
５．財務関係

（６）法第２４３条の２第１項の規定による条例の制定状況に関する調　（令和３年４月１日現在）

　①　都道府県分

令第173条第１項の
規定内容との関係

北海道 同じ

岩手県 同じ

宮城県 同じ

秋田県 同じ

山形県 同じ

福島県 同じ

茨城県 同じ

栃木県 同じ

群馬県 同じ

埼玉県 同じ

千葉県 同じ

東京都 同じ

神奈川県 同じ

新潟県 同じ

富山県 同じ

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

山形県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

栃木県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

群馬県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の千葉県に対する損害賠償責
任の一部免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

東京都知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の限度額に関
する条例

都道府県名

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例（令和２年３月27日条例
第３号）

富山県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

条例の名称

北海道知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

茨城県知事等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

石川県 同じ

福井県 同じ

山梨県 同じ

長野県 同じ

岐阜県 同じ

静岡県 同じ

愛知県 同じ

三重県 同じ

滋賀県 同じ

京都府 同じ

大阪府 同じ

兵庫県 同じ

奈良県 同じ

鳥取県 同じ

島根県 同じ

岡山県 同じ

広島県 同じ

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

職員等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

滋賀県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免債に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

岐阜県知事等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

地方自治法第二百四十三条の二第一
項の規定による知事等の損害賠償責
任の一部の免除に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

