R1.12.20 R2.1.1

茨城県 坂東市
坂東市議会の会期等に関する
条例

委員会 ○ H30.11.7 H31.1.1

茨城県 坂東市
坂東市議会委員会条例の一部
を改正する条例

委員会 ○ H30.11.7 H31.1.1

茨城県 坂東市
坂東市議会委員会条例の一部
を改正する条例

議員 ○ H31.3.18 H31.4.1



都道府県名 市町村名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

茨城県
つくばみら

い市

つくばみらい市新型コロナウ
イルス感染症関係者を偏見等
から守る条例

議員 ○ R3.2.5 R3.2.9

茨城県 大洗町 大洗町おもてなし条例 議員 ○ H30.6.13 H30.6.13

茨城県 大洗町 大洗町乾杯条例 議員 ○ H30.6.13 H30.6.13

栃木県 那須塩原市 食育推進条例 議員 ○ R3.2.26 R3.4.1

栃木県 下野市 下野市かんぴょう条例 議員 ○ R2.3.13 R2.3.16

群馬県 前橋市 前橋市スポーツ推進条例 議員 ○ R1.9.26 R2.1.1

群馬県 桐生市 桐生市子ども基金条例 委員会 ○ H30.12.19 H30.12.26

群馬県 桐生市
持続可能な開発目標(ＳＤＧ
ｓ)を桐生市のまちづくりに生
かす条例

委員会 ○ H31.3.15 H31.3.19

群馬県 沼田市
議会の議決に付すべき公の施
設の利用及び廃止に関する条
例の一部を改正する条例

議員 ○ H31.3.18 R1.5.7

群馬県 沼田市
沼田市議会の議決すべき事件
を定める条例の一部を改正す
る条例

議員 ○ R2.3.23 R2.3.26

群馬県 邑楽町
新型コロナウイルス感染症患
者等の人権擁護に関する条例

委員会 ○ R2.12.11 R2.12.11

埼玉県 さいたま市
さいたま市自転車のまちづく
り推進条例

議員 ○ H30.6.29 H31.4.1

埼玉県 さいたま市
さいたま市市民活動サポート
センター条例（改正）

委員会 ○ R1.10.18 R3.4.1

埼玉県 さいたま市
さいたま市職員の特殊勤務手
当に関する条例（改正）

議員 ○ R2.6.3 R2.6.11

埼玉県 さいたま市
さいたま市職員の特殊勤務手
当に関する条例（改正）

議員 ○ R3.3.3 R3.3.11

埼玉県 川越市 川越市手話言語条例 議員 ○ H30.6.29 H30.6.29

埼玉県 熊谷市 熊谷市がん対策推進条例 議員 ○ R1.9.18 R1.10.1

埼玉県 川口市
川口市町会・自治会への加入
及び参加の促進に関する条例

議員 ○ H30.9.27 H30.9.27

埼玉県 川口市 川口市犯罪被害者等支援条例 議員 ○ R1.12.24 R2.4.1

埼玉県 川口市
川口市マンション管理適正化
推進条例

議員 ○ R2.12.22 R4.4.1

埼玉県 東松山市
東松山市議会ハラスメント防
止条例

議員 ○ R2.12.22 R2.12.24

埼玉県 春日部市 議会委員会条例 議員 ○ H30.3.16 H30.4.1

埼玉県 春日部市
春日部市歯科口腔保健の推進
に関する条例

議員 ○ H30.3.16 H30.4.1

埼玉県 春日部市
議会政務活動費の交付の特例
に関する条例

議員 ○ R2.5.22 R2.7.1

埼玉県 鴻巣市 鴻巣市手話言語条例 委員会 ○ H30.12.19 H30.12.20



都道府県名 市町村名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

埼玉県 深谷市
深谷市新型コロナウイルス感
染症対策条例

議員 ○ R2.9.25 R2.9.30

埼玉県 越谷市 越谷市自殺対策推進条例 議員 ○ H30.6.20 H30.10.1

埼玉県 北本市
北本市民のいのちと心を守る
自殺対策条例

委員会 ○ H31.3.18 H31.4.1

埼玉県 坂戸市 坂戸市手話言語条例 議員 ○ R1.9.19 R1.9.30

埼玉県 坂戸市
坂戸市振り込め詐欺等の被害
防止に関する条例

議員 ○ R1.9.19 R1.9.30

埼玉県 小鹿野町
小鹿野町議会委員会条例の一
部を改正する条例

委員会 ○ H31.3.14 H31.4.1

千葉県 市川市

市川市民が安全で安心して快
適に生活することができる環
境の向上のためのカラス被害
の防止等に関する条例

議員 ○ H30.6.27 H31.1.1

千葉県 館山市 館山市地産地消推進条例 委員会 ○ H30.6.27 H30.6.27

千葉県 市原市 市原市スポーツ振興条例 議員 ○ H31.2.26 H31.3.6

千葉県 流山市
流山市新型コロナウイルス感
染症対策条例

委員会 ○ R2.6.12 R2.6.19

千葉県 八街市
八街市落花生の普及促進に関
する条例

委員会 ○ H31.3.19 H31.4.1

千葉県 匝瑳市
匝瑳市議会議員政治倫理条例
の制定について

議員 ○ R1.6.24 R1.9.1

