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２０１９年４月１日 

ＮＰＯ法人公共政策研究所 

 

自治基本条例の都道府県別普及状況（２０１９年４月１日現在） 

 

１．全国の１７８８自治体における自治基本条例の施行状況（２０１９年４月１日現在） 

 
 
２．調査概要 

（１）調査機関 ：ＮＰＯ法人公共政策研究所 

（２）調査期間 ：平成３１年３月１１日～３月２９日 

（３）調査方法 ：全国１７８８自治体ホームページ参照 

 

 

 

 

全国の1788自治体における自治基本条例の施行状況

項目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３1年度
施行自治体数 1 2 9 13 26 23 37 31 32 38 33 34 27 24 21 13 5 5 2

累計 1 3 12 25 51 74 111 142 174 212 245 279 306 330 351 364 369 374 376
比率 0.1% 0 .2% 0 .7% 1 .4% 2.9% 4.1% 6 .2% 7 .9% 9 .7% 11 .9% 13.7% 15.6% 17 .1% 18 .5% 19 .6% 20 .4% 20.6% 20 .9% 21 .0%

（注1）市区町村数は平成28年10月10日現在   (注２）都道府県４７、市区町村１，７４1、計１，７８８
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３．都道府県別自治基本条例普及状況 

 

自治基本条例の都道府県別普及率（平成31年4月1日現在）

ＮＯ 県名 市町村数
条例施行
自治体数

施行率
普及
順位

1 北海道 180 59 33% 8
2 青森県 41 8 20%
3 岩手県 34 7 21%
4 宮城県 36 5 14%
5 秋田県 26 4 15%
6 山形県 36 7 19%
7 福島県 60 11 18%

233 42 18%
8 茨城県 45 6 13%
9 栃木県 26 12 46% 2

10 群馬県 36 3 8%
11 埼玉県 64 22 34% 7
12 千葉県 55 2 4%
13 東京都 63 14 22%
14 神奈川県 34 22 65% 1

323 81 25%
15 新潟県 31 11 35% 6
16 富山県 16 2 13%
17 石川県 20 6 30%
18 福井県 18 3 17%
19 山梨県 28 5 18%
20 長野県 78 12 15%
21 岐阜県 43 11 26%
22 静岡県 36 6 17%
23 愛知県 55 18 33% 8

325 74 23%
24 三重県 30 7 23%
25 滋賀県 20 8 40% 4
26 京都府 27 2 7%
27 大阪府 44 14 32% 10
28 兵庫県 42 15 36% 5
29 奈良県 40 4 10%
30 和歌山県 31 1 3%

234 51 22%
31 鳥取県 20 5 25%
32 島根県 20 4 20%
33 岡山県 28 5 18%
34 広島県 24 4 17%
35 山口県 20 2 10%

112 20 18%
36 徳島県 25 2 8%
37 香川県 18 4 22%
38 愛媛県 21 4 19%
39 高知県 35 3 9%

99 13 13%
40 福岡県 61 11 18%
41 佐賀県 21 2 10%
42 長崎県 22 2 9%
43 熊本県 46 4 9%
44 大分県 19 8 42% 3
45 宮崎県 27 2 7%
46 鹿児島県 44 3 7%
47 沖縄県 42 4 10%

282 36 13%
1788 376 21.0%

(注）都道府県別市区町村数一覧（平成28年10月10日現在）

(注２）都道府県４７、市区町村１，７４1、計１，７８８
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４．都道府県別自治基本条例施行状況 

 

ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 ニセコ町 北海道 まちづくり基本条例 平成13年4月1日
2 北海道 北海道 行政基本条例 平成14年10月18日
3 奈井江町 北海道  まちづくり基本条例  平成17年4月1日
4 苫前町 北海道  まちづくり基本条例  平成17年10月1日
5 登別市 北海道  まちづくり基本条例  平成17年12月21日
6 清水町 北海道  まちづくり基本条例  平成18年4月1日
7 遠別町 北海道  自治基本条例  平成18年4月1日
8 沼田町 北海道  まちづくり基本条例  平成18年4月1日
9 音更町 北海道  まちづくり基本条例  平成18年10月1日