福井県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責等
に関する条例

山梨県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

京都府知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

山口県 同じ

香川県 同じ

愛媛県 同じ

愛媛県 同じ

高知県 同じ

福岡県 同じ

佐賀県 同じ

長崎県 同じ

熊本県 同じ

大分県 同じ

宮崎県 同じ

鹿児島県 同じ

同じ　44件

異なる　0件

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

鹿児島県知事等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

公立大学法人愛媛県立医療技術大学
の役員の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 44件

佐賀県職員の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

知事等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

熊本県知事等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例



　②　市町村分

令第173条第１項の
規定内容との関係

北海道 秩父別町 同じ

北海道 鷹栖町 同じ

北海道 東神楽町 同じ

北海道 比布町 同じ

北海道 愛別町 同じ

北海道 上川町 同じ

北海道 美瑛町 同じ

北海道 占冠村 同じ

北海道 剣淵町 同じ

北海道 中川町 同じ

北海道 増毛町 同じ

北海道 中頓別町 同じ

北海道 礼文町 同じ

北海道 利尻町 同じ

北海道 利尻富士町 同じ

北海道 幌延町 同じ

東神楽町町長等の損害賠償責任の一
部の免責に関する条例

比布町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

愛別町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

上川町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

都道府県名 条例の名称市町村名

秩父別町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

鷹栖町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

美瑛町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

占冠村村長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

剣淵町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

増毛町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

中頓別町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

礼文町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

利尻町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

利尻富士町長等の損害賠償責任の一
部の免責に関する条例

幌延町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

北海道 斜里町 同じ

北海道 遠軽町 同じ

北海道 湧別町 同じ

北海道 平取町 同じ

同じ　20件

異なる　0件

青森県 青森市 同じ

青森県 弘前市 同じ

青森県 八戸市 同じ

青森県 黒石市 同じ

青森県 五所川原市 同じ

青森県 十和田市 同じ

青森県 つがる市 同じ

同じ　7件

異なる　0件

岩手県 紫波町 同じ

同じ　1件

異なる　0件

宮城県 気仙沼市 同じ

宮城県 大郷町 同じ

斜里町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

遠軽町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

湧別町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 20団体 20件

青森市長等の損害賠償責任に関する
条例

弘前市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

五所川原市市長等の損害賠償責任の
一部の免責に関する条例

十和田市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

つがる市長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

計 7団体 7件

紫波町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 1団体 1件

気仙沼市市長等の損害賠償責任の一
部の免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

宮城県 大衡村 同じ

宮城県 女川町 同じ

同じ　4件

異なる　0件

秋田県 大仙市 同じ

秋田県 三種町 同じ

秋田県 羽後町 同じ

同じ　3件

異なる　0件

山形県 高畠町 異なる

山形県 三川町 同じ

山形県 遊佐町 同じ

同じ　2件

異なる　1件

福島県 喜多方市 同じ

福島県 猪苗代町 同じ

福島県 大熊町 同じ

同じ　3件

異なる　0件

茨城県 土浦市 異なる

茨城県 古河市 同じ

大衡村長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

女川町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 4団体 4件

大仙市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

三種町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

羽後町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 3団体 3件

高畠町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

病院事業管理者を4としている。

三川町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部を免責
する条例

計 3団体 3件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

猪苗代町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

大熊町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 3団体 3件

土浦市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

令173条第1項第1号ハのうち消防長については、一般職員と同じ区分としたた
め、除いている。

古河市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

茨城県 常総市 同じ

茨城県 取手市 同じ

茨城県 牛久市 同じ

茨城県 つくば市 同じ

茨城県 守谷市 同じ

茨城県 筑西市 同じ

茨城県 かすみがうら市 同じ

茨城県 つくばみらい市 同じ

同じ　9件

異なる　1件

栃木県 大田原市 同じ

栃木県 壬生町 同じ

栃木県 野木町 同じ

栃木県 那珂川町 同じ

同じ　4件

異なる　0件

群馬県 前橋市 同じ

群馬県 高崎市 同じ

群馬県 榛東村 同じ

常総市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

取手市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

牛久市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

つくば市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

守谷市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

筑西市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

かすみがうら市長等の損害賠償責任
の一部免責に関する条例

つくばみらい市長等の損害賠償責任
の一部免責に関する条例

計 10団体 10件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

壬生町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

野木町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

那珂川町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

計 4団体 4件

前橋市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

高崎市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

榛東村長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

同じ　3件

異なる　0件

埼玉県 秩父市 同じ

埼玉県 本庄市 同じ

埼玉県 深谷市 同じ

埼玉県 美里町 同じ

埼玉県 神川町 同じ

同じ　5件

異なる　0件

千葉県 銚子市 同じ

千葉県 佐倉市 同じ

千葉県 四街道市 同じ

千葉県 香取市 同じ

同じ　4件

異なる　0件

東京都 八王子市 同じ

東京都 立川市 同じ

東京都 武蔵野市 同じ

東京都 三鷹市 同じ

東京都 府中市 同じ

計 3団体 3件

秩父市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

本庄市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

深谷市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

美里町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

計 5団体 5件

神川町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

銚子市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の佐倉市に対する損害賠償責
任の一部免責に関する条例

四街道市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

香取市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 4団体 4件

八王子市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

立川市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

武蔵野市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

三鷹市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

府中市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

東京都 調布市 同じ

東京都 狛江市 同じ

東京都 東久留米市 同じ

東京都 武蔵村山市 同じ

東京都 中央区 同じ

東京都 港区 同じ

同じ　11件

異なる　0件

神奈川県 横須賀市 同じ

神奈川県 鎌倉市 同じ

神奈川県 南足柄市 同じ

同じ　3件

異なる　0件

新潟県 柏崎市 同じ

新潟県 加茂市 同じ

同じ　2件

異なる　0件

富山県 富山市 異なる

調布市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

狛江市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

東久留米市長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

武蔵村山市長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

中央区長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

港区長等の損害賠償責任の一部免責
に関する条例

計 11団体 11件

横須賀市市長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

鎌倉市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部を免責
する条例

計 3団体 3件

新潟県柏崎市市長等の損害賠償責任
の一部免責に関する条例

加茂市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 2団体 2件

富山市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

（富山市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例）
第２条
（省略）普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる各号の区分に
応じ、それぞれに定める数を乗じて得た額を控除した額について免れさせるも
のとする。
(3) 政策監、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会
の委員、消防局長又は地方公営企業の管理者　２



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

富山県 高岡市 同じ

富山県 魚津市 同じ

富山県 氷見市 同じ

富山県 滑川市 同じ

富山県 黒部市 同じ

富山県 砺波市 同じ

富山県 小矢部市 同じ

富山県 南砺市 同じ

富山県 射水市 同じ

富山県 上市町 同じ

富山県 立山町 同じ

富山県 入善町 同じ

同じ　12件

異なる　1件

石川県 志賀町 同じ

同じ　1件

異なる　0件

福井県 福井市 同じ

同じ　1件

異なる　0件

高岡市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

魚津市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

氷見市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

滑川市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

黒部市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

砺波市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

小矢部市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

南砺市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

射水市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

上市町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

立山町長の損害賠償責任の一部免責
に関する条例

入善町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 13団体 13件

志賀町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 1団体 1件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 1団体 1件