千葉県 大多喜町 大多喜町基本条例（改正） 委員会 ○ R1.6.4 R1.6.13

東京都 調布市
調布市がん対策の推進に関す
る条例

議員 ○ R1.9.20 R1.9.20

東京都 町田市
町田市産業振興基本条例（改
正）

議員 ○ H31.2.22 H31.2.26

東京都 町田市 町田市市税条例（改正） 議員 ○ R3.1.14 R3.4.1

東京都 小金井市
障害のある人もない人も共に
学び共に生きる社会を目指す
小金井市条例（改正）

議員 ○ H30.6.29 H30.10.1

東京都 小金井市
小金井市新型コロナウイルス
感染症対策基金条例

議員 ○ R2.6.23 R2.7.1

東京都 狛江市
狛江市職員のハラスメントの
防止等に関する条例

議員 ○ H30.6.28 H30.11.1

東京都 東大和市
東大和市議会議員政治倫理条
例の一部を改正する条例

議員 ○ R1.9.24 R1.10.1

東京都 清瀬市 清瀬市受動喫煙防止条例 議員 ○ R2.9.28 R3.4.1

東京都 東久留米市
東久留米市における法令遵守
の推進等に関する条例の一部
を改正する条例

議員 ○ R2.2.27 R2.4.1

東京都 東久留米市
東久留米市新型コロナウイル
ス感染症対策基金条例

議員 ○ R2.6.5 R2.6.10

東京都 文京区
文京区旅館業に係る計画及び
適正な管理運営に関する条例

議員 ○ H30.6.4 H30.6.15

東京都 文京区
文京区旅館業に係る計画及び
適正な管理運営に関する条例
に対する付帯決議

議員 ○ H30.6.4 H30.6.15



都道府県名 市町村名 条例名 提案主体
原案
可決

修正
可決

議決年月日 施行年月日 備考

東京都 文京区
文京区議会の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例

議員 ○ R2.12.8 R3.4.1

東京都 墨田区 墨田区子ども読書推進条例 議員 ○ H30.12.11 H30.12.11

東京都 目黒区
目黒区議会の議決に付すべき
事件に関する条例

議員 ○ H30.11.27 H30.11.28

東京都 目黒区
目黒区議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R2.6.19 R2.6.20

東京都 目黒区
目黒区議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R3.3.23 R3.4.1

東京都 荒川区
荒川区スマートフォン等の使
用による安全を阻害する行為
の防止に関する条例

議員 ○ R2.10.9 R3.1.1

東京都 足立区
足立区手話言語と障がい者の
意思疎通に関する条例

議員 ○ H31.3.14 H31.4.1

東京都 足立区
足立区ながらスマホの防止に
関する条例

議員 ○ R2.7.10 R2.7.13

神奈川県 横浜市
横浜市国際平和の推進に関す
る条例

議員 ○ H30.6.5 H30.6.15

神奈川県 横浜市
横浜市歯科口腔保健の推進に
関する条例

委員会 ○ H31.2.19 H31.4.1

神奈川県 横須賀市 横須賀市がん克服条例 議員 ○ H30.10.12 H31.4.1

神奈川県 横須賀市
横須賀市歯及び口腔の健康づ
くり推進条例

議員 ○ R2.6.25 R2.10.1

神奈川県 鎌倉市
鎌倉市自転車の安全利用を促
進する条例（改正）

議員 ○ R2.12.4 R3.1.1

神奈川県 座間市
座間市基金条例の一部を改正
する条例

議員 ○ R2.11.26 R2.11.30

神奈川県 開成町
開成町地元飲料の普及促進に
関する条例

議員 ○ H30.12.7 H30.12.11

新潟県 新潟市 新潟市歯科口腔保健推進条例 議員 ○ H30.12.25 H30.12.28

新潟県 新潟市 新潟市手話言語条例 委員会 ○ H31.3.22 H31.4.1

新潟県 長岡市 長岡市スポーツ推進条例 議員 ○ H30.6.25 H30.10.8

新潟県 長岡市 長岡市議会基本条例 議員 ○ H31.3.26 R1.5.1

新潟県 柏崎市
新潟県柏崎市希望と活力ある
地域産業振興基本条例

委員会 ○ H31.3.20 H31.4.1

新潟県 新発田市
新発田市歯と口腔の健康づく
り推進条例

委員会 ○ R3.2.25 R3.4.1

新潟県 十日町市
十日町市みんなの心をつなぐ
手話言語条例

委員会 ○ H30.9.21 H30.9.28

富山県 黒部市
黒部市議会委員会条例（改
正）

委員会 ○ R3.3.22 R3.4.1

富山県 立山町
立山町議会政務活動費の交付
に関する条例

議員 ○ H31.3.22 H31.3.22

富山県 立山町 立山町議会委員会条例 議員 ○ R3.3.18 R3.3.18
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石川県 輪島市
輪島の地酒及び輪島塗の器に
よる乾杯を推進する条例