10 白老町 北海道  自治基本条例  平成19年1月1日
11 芽室町 北海道  自治基本条例  平成19年3月5日
12 下川町 北海道  自治基本条例  平成19年4月1日
13 札幌市 北海道  自治基本条例  平成19年4月1日
14 苫小牧市 北海道  自治基本条例  平成19年4月1日
15 留萌市 北海道  自治基本条例  平成19年4月1日
16 帯広市 北海道  まちづくり基本条例  平成19年4月1日
17 稚内市 北海道  自治基本条例  平成19年4月1日
18 中札内村 北海道  まちづくり基本条例  平成19年4月1日
19 遠軽町 北海道  まちづくり基本条例  平成19年4月1日
20 美唄市 北海道  まちづくり基本条例  平成19年9月1日
21 七飯町 北海道  まちづくり基本条例  平成19年10月1日
22 平取町 北海道  自治基本条例  平成20年4月1日
23 上川町 北海道  自治基本条例  平成20年4月1日
24 石狩市 北海道  自治基本条例  平成20年4月1日
25 芦別市 北海道 まちづくり基本条例 平成20年10月1日
26 上富良野町 北海道 自治基本条例 平成21年4月1日
27 幌延町 北海道 まちづくり基本条例 平成21年4月1日
28 士幌町 北海道 まちづくり基本条例 平成21年4月1日
29 福島町 北海道  まちづくり基本条例 平成21年4月1日
30 厚沢部町 北海道  素敵な過疎のまちづくり基本条例 平成21年4月1日
31 三笠市 北海道  未来づくり基本条例 平成21年4月1日
32 江別市 北海道 自治基本条例 平成21年7月1日
33 名寄市 北海道 自治基本条例 平成22年4月1日
34 八雲町 北海道 自治基本条例 平成22年4月1日
35 鹿追町 北海道 自治基本条例 平成22年4月1日
36 和寒町 北海道 自治基本条例 平成22年4月1日
37 置戸町 北海道 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
38 黒松内町 北海道 みんなで歩むまちづくり条例 平成22年5月7日
39 北見市 北海道 まちづくり基本条例 平成22年12月21日
40 新十津川町 北海道 まちづくり基本条例 平成23年1月1日
41 中頓別町 北海道 自治基本条例 平成23年3月22日
42 函館市 北海道 自治基本条例 平成23年4月1日
43 美幌町 北海道 自治基本条例 平成23年4月1日
44 別海町 北海道 自治基本条例 平成23年4月1日
45 中標津町 北海道 自治基本条例 平成24年4月1日
46 士別市 北海道 まちづくり基本条例 平成24年4月1日
47  大空町 北海道  自治基本条例  平成24年6月21日
48  新ひだか町 北海道  まちづくり自治基本条例  平成25年1月7日
49  斜里町 北海道  自治基本条例  平成25年4月1日
50  栗山町 北海道   自治基本条例  平成25年4月1日
51 むかわ町 北海道 まちづくり基本条例  平成25年4月1日
52 恵庭市 北海道 まちづくり基本条例 平成26年1月1日
53 湧別町 北海道 自治基本条例  平成26年4月1日
54 小樽市 北海道 自治基本条例  平成26年4月1日
55 旭川市 北海道 まちづくり基本条例  平成26年4月1日
56 安平町 北海道 まちづくり基本条例 平成26年12月26日
57 岩見沢市 北海道 まちづくり自治基本条例 平成27年4月1日
58 釧路市 北海道 まちづくり基本条例 平成27年10月1日
59 余市町 北海道 自治基本条例 平成30年4月1日
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ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 五戸町 青森県 まちづくり基本条例 平成16年7月1日
2 八戸市 青森県 協働のまちづくり基本条例 平成17年4月1日
3 階上町 青森県 協働のまちづくり条例 平成19年4月1日
4 佐用村 青森県 むらづくり基本条例 平成19年7月1日
5 おいらせ町 青森県 自治基本条例 平成21年4月1日
6  十和田市 青森県  まちづくり基本条例  平成25年4月1日
7 弘前市 青森県 協働によるまちづくり基本条例 平成27年4月1日
8 青森市 青森県  まちづくり基本条例  平成28年4月1日