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

山梨県 都留市 同じ

山梨県 上野原市 同じ

同じ　2件

異なる　0件

長野県 長和町 同じ

長野県 豊丘村 同じ

長野県 上松町 同じ

長野県 木祖村 同じ

長野県 木曽町 同じ

長野県 小布施町 同じ

同じ　6件

異なる　0件

岐阜県 岐阜市 同じ

岐阜県 多治見市 同じ

岐阜県 中津川市 同じ

岐阜県 瑞浪市 同じ

岐阜県 恵那市 同じ

岐阜県 土岐市 同じ

同じ　6件

異なる　0件

都留市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

上野原市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

計 2団体 2件

長和町長等の町に対する損害賠償責
任の一部免責に関する条例

豊丘村長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

上松町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

木祖村村長等の損害賠償責任の一部
を免責する条例

木曽町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

計 6団体 6件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

中津川市市長等の損害賠償責任の一
部の免責に関する条例

瑞浪市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

恵那市市長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

土岐市長の損害賠償責任の一部免責
に関する条例

計 6団体 6件



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

静岡県 静岡市 同じ

静岡県 浜松市 同じ

静岡県 沼津市 同じ

静岡県 伊豆市 同じ

同じ　4件

異なる　0件

愛知県 豊橋市 同じ

愛知県 岡崎市 同じ

愛知県 豊田市 同じ

愛知県 常滑市 同じ

愛知県 東海市 同じ

愛知県 大府市 同じ

愛知県 知多市 同じ

愛知県 大口町 同じ

愛知県 東浦町 同じ

同じ　9件

異なる　0件

三重県 伊勢市 同じ

三重県 伊賀市 同じ

静岡市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

浜松市長等の浜松市に対する損害賠
償責任の一部を免責する条例

沼津市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

伊豆市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 4団体 4件

豊橋市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

岡崎市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

豊田市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

常滑市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

東海市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

大府市市長等の損害賠償責任の上限
を定める条例

知多市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

大口町町長等の損害賠償の上限を定
める条例

東浦町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 9団体 9件

市長等の伊勢市に対する損害賠償責
任の一部免責に関する条例

伊賀市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

三重県 いなべ市 同じ

同じ　3件

異なる　0件

滋賀県 大津市 同じ

滋賀県 草津市 同じ

滋賀県 守山市 同じ

滋賀県 栗東市 同じ

滋賀県 野洲市 同じ

同じ　5件

異なる　0件

京都府 京田辺市 同じ

京都府 木津川市 同じ

京都府 精華町 同じ

同じ　3件

異なる　0件

大阪府 大阪市 同じ

大阪府 堺市 同じ

大阪府 高槻市 異なる

大阪府 枚方市 同じ

大阪府 泉佐野市 同じ

いなべ市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例（令和2年いなべ
市条例第21号）

計 3団体 3件

大津市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

草津市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

栗東市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の上限を定め
る条例

野洲市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 5団体 5件

京田辺市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

木津川市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

精華町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 3団体 3件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

高槻市職員等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

本条例第2条第2項は、市長の損害賠償責任の一部免除の基準額を普通地方公共
団体の長等の基準給与額に「2」を乗じて得た額とし、市長以外の基準額は普
通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

泉佐野市職員等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

大阪府 箕面市 同じ

大阪府 東大阪市 同じ

大阪府 島本町 異なる

大阪府 豊能町 同じ

同じ　7件

異なる　2件

兵庫県 姫路市 同じ

兵庫県 相生市 同じ

兵庫県 加古川市 同じ

兵庫県 赤穂市 同じ

兵庫県 西脇市 同じ

兵庫県 小野市 同じ

兵庫県 丹波市 同じ

兵庫県 朝来市 同じ

兵庫県 淡路市 同じ

兵庫県 加東市 同じ

兵庫県 多可町 同じ

兵庫県 稲美町 同じ

箕面市職員等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

東大阪市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

島本町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長・・・基準給与年額に２を乗じて得た額
行政委員会等の委員、町長以外の職員・・・基準給与年額に１を乗じて得た額