議員 ○ H30.12.21 H30.12.21

石川県 野々市市
野々市市手話言語・障害者コ
ミュニケーション条例

議員 ○ H30.12.20 H31.4.1

石川県 能登町
能登町議会委員会条例の一部
を改正する条例について

委員会 ○ H30.12.14 H31.4.1

石川県 能登町

議会議員等の議員報酬、期末
手当及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例につ
いて

議員 ○ R2.6.12 R2.6.1

福井県 南越前町 南越前町議会会議規則 議員 ○ Ｒ3.3.19 Ｒ3.4.1

山梨県 大月市 大月市内循環型経済推進条例 議員 ○ H30.6.21 H30.6.22

山梨県 笛吹市
笛吹市議会の議員の議員報酬
の特例に関する条例

議員 ○ R2.4.24 R2.5.1

長野県 松本市
松本市農林業振興条例（改
正）

委員会 ○ R3.3.19 R3.4.1

長野県 諏訪市
諏訪市の地酒による地域振
興・乾杯条例

委員会 ○ H30.9.18 H30.10.1

長野県 佐久穂町
佐久穂町奨学金貸与条例（改
正）

議員 ○ R2.12.16 R3.4.1

長野県 軽井沢町
軽井沢町公の施設の指定管理
者の指定の手続等に関する条
例

委員会 ○ H30.12.13 H31.4.1

長野県 高森町 高森町政治倫理条例 委員会 ○ R2.6.10 R2.6.10

岐阜県 土岐市 土岐市美濃焼のまち条例 議員 ○ H30.9.28 H30.10.1

岐阜県 各務原市
各務原市議会議員の選挙にお
ける選挙公報の発行に関する
条例

議員 ○ R1.12.20 R1.12.23

静岡県 静岡市 静岡市がん対策条例 議員 ○ H31.3.20 H31.4.1

静岡県 沼津市 沼津市手話言語条例 議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

静岡県 富士宮市
富士宮市再生可能エネルギー
の導入の推進に関する条例

委員会 ○ R3.3.17 R3.4.1

静岡県 掛川市
掛川市防災意識の高いまちづ
くりを推進する条例

委員会 ○ H31.3.22 H31.4.1

静岡県 藤枝市
藤枝市自転車の快適で安全な
利用の推進に関する条例

議員 ○ R2.7.22 R2.8.1

静岡県 伊豆市
伊豆市の地酒で乾杯を広める
条例

議員 ○ H31.3.22 H31.3.22

静岡県 伊豆市
伊豆市民が共にあゆむ手話言
語条例

議員 ○ R元.12.5 R元.12.9

静岡県 森町 森町議会委員会条例 議員 ○ H30.9.26 H30.10.1

静岡県 森町 森町議会委員会条例 議員 ○ H31.3.22 H31.4.1

愛知県 名古屋市
名古屋市歯と口腔の健康づく
り推進条例（改正）

議員 ○ R2.3.17 R2.4.1

愛知県 岡崎市 岡崎市健康基本条例 委員会 ○ R1.9.30 R1.10.1
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愛知県 瀬戸市
瀬戸市歯と口腔の健康づくり
推進条例の制定について

議員 ○ H30.12.28 H31.4.1

愛知県 半田市
半田市多文化共生社会の推進
に関する条例

議員 ○ H31.3.25 H31.4.1

愛知県 半田市 半田市感染症対策条例 議員 ○ R2.12.11 R2.12.17

愛知県 安城市
安城の豊かな水と大地の恵み
に感謝し、乾杯する条例

議員 ○ H30.12.20 R1.5.1

愛知県 西尾市
西尾市歯と口腔の健康づくり
推進条例

議員 ○ H30.9.27 H30.9.28

愛知県 西尾市 西尾市子ども条例 議員 ○ R2.12.18 R2.12.23

愛知県 知多市
知多市みんなで支え合う防災
減災推進基本条例

委員会 ○ H30.12.10 H31.4.1

愛知県 知多市
知多市みんなで支え合う防災
減災推進基本条例（改正）

委員会 ○ R2.9.25 R2.9.28

愛知県 知立市
知立市中小企業振興基本条例
（改正）

議員 ○ R2.2.25 R2.4.1

愛知県 あま市 清潔で美しいまちづくり条例 議員 ○ H30.4.13 H30.4.13

愛知県 美浜町
美浜町運動公園整備事業を継
続することの是非を住民投票
に付すための条例

議員 ○ R1.11.5 R1.11.8

三重県 四日市市
四日市市障害を理由とする差
別の解消を推進する条例

委員会 ○ H30.7.4 H30.7.4

三重県 四日市市 四日市市防災対策条例 委員会 ○ H30.12.25 H30.12.25

三重県 桑名市
桑名市路上喫煙の防止に関す
る条例

委員会 ○ H30.9.5 H31.4.1

三重県 名張市
名張市飲酒運転根絶に関する
条例

議員 ○ R1.9.2 R1.9.5

滋賀県 長浜市 長浜市監査委員条例（改正） 委員会 ○ R2.6.29 R2.6.30

滋賀県 栗東市 栗東はつらつ１００歳条例 議員 ○ R2.12.22 R3.1.1

滋賀県 東近江市
地方自治法施行令第152条第1
項第3号の法人を定める条例

委員会 ○ H30.6.29 H30.6.29

滋賀県 東近江市
東近江市制記念日を定める条
例

議員 ○ R1.9.30 R1.9.30

滋賀県 愛荘町
愛荘町議会議員の議員報酬お
よび費用弁償等に関する条例

議員 ○ R2.6.19 R2.7.1

滋賀県 甲良町
甲良町特別職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ H30.10.19 H30.11.1

滋賀県 甲良町
甲良町特別職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ H30.12.12 H31.1.1

滋賀県 甲良町
甲良町特別職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ Ｒ1.6.14 Ｒ1.7.1

滋賀県 甲良町
甲良町特別職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ Ｒ2.3.23 Ｒ2.4.1

滋賀県 甲良町
甲良町特別職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ Ｒ2.11.30 Ｒ2.12.1
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京都府 京都市
京都市交通安全基本条例(改
正）