1 花巻市 岩手県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
2 宮古市 岩手県 自治基本条例 平成20年7月1日
3 洋野町 岩手県 まちづくり基本条例 平成21年4月1日
4 奥州市 岩手県 自治基本条例 平成21年10月1日
5 西和賀町 岩手県 まちづくり基本条例 平成24年1月1日
6  北上市 岩手県  自治基本条例  平成25年1月1日
7 滝沢市 岩手県 自治基本条例  平成26年4月1日

1 にかほ市 秋田県 自治基本条例 平成21年6月25日
2 横手市 秋田県 自治基本条例  平成25年10月1日
3  潟上市 秋田県  自治基本条例  平成25年1月1日
4 大仙市 秋田県 まちづくり基本条例 平成28年10月1日

1 亘理町 宮城県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
2 東松島市 宮城県 まちづくり基本条例 平成21年4月1日
3 柴田町 宮城県 住民自治によるまちづくり基本条例 平成22年4月1日
4  登米市 宮城県  まちづくり基本条例  平成24年4月1日
5 加美町 宮城県 まちづくり基本条例 平成28年4月1日

1 白鷹町 山形県 協働のまちづくり条例 平成16年4月1日
2 川西町 山形県 まちづくり基本条例 平成16年6月23日
3 長井市 山形県 まちづくり基本条例 平成18年4月1日
4 金山町 山形県 自律のまちづくり基本条例 平成18年4月1日
5 遊佐町 山形県 まちづくり基本条例 平成19年9月1日
6 庄内町 山形県  みんなが主役のまちづくり基本条例 平成24年7月1日
7 西川町 山形県 まちづくり基本条例 平成28年1月1日

1 会津坂下町 福島県 まちづくり基本条例 平成15年4月1日
2 三春町 福島県 町民自治基本条例 平成17年10月1日
3 二本松市 福島県 市政運営基本条例 平成17年12月1日
4 矢祭町 福島県 自治基本条例 平成18年1月1日
5 三島町 福島県 まちづくり基本条例 平成18年4月1日
6 大玉村 福島県 自治基本条例 平成19年4月1日
7 南相馬市 福島県 自治基本条例 平成20年4月1日
8 西会津町 福島県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
9 白河市 福島県 自治基本条例  平成26年4月1日

10 会津若松市 福島県 自治基本条例  平成28年6月29日
11 喜多方市 福島県 自治基本条例 平成29年6月16日

1 芳賀町 栃木県 まちづくり基本条例 平成18年4月1日
2 日光市 栃木県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
3 高根沢町 栃木県 まちづくり基本条例 平成20年6月10日
4 宇都宮市 栃木県 自治基本条例 平成21年4月1日
5 矢板市 栃木県 まちづくり基本条例 平成23年11月1日
6  栃木市 栃木県  自治基本条例  平成24年10月1日
7 鹿沼市 栃木県 自治基本条例  平成24年4月1日
8 大田原市 栃木県 自治基本条例  平成26年4月1日
9 益子町 栃木県 まちづくり基本条例  平成26年4月1日

10 下野市 栃木県 自治基本条例  平成26年4月1日
11 真岡市 栃木県 自治基本条例  平成26年4月1日
12 市貝町 栃木県 サシバの里いちかい基本条例 平成31年4月1日