町長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

計 9団体 9件

姫路市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

相生市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

加古川市長等の損害賠償責任の上限
を定める条例

赤穂市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

西脇市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

丹波市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

朝来市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

淡路市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

加東市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

多可町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

稲美町長等の損害賠償責任の一部免
責を定める条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

兵庫県 播磨町 同じ

兵庫県 福崎町 同じ

兵庫県 上郡町 同じ

同じ　15件

異なる　0件

奈良県 奈良市 同じ

奈良県 三郷町 同じ

奈良県 斑鳩町 同じ

奈良県 王寺町 同じ

同じ　4件

異なる　0件

和歌山県 田辺市 同じ

同じ　1件

異なる　0件

鳥取県 鳥取市 同じ

鳥取県 米子市 同じ

鳥取県 倉吉市 同じ

鳥取県 境港市 同じ

鳥取県 岩美町 同じ

鳥取県 若桜町 同じ

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

斑鳩町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

王寺町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

播磨町長等の損害賠償責任の上限を
定める条例

福崎町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

上郡町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 15団体 15件

奈良市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 4団体 4件

田辺市長等の市に対する損害賠償責
任の一部免責に関する条例

計 1団体 1件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

境港市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

岩美町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

若桜町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

鳥取県 智頭町 同じ

鳥取県 八頭町 同じ

鳥取県 三朝町 同じ

鳥取県 湯梨浜町 同じ

鳥取県 琴浦町 同じ

鳥取県 北栄町 同じ

鳥取県 大山町 同じ

鳥取県 南部町 同じ

鳥取県 日野町 同じ

同じ　15件

異なる　0件

島根県 松江市 同じ

島根県 浜田市 同じ

島根県 出雲市 同じ

島根県 安来市 同じ

島根県 江津市 同じ

島根県 雲南市 同じ

島根県 奥出雲町 同じ

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

八頭町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

琴浦町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

大山町職員等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

南部町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

日野町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 15団体 15件

松江市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

浜田市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

出雲市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

安来市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

江津市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

雲南市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例の制定について

奥出雲町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

島根県 飯南町 同じ

島根県 邑南町 同じ

島根県 吉賀町 同じ

島根県 隠岐の島町 同じ

同じ　11件

異なる　0件

岡山県 岡山市 同じ

岡山県 倉敷市 同じ

岡山県 玉野市 同じ

岡山県 新見市 同じ

岡山県 真庭市 同じ

岡山県 美咲町 同じ

同じ　6件

異なる　0件

広島県 広島市 同じ

広島県 竹原市 同じ

広島県 三原市 異なる

広島県 尾道市 同じ

広島県 福山市 同じ

飯南町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

邑南町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

吉賀町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

隠岐の島町等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

計 11団体 11件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

玉野市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

新見市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

真庭市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

美咲町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 6団体 6件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

消防長を職員と同じ区分とした。

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

広島県 三次市 同じ

広島県 庄原市 同じ

広島県 大竹市 同じ

広島県 東広島市 同じ

広島県 廿日市市 同じ

広島県 安芸高田市 同じ

広島県 江田島市 同じ

広島県 府中町 同じ

広島県 海田町 同じ

広島県 熊野町 同じ

広島県 安芸太田町 同じ

広島県 神石高原町 同じ

同じ　16件

異なる　1件

山口県 下関市 異なる

山口県 宇部市 同じ

山口県 山口市 同じ

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

庄原市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の東広島市に対する損害賠償
責任の一部免責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

安芸高田市長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

江田島市市長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

海田町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

安芸太田町町長等の損害賠償責任の
一部の免責に関する条例

神石高原町長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

計 17団体 17件

下関市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

本市は、港湾法第３５条の規定（港湾管理者としての地方公共団体が業務を執
行する機関として設置する委員会について定めた規定）に基づき、下関港管理
委員会を設置しているため、参酌基準にない下関港管理委員会の委員を独自に
追加しています。

宇部市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

山口県 萩市 同じ

山口県 防府市 同じ

山口県 下松市 同じ

山口県 岩国市 同じ

山口県 光市 同じ

山口県 長門市 同じ

山口県 柳井市 同じ

山口県 美祢市 同じ

山口県 周南市 同じ

山口県 山陽小野田市 同じ

山口県 和木町 同じ

山口県 上関町 同じ

山口県 田布施町 同じ

山口県 平生町 同じ

山口県 阿武町 同じ

同じ　17件

異なる　1件

徳島県 徳島市 同じ

萩市長等の損害賠償責任の一部免責
に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

下松市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

岩国市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

光市長等の損害賠償責任の一部免責
に関する条例

長門市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

美祢市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

周南市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

山陽小野田市長等の損害賠償責任の
一部免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

田布施町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 18団体 18件

徳島市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

徳島県 鳴門市 同じ

徳島県 阿波市 同じ

徳島県 美馬市 同じ

徳島県 神山町 同じ

同じ　5件

異なる　0件

香川県 高松市 同じ

香川県 宇多津町 同じ

香川県 琴平町 同じ

同じ　3件

異なる　0件

愛媛県 今治市 同じ

愛媛県 新居浜市 同じ

愛媛県 東温市 同じ

愛媛県 愛南町 同じ

同じ　4件

異なる　0件

高知県 南国市 同じ

高知県 香南市 同じ

高知県 芸西村 同じ

鳴門市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

阿波市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

美馬市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

神山町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 5団体 5件

高松市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

宇多津町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

琴平町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 3団体 3件

今治市長等の損害賠償責任の免責額
を定める条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

東温市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

愛南町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 4団体 4件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

