
自転車の安全利用促進に関する条例の制定自治体（施行日時順）

番号 自治体 条例の名称 施行日

1  茨　城　県   茨城県交通安全条例 平成15年　4月1日

2  東京都板橋区  東京都板橋区自転車安全利用条例 平成15年　4月1日

3  愛知県大府市  大府市交通安全条例 平成15年　4月1日

4  茨城県取手市  取手市自転車安全利用条例 平成19年　4月1日

5  岩手県盛岡市
 盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車の放置
 防止に関する条例

平成20年　4月1日

※ 6  京　都　府 
 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ３０．４．１から自転車保険の加入義務

平成20年　4月1日

7  千葉県浦安市  浦安市自転車の安全利用に関する条例 平成21年10月 1日

※ 8  東京都府中市
 府中市自転車の安全利用に関する条例
  ※　R0２．４．１から自転車保険の加入義務

平成22年　4月1日

※ 9
 京都府京都市
 （政令指定都市）

 京都市自転車安心安全条例
　※　Ｈ３０．４．１から自転車保険の加入義務

平成23年　4月1日

10  千葉県市川市  市川市自転車の安全利用に関する条例 平成23年　4月1日

※ 11  埼　玉　県  
 埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ３０．４．１から自転車保険の加入義務

平成24年　4月1日

12  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 平成24年　4月1日

※ 13  大阪府摂津市 
 摂津市自転車安全利用倫理条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成24年　4月1日

※ 14  大阪府羽曳野市
 羽曳野市自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成24年　4月1日

※ 15  東京都豊島区 
 豊島区自転車の安全利用に関する条例
　※　R01．１０．１から自転車保険の加入義務

平成24年 9月 1日

16  千葉県流山市  流山市自転車の安全利用に関する条例 平成24年 9月30日

17  埼玉県戸田市  戸田市みんなで守ろう自転車の安全利用条例 平成25年 1月 1日

※ 18
 福岡県福岡市
 （政令指定都市）

 福岡市自転車の安全利用に関する条例
  ※　R0２．10．１から自転車保険の加入義務

平成25年 4月 1日

19  神奈川県厚木市  厚木市自転車安全利用促進条例 平成25年 4月 1日

※ 20  大阪府寝屋川市
 寝屋川市自転車安全利用条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成25年 4月 1日

21  千葉県印西市  印西市自転車の安全・安心利用に関する条例 平成25年 4月 1日

22  京都府宇治市  宇治市自転車の安全な利用を促進する条例 平成25年 4月 1日

※ 23  東　京　都  
 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　R0２．４．１から自転車保険の加入義務

平成25年 7月 1日

※ 24  愛　媛　県  
 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　R0２．４．１から自転車保険の加入義務

平成25年 7月 1日

25  兵庫県宝塚市  宝塚市自転車の安全利用に関する条例 平成25年10月 1日

※ 26  石川県金沢市
 金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ３０．４．１から自転車保険の加入義務

平成26年 4月 1日

27  茨城県つくば市  つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 平成26年 4月 1日

令和５年４月１日現在



28
 福岡県北九州市
 （政令指定都市）

 北九州市安全・安心条例 平成26年 7月 1日

※ 29  滋賀県草津市
 草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２８．10．１から自転車保険の加入義務

平成26年 7月 1日

※ 30  愛媛県今治市
 今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例
　※　R0２．４．１から自転車保険の加入義務