1 太田市 群馬県 まちづくり基本条例 平成18年4月1日
2 玉村町 群馬県 自治基本条例 平成19年4月1日
3 みなかみ町 群馬県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日

1 小美玉市 茨城県 自治基本条例 平成20年4月1日
2 古河市 茨城県 自治基本条例 平成21年10月1日
3 那珂市 茨城県 協働のまちづくり推進基本条例 平成22年3月25日
4 ひたちなか市 茨城県 自立と協働のまちづくり基本条例 平成22年4月1日
5  東海村 茨城県  自治基本条例 平成24年10月1日
6 龍ケ崎市 茨城県 まちづくり基本条例 平成27年9月1日
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ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 鳩山町 埼玉県 まちづくり基本条例 平成15年4月1日
2 富士見市 埼玉県 自治基本条例 平成16年4月1日
3 草加市 埼玉県 みんなでまちづくり自治基本条例 平成16年10月1日
4 秩父市 埼玉県 まちづくり基本条例 平成17年5月24日
5 新座市 埼玉県 自治憲章条例 平成18年11月1日
6 熊谷市 埼玉県 自治基本条例 平成19年10月1日
7 美里町 埼玉県 まちづくり基本条例 平成19年10月1日
8 宮代町 埼玉県 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
9 川口市 埼玉県 自治基本条例 平成21年4月1日

10 越谷市 埼玉県 自治基本条例 平成21年9月1日
11 三郷市 埼玉県 自治基本条例 平成21年10月1日
12 春日部市 埼玉県 自治基本条例 平成22年4月1日
13 羽生市 埼玉県 まちづくり自治基本条例 平成22年4月1日
14 北本市 埼玉県 自治基本条例 平成22年4月1日
15 八潮市 埼玉県 自治基本条例 平成23年7月1日
16 所沢市 埼玉県 自治基本条例 平成23年7月1日
17 白岡町 埼玉県 自治基本条例 平成23年10月1日
18 久喜市 埼玉県 自治基本条例 平成24年4月1日
19 鴻巣市 埼玉県  自治基本条例 平成24年10月1日
20 ふじみ野市 埼玉県 自治基本条例 平成26年6月26日
21 戸田市 埼玉県 自治基本条例 平成26年7月1日
22 杉戸町 埼玉県 自治基本条例 平成27年7月1日

1 流山市 千葉県 自治基本条例 平成21年4月1日
2 茂原市 千葉県 まちづくり条例 平成28年4月1日

1 清瀬市 東京都 まちづくり基本条例 平成15年4月1日
2 杉並区 東京都 自治基本条例 平成15年5月1日
3 多摩市 東京都 自治基本条例 平成16年8月1日
4 文京区 東京都 自治基本条例 平成17年4月1日
5 中野区 東京都 自治基本条例 平成17年4月1日
6 足立区 東京都 自治基本条例 平成17年4月1日
7 豊島区 東京都 自治の推進に関する基本条例 平成18年4月1日
8 三鷹市 東京都 自治基本条例 平成18年4月1日
9 国分寺市 東京都 自治基本条例 平成21年4月1日

10 小平市 東京都 自治基本条例 平成21年12月22日
11 練馬区 東京都 区政推進基本条例 平成23年1月1日
12 新宿区 東京都 自治基本条例 平成23年4月1日
13 調布市 東京都 自治の理念と市政運営に関する基本条例  平成25年4月1日
14 東村山市 東京都 みんなで進めるまちづくり基本条例  平成26年4月1日

1 愛川町 神奈川県 自治基本条例 平成16年9月1日
2 川崎市 神奈川県 自治基本条例 平成17年4月1日
3 大和市 神奈川県 自治基本条例 平成17年4月1日
4 平塚市 神奈川県 自治基本条例 平成18年10月1日
5 湯河原町 神奈川県 自治基本条例 平成19年4月1日
6 寒川町 神奈川県 自治基本条例 平成19年4月1日
7 海老名市 神奈川県 自治基本条例 平成19年10月1日
8 開成町 神奈川県 あじさいのまち開成自治基本条例 平成20年4月1日
9 神奈川県 神奈川県 自治基本条例 平成21年3月27日