委員会 ○ R1.12.13 R1.12.13

京都府 亀岡市 亀岡市子どもの権利条例 委員会 ○ H30.12.14 H31.4.1

京都府 亀岡市 亀岡市ポイ捨て等禁止条例 委員会 ○ R2.2.12
R2.8.1

（一部R3.4.1）

京都府 長岡京市
長岡京市安全で快適な自転車
の利用の促進に関する条例

委員会 ○ H30.12.19 H31.4.1

京都府 八幡市
支え合う心でつながる八幡市
手話言語コミュニケーション
条例

議員 ○ R3.3.30 R3.3.30

大阪府 大阪市
大阪戦略調整会議の設置に関
する条例（廃止）

議員 ○ R1.6.13 R1.6.14

大阪府 大阪市
大阪市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例（改正）

議員 ○ R2.2.21 R2.4.1

大阪府 堺市 堺市歯科口腔保健推進条例 議員 ○ R3.3.26 R3.4.1

大阪府 岸和田市
岸和田市自治基本条例（改
正）

議員 ○ R1.12.13 R2.1.1

大阪府 岸和田市

岸和田市付属機関条例及び特
別職の職員で非常勤の者の報
酬及び費用弁償に関する条例
（改正）

委員会 ○ R2.3.13 R2.4.1
条例の一部改正議案
に対し、委員会から
修正案を提出

大阪府 吹田市
行政財産の使用料の徴収に関
する条例の一部を改正する条
例

議員 ○ H30.9.28 H31.1.1

大阪府 吹田市
財産の交換、譲与、無償貸付
等に関する条例の一部を改正
する条例

議員 ○ H30.9.28 H31.1.1

大阪府 吹田市
吹田市積立基金条例の一部を
改正する条例

議員 ○ R2.5.18 R2.5.18

大阪府 高槻市 高槻市監査委員条例 議員 ○ R2.12.15 R3.5.20

大阪府 貝塚市 貝塚市環境保全条例（改正） 委員会 ○ R2.6.29 R2.10.1

大阪府 河内長野市
河内長野市鬼でまちおこし条
例の制定について

議員 ○ R2.9.11 R2.9.11

大阪府 河内長野市
河内長野市新型コロナウイル
ス感染症患者等への差別防止
に関する条例の制定について

議員 ○ R2.11.30 R2.11.30

大阪府 大東市
大東市長等の政治倫理に関す
る条例

議員 ○ R2.2.20 R2.2.20

大阪府 大東市
大東市インターネット上の誹
謗中傷等の防止及び被害者支
援に関する条例

議員 ○ R3.3.23 R3.4.1

大阪府 羽曳野市
羽曳野市議会の議員の期末手
当の特例に関する条例

議員 ○ R2.5.8 R2.5.12

大阪府 羽曳野市
羽曳野市議会の議員の期末手
当の特例に関する条例

議員 ○ R2.11.30 R2.11.30

大阪府 忠岡町
忠岡町議会ハラスメント防止
条例

議員 ○ R2.9.9 R2.9.11

大阪府 岬町
岬町議会政務活動費の交付に
関する条例

議員 ○ R3.3.24 R3.4.1

大阪府 岬町
岬町議会議員の議員報酬及び
費用弁償に関する条例

議員 ○ R2.5.13 R2.6.2
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大阪府 河南町

町長、副町長及び教育長の給
料、手当及び旅費に関する条
例の一部を改正する条例の制
定について

議員 ○ R2.5.8 R2.6.1

大阪府 千早赤阪村
千早赤阪村議会委員会条例の
改正について

議員 ○ H30.6.5 H30.6.21

兵庫県 神戸市
神戸市職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例

議員 ○ H31.2.18 R2.4.1

兵庫県 神戸市
神戸市こどもを虐待から守る
条例

議員 ○ H31.2.18 H31.4.1

兵庫県 神戸市