村長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

高知県 大豊町 同じ

高知県 いの町 同じ

高知県 仁淀川町 同じ

高知県 佐川町 同じ

高知県 越知町 同じ

高知県 梼原町 同じ

高知県 四万十町 同じ

高知県 大月町 同じ

高知県 黒潮町 同じ

同じ　12件

異なる　0件

福岡県 春日市 同じ

福岡県 古賀市 同じ

福岡県 宇美町 同じ

福岡県 篠栗町 同じ

福岡県 志免町 同じ

福岡県 須恵町 同じ

福岡県 新宮町 同じ

大豊町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

いの町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

佐川町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

四万十町町長等の損害賠償責任の一
部の免責に関する条例

大月町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

黒潮町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 12団体 12件

春日市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

古賀市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例の制定

宇美町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

篠栗町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

志免町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

須恵町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

新宮町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

福岡県 久山町 同じ

福岡県 粕屋町 同じ

福岡県 芦屋町 同じ

福岡県 水巻町 同じ

福岡県 筑前町 同じ

福岡県 東峰村 同じ

福岡県 香春町 同じ

福岡県 添田町 同じ

福岡県 糸田町 同じ

福岡県 川崎町 同じ

福岡県 大任町 同じ

福岡県 福智町 同じ

同じ　19件

異なる　0件

佐賀県 嬉野市 同じ

同じ　1件

異なる　0件

長崎県 長崎市 同じ

長崎県 佐世保市 同じ

久山町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

粕屋町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

芦屋町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部の免責
に関する条例

筑前町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

東峰村長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

川崎町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

大任町長等の損害賠償責任の一部の
面積に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 19団体 19件

嬉野市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

計 1団体 1件

市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

佐世保市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

長崎県 諫早市 同じ

長崎県 松浦市 同じ

長崎県 長与町 同じ

長崎県 東彼杵町 同じ

長崎県 川棚町 同じ

長崎県 波佐見町 同じ

長崎県 新上五島町 同じ

同じ　9件

異なる　0件

熊本県 熊本市 同じ

熊本県 上天草市 同じ

熊本県 合志市 同じ

熊本県 美里町 同じ

熊本県 御船町 同じ

熊本県 嘉島町 同じ

熊本県 益城町 同じ

熊本県 甲佐町 同じ

熊本県 山都町 同じ

諫早市長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

松浦市市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

東彼杵町長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部を免責
する条例

新上五島町長等の損害賠償責任の一
部免責に関する条例

計 9団体 9件

 熊本市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

上天草市長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

合志市長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

美里町長等の損害賠償責任の一部の
免責に関する条例

御船町町長等の損害賠償責任の一部
の免責に関する条例

嘉島町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部を免責
に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例



令第173条第１項の
規定内容との関係

都道府県名 条例の名称市町村名

条例の内容

（異なる場合の具体的内容）

熊本県 相良村 同じ

同じ　10件

異なる　0件

宮崎県 三股町 同じ

宮崎県 高鍋町 同じ

宮崎県 新富町 同じ

宮崎県 木城町 同じ

宮崎県 都農町 同じ

同じ　5件

異なる　0件

鹿児島県 南九州市 同じ

同じ　1件

異なる　0件

沖縄県 読谷村 同じ

沖縄県 北谷町 同じ

同じ　2件

異なる　0件

同じ　295件

異なる　　8件
合計 303団体 303件

相良村長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 10団体 10件

三股町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

新富町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

木城町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

町長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例

計 5団体 5件

南九州市長等の損害賠償責任の一部
免責に関する条例

計 1団体 1件

読谷村長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

北谷町長等の損害賠償責任の一部免
責に関する条例

計 2団体 2件


	5-(6)長等の損害賠償責任の一部免責（都道府県）
	５－（５）

	5-(6)長等の損害賠償責任の一部免責（市町村）
	５－（５）