10 箱根町 神奈川県 自治基本条例 平成21年4月1日
11 大井町 神奈川県 自治基本条例 平成21年4月1日
12 綾瀬市 神奈川県 自治基本条例 平成22年3月25日
13 茅ヶ崎市 神奈川県 自治基本条例 平成22年4月1日
14 南足柄市 神奈川県 自治基本条例 平成22年10月1日
15 厚木市 神奈川県 自治基本条例 平成22年12月24日
16 大磯町 神奈川県 自治基本条例 平成23年9月1日
17 小田原市 神奈川県 自治基本条例 平成24年1月1日
18 山北町 神奈川県 自治基本条例  平成25年4月1日
19 中井町 神奈川県 自治基本条例  平成26年4月1日
20 清川村 神奈川県 自治基本条例 平成27年4月1日
21 真鶴町 神奈川県 自治基本条例 平成27年4月1日
22 松田町 神奈川県 自治基本条例 平成30年10月1日
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ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 柏崎市 新潟県 柏崎市市民参加のまちづくり基本条例 平成15年10月1日
2 聖籠町 新潟県 自治基本条例 平成16年4月1日
3 関川村 新潟県 むらづくり基本条例 平成16年8月1日
4 妙高市 新潟県 自治基本条例 平成19年4月1日
5 新潟市 新潟県 自治基本条例 平成20年2月22日
6 上越市 新潟県 自治基本条例 平成20年4月1日
7 燕市 新潟県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
8 魚沼市 新潟県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
9 湯沢町 新潟県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日

10 阿賀野市 新潟県 まちづくり基本条例 平成23年10月1日
11 十日町市 新潟県 まちづくり基本条例 平成27年4月1日

1 魚津市 富山県 自治基本条例 平成23年9月21日
2 南砺市 富山県 まちづくり基本条例  平成24年7月1日

1 羽咋市 石川県 まちづくり基本条例 平成15年4月1日
2 輪島市 石川県 自治基本条例 平成20年4月1日
3 白山市 石川県 自治基本条例 平成23年4月1日
4 加賀市 石川県 市民主役基本条例  平成24年4月1日
5  七尾市 石川県 まちづくり基本条例  平成24年9月1日
6 野々市市 石川県 まちづくり基本条例 平成27年4月1日

1 越前市 福井県 自治基本条例 平成17年10月1日
2 あわら市 福井県 まちづくり基本条例 平成21年3月1日
3 坂井市 福井県 まちづくり基本条例 平成24年4月1日

1 木曾町 長野県 まちづくり条例 平成18年1月26日
2 飯田市 長野県 自治基本条例 平成19年4月1日
3 千曲市 長野県 まちづくり基本条例 平成19年4月1日
4 軽井沢町 長野県 まちづくり基本条例 平成19年8月1日
5 駒ヶ根市 長野県 協働のまちづくり条例 平成20年7月1日
6 小諸市 長野県 自治基本条例 平成22年4月1日
7 上田市 長野県 自治基本条例 平成23年4月1日
8 上松町 長野県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
9 箕輪町 長野県 協働のまちづくり基本条例 平成26年7月1日

10 高森町 長野県 まちづくり基本条例 平成27年4月1日
11 安曇野市 長野県 自治基本条例 平成29年4月1日
12 宮田村 長野県 むらづくり基本条例 平成28年1月1日

1 甲府市 山梨県 自治基本条例 平成19年6月21日
2 都留市 山梨県 自治基本条例 平成21年4月1日
3 富士河口湖町 山梨県 自治基本条例  平成25年4月1日
4 甲斐市 山梨市 まちづくり基本条例 平成25年10月1日
5 上野原市 山梨県 まちづくり基本条例 平成29年4月1日