おいしい神戸産農水産物等の
活用の推進に関する条例

議員 ○ H31.3.19 H31.4.1

兵庫県 神戸市
神戸市外国人に対する不当な
差別の解消と多文化共生社会
の実現に関する条例

議員 ○ R1.6.5 R2.4.1

兵庫県 神戸市
神戸市がん対策推進条例の一
部を改正する条例

議員 ○ R1.11.27 R2.1.1

兵庫県 西宮市
西宮市職員の公正な職務の執
行の確保に関する条例制定の
件

議員 ○ H30.7.9 H30.10.1

兵庫県 高砂市 高砂市手話言語条例 議員 ○ R1.12.20 R1.12.26

兵庫県 丹波篠山市
丹波篠山市営駐車場条例（改
正）

議員 ○ R2.5.8 R2.5.8

兵庫県 たつの市
たつの市中小企業等振興基本
条例

議員 ○ R1.5.17 R1.5.17

兵庫県 多可町 多可町一日ひと褒め条例 委員会 ○ H30.12.26 H31.1.1

兵庫県 太子町
太子町中小企業・小規模企業
振興基本条例

議員 ○ R2.6.19 R2.6.22

奈良県 大和郡山市 大和郡山市議会基本条例 議員 ○ H30.12.6 H31.4.1

奈良県 大和郡山市
大和郡山市の議会の議員の議
員報酬及び費用弁償等に関す
る条例

議員 ○ R2.7.22 R2.8.1

奈良県 橿原市
橿原市行政に関する基本的な
計画を議会の議決すべき事件
として定める条例

議員 ○ R1.12.23 R1.12.27

奈良県 川西町
川西町議会委員会条例の一部
を改正する条例

委員会 ○ R3.3.19 R3.4.1

奈良県 吉野町
吉野町議会の議員の定数を定
める条例（改正）

議員 ○ R1.12.11 R1.12.11

奈良県 吉野町
吉野町議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R2.3.6 R2.3.6

奈良県 吉野町
吉野町議会の議員報酬等に関
する条例（改正）

議員 ○ R2.5.25 R2.5.25

奈良県 吉野町
吉野町議会の議員報酬等に関
する条例（改正）

議員 ○ R2.11.27
R2.11.27
R3.4.1

和歌山県 海南市
海南市お菓子の振興に関する
条例

委員会 ○ H30.12.20 H30.12.20

和歌山県 海南市 海南市手話言語条例 議員 ○ R2.12.17 R2.12.17

和歌山県 橋本市 橋本市都市公園条例（改正） 議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

和歌山県 橋本市
橋本市児童遊園設置及び管理
条例

議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

和歌山県 有田市 有田市議会議員政治倫理条例 議員 ○ R2.10.27 R2.10.27

和歌山県 有田市
有田市議会議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

議員 ○ R2.11.27 R2.12.1

和歌山県 田辺市
田辺市手話言語条例の制定に
ついて

議員 ○ R1.9.27 R2.4.1
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和歌山県 串本町
串本町手話言語条例の制定に
ついて

議員 ○ R1.12.13 R1.12.18

和歌山県 串本町
串本町自転車の安全な利用の
促進に関する条例

議員 ○ R3.3.24 R3.4.1

鳥取県 八頭町
八頭町部落差別撤廃及び人権
擁護に関する条例（改正）

議員 ○ H30.6.20 H30.6.20

鳥取県 琴浦町
琴浦町ふるさとの恵みで乾杯
条例

議員 ○ H31.3.22 H31.3.22

鳥取県 琴浦町
琴浦町部落差別撤廃とあらゆ
る差別をなくする条例(改正)

議員 ○ R1.12.19 R2.4.1
条例名は「琴浦町あ
らゆる差別をなくす
る条例」へ改正

鳥取県 日南町
日南町住宅改修助成条例（改
正）

委員会 ○ H31.1.18 H31.1.18

鳥取県 日南町
日南町意欲ある農業者支援条
例（改正）

委員会 ○ H31.1.18 H31.1.18

鳥取県 日南町
日南町いきいき定住促進条例
（改正）

委員会 ○ R2.3.25 R2.3.25

島根県 浜田市
浜田市認知症の人にやさしい
まちづくり条例

委員会 ○ R1.9.30 R1.9.30

島根県 飯南町 飯南町議会基本条例 委員会 ○ R1.6.14 R1.6.14

岡山県 岡山市
岡山市子どもを虐待から守る
条例

議員 ○ H30.12.18 H31.4.1

岡山県 岡山市
岡山市動物の愛護及び管理に
関する条例（改正）

議員 ○ R2.3.13 R2.6.1

岡山県 岡山市
岡山市自転車の安全で適正な
利用を促進するための条例

議員 ○ R2.9.24 R3.4.1

岡山県 玉野市 玉野市がん対策推進条例 委員会 ○ H30.12.25 H31.4.1

岡山県 井原市 井原デニム条例 委員会 ○ R3.3.19 R3.3.29

岡山県 新見市 新見市子ども条例 委員会 ○ H31.3.22 R1.5.5

岡山県 備前市 備前市健康づくり推進条例 委員会 ○ R2.6.1 R2.6.1

岡山県 瀬戸内市
瀬戸内市小規模企業者及び中
小企業者振興条例

委員会 ○ R1.6.17 R1.6.17

広島県 庄原市 庄原市平和推進条例 委員会 ○ R3.3.12 R3.3.23

広島県 熊野町 熊野町防災の日を定める条例 議員 ○ H30.12.12 H30.12.14

山口県 宇部市
宇部市ふれあいセンター条例
の一部を改正する条例中一部
改正の件

議員 ○ H30.12.18 H31.4.1

山口県 周南市
周南市の地酒で乾杯を推進す
る条例

議員 ○ R1.9.20 R1.9.25

徳島県 阿南市
阿南市特別職指定条例（改
正）

議員 ○ R2.3.25

市長が再議（地方自
治法第１７６条第４
項）に付し、令和２
年６月定例会で再可
決（R2.6.19）された
が、市長は知事に対
し審査の申立て（地
方自治法第１７６条
第５項）を行い、令
和２年９月１４日、
知事は議決を取消。
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可決

修正
可決
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徳島県 阿南市
阿南市政策監の設置等に関す
る条例