1 静岡市 静岡県 自治基本条例 平成17年4月1日
2 牧之原市 静岡県 自治基本条例 平成23年10月1日
3  川根本町 静岡県  まちづくり基本条例  平成24年7月1日
4  掛川市 静岡県  自治基本条例  平成25年4月1日
5 焼津市 静岡県 自治基本条例  平成26年10月1日
6 小山町 静岡県 自治基本条例 平成28年4月1日

1 東海市 愛知県 まちづくり基本条例 平成15年12月22日
2 知立市 愛知県 まちづくり基本条例 平成17年4月1日
3 豊田市 愛知県 まちづくり基本条例 平成17年10月1日
4 日進市 愛知県 自治基本条例 平成19年10月1日
5 みよし市 愛知県 自治基本条例 平成20年10月1日
6 安城市 愛知県 自治基本条例 平成22年4月1日
7 大口町 愛知県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
8 一宮市 愛知県 自治基本条例 平成23年1月1日
9 高浜市 愛知県 自治基本条例 平成23年4月1日

10 江南市 愛知県 市民自治によるまちづくり基本条例 平成23年4月1日
11 刈谷市 愛知県 自治基本条例 平成23年4月1日
12 東郷町 愛知県 自治基本条例 平成26年1月1日
13  新城市 愛知県  自治基本条例  平成25年4月1日
14 碧南市 愛知県 協働のまちづくりに関する基本条例  平成25年4月1日
15 岩倉市 愛知県 自治基本条例  平成25年4月1日
16 小牧市 愛知県 自治基本条例 平成27年4月1日
17 愛西市 愛知県 自治基本条例 平成27年4月1日
18 長久手市 愛知県 みんなでつくるまち条例 平成30年7月1日

1 多治見市 岐阜県 市政基本条例 平成19年1月1日
2 岐阜市 岐阜県 住民自治基本条例 平成19年4月1日
3 輪之内町 岐阜県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
4 垂井町 岐阜県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
5 瑞穂市 岐阜県 まちづくり基本条例 平成24年4月1日
6 郡上市 岐阜市 住民自治基本条例 平成26年3月27日
7 関市 岐阜県 自治基本条例 平成26年12月25日
8 安八町 岐阜県 自治基本条例 平成27年3月12日
9 瑞浪市 岐阜県 まちづくり基本条例 平成27年7月1日

10 山県市 岐阜県 まちづくり基本条例 平成28年3月18日
11 羽島市 岐阜県 まちづくり基本条例 平成28年4月1日
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ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 伊賀市 三重県 自治基本条例 平成16年12月24日
2 四日市市 三重県 市民自治基本条例（理念条例） 平成17年9月1日
3 名張市 三重県 自治基本条例 平成18年1月1日
4 朝日町 三重県 まちづくり基本条例 平成19年4月1日
5 志摩市 三重県 まちづくり基本条例 平成20年8月1日
6 亀山市 三重県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
7 鈴鹿市 三重県  まちづくり基本条例 平成24年12月1日

1 甲良町 滋賀県 まちづくり条例 平成15年4月1日
2 米原市 滋賀県 自治基本条例 平成18年9月1日
3 野洲市 滋賀県 まちづくり基本条例 平成19年10月1日
4 長浜市 滋賀県 市民自治基本条例 平成23年4月1日
5 近江八幡市 滋賀県 協働のまちづくり基本条例 平成24年4月1日
6 草津市 滋賀県 自治体基本条例 平成24年4月1日
7 愛荘町 滋賀県 自治基本条例 平成25年7月1日
8 甲賀市 滋賀県 まちづくり基本条例 平成28年4月1日