議員 ○ R2.6.19

市長が再議（地方自
治法第１７６条第１
項）に付し、臨時会
（R2.7.2）で否決さ
れ廃案。

徳島県 三好市
三好市役所の位置を定める条
例（改正）

議員 ○ H30.9.3 規則で定める日

徳島県 那賀町
那賀町子ども及び妊婦を受動
喫煙から守る条例

委員会 ○ R1.12.20 R2.1.7 公布の日から施行

徳島県 上板町 上板町議会委員会条例 議員 ○ R3.3.16 R3.4.1

徳島県 つるぎ町
議会の委任による町長の専決
処分事項に関する条例

議員 ○ H31.3.15 H31.3.15

香川県 丸亀市 丸亀市子ども条例 委員会 ○ R2.3.25 R2.4.1

愛媛県 松山市 松山市がん対策推進条例 議員 ○ H31.3.20 H31.3.29

愛媛県 八幡浜市 八幡浜市おもてなし条例 議員 ○ R1.9.30 R1.9.30

愛媛県 大洲市 大洲市おもてなし条例 委員会 ○ R1.6.25 R1.6.26

高知県 香美市
香美市審議会等の委員の公募
に関する条例

議員 ○ R2.12.18 R3.4.1

高知県 安田町
安田町地酒による乾杯を推進
する条例

議員 ○ R1.6.14 R1.10.1

高知県 本山町 本山町ホタル保護条例 議員 ○ R2.3.12 R2.4.1

高知県 大豊町 大豊町ゆたかな郷づくり条例 委員会 ○ R3.3.19 R3.4.1

福岡県 北九州市
北九州市子どもを虐待から守
る条例

委員会 ○ H30.12.12 H31.4.1

福岡県 福岡市 福岡市観光振興条例 議員 ○ H30.9.14 R2.4.1

福岡県 飯塚市
飯塚市の子どもをみんなで守
る条例

議員 ○ H30.12.21 H31.4.1

福岡県 宇美町
宇美町子ども・子育て支援条
例

議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

福岡県 宇美町 町長の専決処分に関する条例 議員 ○ R2.12.8 R2.12.14

福岡県 吉富町
吉富町議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R1.6.20 R1.6.20

福岡県 吉富町
吉富町議会政務活動費の交付
に関する条例

議員 ○ R1.12.19 R2.4.1

福岡県 吉富町
吉富町議会委員会条例（改
正）

議員 ○ R2.3.19 R2.4.1

佐賀県 有田町
有田町定住促進条例の一部を
改正する条例に対する修正動
議

議員 ○ R1.12.13 R2.4.1

佐賀県 基山町 基山町議会基本条例 委員会 ○ H30.12.13 H31.4.1

佐賀県 鳥栖市

鳥栖市障害のあるなしにかか
わらず、全ての子どもが安心
して共に学び、共に成長する
ための保育及び教育の環境整
備を推進する条例

議員 ○ R1.9.20 R1.10.1
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熊本県 熊本市
熊本市中小企業振興基本条例
の一部を改正する条例

議員 ○ H30.12.27 H31.4.1

熊本県 熊本市
熊本市歯と口腔の健康づくり