1 京丹後市 京都府 まちづくり基本条例 平成20年4月1日
2 福知山市 京都府 自治基本条例 平成30年4月1日

1 生駒市 奈良県 自治基本条例 平成22年4月1日
2 大和郡山市 奈良県 自治基本条例 平成24年4月1日
3 上牧町 奈良県 まちづくり基本条例 平成26年4月1日
4 吉野町 奈良県 まちづくり基本条例 平成27年4月1日

1 橋本市 和歌山県 自治と協働をはぐくむ条例 平成31年4月1日

1 岸和田市 大阪府 自治基本条例 平成17年8月1日
2 池田市 大阪府 みんなでづくるまちの基本条例 平成18年4月1日
3 大東市 大阪府 自治基本条例 平成18年4月1日
4 吹田市 大阪府 自治基本条例 平成19年1月1日
5 豊中市 大阪府 自治基本条例 平成19年4月1日
6 柏原市 大阪府 まちづくり基本条例 平成19年4月1日
7 寝屋川市 大阪府 みんなのまちの基本条例 平成20年4月1日
8 阪南市 大阪府 自治基本条例 平成21年7月1日
9 大阪狭山市 大阪府 自治基本条例 平成22年4月1日

10 島本町 大阪府 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
11 和泉市 大阪府 自治基本条例 平成23年9月1日
12  泉南市 大阪府  自治基本条例  平成24年10月1日
13 門真市 大阪府 自治基本条例 平成26年1月1日
14 河南町 大阪府 まちづくり基本条例 平成26年4月1日

1 宝塚市 兵庫県 まちづくり基本条例 平成14年4月1日
2 伊丹市 兵庫県 まちづくり基本条例 平成15年10月1日
3 篠山市 兵庫県 自治基本条例 平成18年10月1日
4 朝来町 兵庫県 自治基本条例 平成21年4月1日
5 養父市 兵庫県 まちづくり基本条例 平成21年7月1日
6 明石市 兵庫県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日
7 宍粟市 兵庫県 自治基本条例 平成23年4月1日
8 相生市 兵庫県  自治基本条例  平成24年10月1日
9  丹波市 兵庫県  自治基本条例  平成24年4月1日

10  三田市 兵庫県  まちづくり基本条例  平成24年7月1日
11 姫路市 兵庫県 まちづくりと自治の条例  平成25年12月20日
12 西脇市 兵庫県  自治基本条例  平成25年4月1日
13 佐用町 兵庫県 まちづくり基本条例  平成25年4月1日
14 福崎町 兵庫県 自治基本条例  平成25年7月1日
15 尼崎市 兵庫県 自治のまちづくり条例 平成28年10月8日

1 北栄町 鳥取県 自治基本条例 平成19年4月1日
2 鳥取市 鳥取県 自治基本条例 平成20年10月1日
3 日吉津村 鳥取県 自治基本条例 平成21年4月1日
4  米子市 鳥取県  自治基本条例  平成24年6月27日
5 八頭町 鳥取県 自治基本条例 平成25年1月1日

1 隠岐の島町 島根県 まちづくり基本条例 平成18年3月27日
2 邑南町 島根県 まちづくり基本条例 平成19年4月1日
3 雲南市 島根県 まちづくり基本条例 平成20年11月1日
4 飯南町 島根県 次世代につなぐまちづくり基本条例 平成27年4月1日

1 新見市 岡山県 まちづくり基本条例 平成17年3月31日
2 矢掛町 岡山県 まちづくり基本条例 平成17年4月1日
3 瀬戸内市 岡山県 自治基本条例 平成18年2月13日
4 笠岡市 岡山県 自治基本条例 平成20年10月1日
5 備前市 岡山県 まちづくり基本条例 平成22年4月1日

1 神石高原町 広島県 人と自然が輝くまちづくり条例 平成16年11月5日
2 三次市 広島県 まち・ゆめ基本条例 平成18年4月1日
3 庄原市 広島県 まちづくり基本条例 平成24年4月1日
4 北広島町 広島県 まちづくり基本条例 平成29年2月10日

1 防府市 山口県 自治基本条例 平成22年4月1日
2 山陽小野田市 山口県 自治基本条例 平成24年1月1日
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ＮＯ 自治体 都道府県 条例名 施行日

1 さぬき市 香川県 まちづくり基本条例 平成17年4月1日
2 善通寺市 香川県 自治基本条例 平成17年10月1日
3 丸亀市 香川県 自治基本条例 平成18年10月1日
4 高松市 香川県 自治基本条例 平成22年2月15日

1 鳴門市 徳島県 自治基本条例 平成23年11月1日
2  三好市 徳島県  まちづくり基本条例  平成24年10月1日

1 久万高原町 愛媛県 まちづくり基本条例 平成19年4月1日
2 四国中央市 愛媛県 自治基本条例 平成19年7月1日
3 愛南町 愛媛県 自治基本条例 平成20年4月1日
4 伊予市 愛媛県 自治基本条例 平成22年1月1日

1 須崎市 高知県 自治基本条例 平成23年1月1日
2 四万十町 高知県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
3 土佐清水市 高知県 みんなでまちづくり条例 平成28年4月1日

1 うきは市 福岡県 協働のまちづくり基本条例 平成19年4月1日
2 福津市 福岡県 みんなですすめるまちづくり基本条例 平成20年12月1日
3 北九州市 福岡県 自治基本条例 平成22年10月1日
4 嘉麻市 福岡県 自治基本条例 平成22年12月28日
5 宮若市 福岡県 自治基本条例 平成23年4月1日
6 筑紫野市 福岡県 市民自治基本条例 平成23年6月29日
7  糸島市 福岡県  まちづくり基本条例 平成25年4月1日
8 桂川町 福岡県 自治基本条例 平成27年4月1日
9 大牟田市 福岡県 協働のまちづくり推進条例 平成28年4月1日

10 太宰府市 福岡県 自治基本条例 平成29年4月1日
11 古賀市 福岡県 まちづくり基本条例 平成29年4月1日

1 基山町 佐賀県 まちづくり基本条例 平成23年4月1日
2 佐賀市 佐賀県 まちづくり自治基本条例  平成26年4月1日

1 長崎市 長崎県 よかまちづくり基本条例 平成27年12月1日

1 九重町 大分県 まちづくり基本条例 平成17年2月1日
2 由布市 大分県 住民自治基本条例 平成21年9月25日
3 大分市 大分県 まちづくり自治基本条例 平成24年4月1日
4  豊後大野市 大分県 まちづくり基本条例  平成24年10月1日
5 臼杵市 大分県 まちづくり基本条例  平成25年4月1日
6 杵築市 大分県 自治基本条例  平成25年7月1日
7 日田市 大分県 自治基本条例  平成26年4月1日
8 宇佐市 大分県 自治基本条例 平成27年4月1日

1 大津町 熊本県 まちづくり基本条例 平成20年9月24日
2 熊本市 熊本県 自治基本条例 平成22年4月1日
3 合志市 熊本県 自治基本条例 平成22年4月1日
4 玉名市 熊本県 自治基本条例 平成28年10月1日

1 えびの市 宮崎県 自治基本条例 平成22年4月1日
2 三股町 宮崎県 まちづくり基本条例 平成25年6月28日

1 薩摩川内市 鹿児島県 自治基本条例 平成20年10月12日
2 出水市 鹿児島県 自治基本条例 平成22年4月1日
3 いちき串木野市 鹿児島県 自治基本条例 平成26年4月1日

1 石垣市 沖縄県 自治基本条例 平成22年4月1日
2 南風原町 沖縄県 まちづくり基本条例 平成26年1月1日
3 西原町 沖縄県 まちづくり基本条例  平成24年4月1日
4 読谷村 沖縄県 自治基本条例  平成26年4月1日