推進条例

議員 ○ R2.3.24 R2.4.1

熊本県 菊池市
菊池の歴史を学び大切にする
条例

議員 ○ R2.3.19 R2.3.25

熊本県 宇土市
宇土市小規模企業振興基本条
例

議員 ○ R1.12.13 R1.12.13

熊本県 氷川町
氷川町一般職の職員の給与に
関する条例（改正）

議員 ○ R2.3.9 R2.4.1

熊本県 相良村
村長の給料の減額に関する条
例

議員 ○ R30.6.8
村長が公布しなかっ
たため施行していな
い

公布されなかったた
め、監査請求を経
て、住民訴訟に至っ
た。

大分県 大分市 大分市健康づくり推進条例 議員 ○ H30.12.14 H31.4.1

大分県 竹田市
竹田市再生可能エネルギー発
電の発電事業終了に伴う発電
施設撤去に関する条例

議員 ○ H31.3.26 H31.4.1

大分県 竹田市
竹田市議会委員会条例の一部
を改正する条例

委員会 ○ H31.3.26 H31.4.1

大分県 玖珠町 玖珠町議会委員会条例(改正） 議員 ○ H31.3.19 H31.4.1

大分県 玖珠町
「童話の里」玖珠町地産地消
推進条例

議員 ○ R2.3.19 R2.3.20

大分県 玖珠町 玖珠町議会委員会条例(改正） 議員 ○ R2.3.18 R2.4.1

大分県 玖珠町 玖珠町特別出産祝金支給条例 議員 ○ R2.5.21 R2.4.28

大分県 玖珠町 玖珠町議会委員会条例(改正） 議員 ○ R3.3.18 R3.4.1

宮崎県 串間市
串間市議会基本条例の一部を
改正する条例

議員 ○ R1.9.25 R1.9.30

宮崎県 串間市
串間市議会の議決すべき事件
を定める条例

議員 ○ R1.9.25 R1.9.30

宮崎県 高原町 高原町健康づくり推進条例 議員 ○ H31.3.22 H31.4.1

宮崎県 椎葉村 椎葉村の地域医療を守る条例 議員 ○ R1.12.10 R1.12.11

宮崎県 日之影町
日之影町産木材等利用促進条
例

議員 ○ R1.6.14 R1.6.14

鹿児島県 指宿市 指宿市定住促進条例（改正） 議員 ○ R3.3.25 R3.4.1

鹿児島県 曽於市 曽於市議会議員政治倫理条例 議員 ○ H31.3.25 H31.4.1

鹿児島県 志布志市 志布志市議会基本条例 委員会 ○ R3.3.25 R3.4.1

鹿児島県 姶良市
姶良市人と動物との調和のと
れた共生に関する条例

委員会 ○ R2.3.12 R2.4.1

鹿児島県 肝付町
肝付町議会銀の議員報酬等に
関する条例（改正）

議員 ○ R2.6.19 R2.6.19

沖縄県 豊見城市
豊見城市立与根体育施設の設
置及び管理に関する条例（改
正）

議員 ○ R3.3.26 R3.4.14
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沖縄県 北中城村
北中城村民のゆいまーる精神
で地域の絆を育む条例

議員 ○ H30.6.8 H30.6.19

計 215団体 300件 290件 10件
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