平成26年 7月 1日

31  長崎県大村市  大村市自転車の安全利用及び自転車等の放置防止に関する条例              平成26年 7月 1日

32  兵庫県伊丹市  伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例 平成26年 7月 1日

33  島根県松江市  松江市自転車安全利用条例 平成26年 8月 1日

34  愛媛県上島町  上島町自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成26年 9月 1日

※ 35
 大阪府堺市
 （政令指定都市）

 堺市自転車のまちづくり推進条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成26年10月 1日

36  埼玉県坂戸市  坂戸市自転車の安全な利用に関する条例 平成26年12月 1日

37  埼玉県蕨市  蕨市自転車安全利用条例 平成26年12月 1日

※ 38  群　馬　県
 群馬県交通安全条例
　※　Ｒ０３．４．１から自転車保険の加入義務

平成26年12月22日

39  大阪府箕面市  箕面市自転車安全利用条例 平成27年 1月 1日

※ 40  兵　庫　県
 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２７．１０．１から自転車保険の加入義務

平成27年 4月 1日

※ 41  大阪府守口市
 守口市自転車の安全利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成27年 4月 1日

※ 42  熊　本　県
 熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　Ｒ０３．10．１から自転車保険の加入義務

平成27年 4月 1日

43  埼玉県上尾市  上尾市自転車の安全な利用に関する条例 平成27年 4月 1日

44  埼玉県行田市  行田市自転車安全利用促進条例 平成27年 6月 1日

45  大阪府高槻市  高槻市自転車安全利用条例 平成27年10月 1日

46  東京都台東区  東京都台東区自転車安全利用促進条例 平成27年10月 1日

47  埼玉県桶川市  桶川市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成27年12月 1日

48  広島県三次市  三次市自転車の安全利用に関する条例 平成28年1月 1日

※ 49  大阪府門真市
 門真市自転車安全利用に関するマナー条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成28年 1月 1日

※ 50  滋　賀　県
 滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２８．１０．１から自転車保険の加入義務

平成28年 2月26日

51  徳　島　県  徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例 平成28年 4月 1日

※ 52  大　阪　府
 大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２８．７．１から自転車保険の加入義務

平成28年 4月 1日

53  埼玉県八潮市  八潮市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成28年 4月 1日

※ 54  愛知県知多市
 知多市自転車の安全利用に関する条例
　※　R03．１０．１から自転車保険の加入義務

平成28年 4月 1日

55  埼玉県ときがわ町  ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例 平成28年 4月 1日

56  愛媛県久万高原町  久万高原町自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成28年 4月 1日



57  埼玉県ふじみ野市  ふじみ野市自転車の安全な利用の促進に関する 条例 平成28年10月 1日

58  埼玉県富士見市  富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成28年10月 1日

59  埼玉県三芳町  三芳町自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成28年10月 1日

60  鳥　取　県  鳥取県支え愛交通安全条例 平成28年10月14日

※ 61
 静岡県静岡市
（政令指定都市）

 静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例
　※　R01．１０．１から自転車保険の加入義務

平成29年 1月 1日

※ 62  鹿 児 島 県
 かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例
　※　Ｈ２９．１０．１から自転車保険の加入義務

平成29年 3月24日

※ 63  千　葉　県
 千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　Ｒ04．７．１から自転車保険の加入義務

平成29年 4月 1日

※ 64
 愛知県名古屋市
 （政令指定都市）

 名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　Ｈ２９．１０．１から自転車保険の加入義務

平成29年 4月 1日

65  埼玉県北本市  北本市自転車の安全な利用に関する条例 平成29年 4月 1日

66  埼玉県日高市  日高市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成29年 4月 1日

67  埼玉県蓮田市  蓮田市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成29年 4月 1日

68  埼玉県加須市  加須市自転車の安全利用に関する条例 平成29年 5月 1日

※ 69
 千葉県千葉市
 （政令指定都市）

 千葉市自転車を活用したまちづくり条例
　※　Ｒ０３．４．１から自転車保険の加入義務

平成29年 7月 1日

70  埼玉県草加市  草加市自転車の安全な利用に関する条例 平成29年 9月 1日

71  兵庫県尼崎市  尼崎市自転車のまちづくり推進条例 平成29年10月 1日

※ 72
 神奈川県相模原市
 （政令指定都市）

 相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例
　※　Ｈ３０．７．１から自転車保険の加入義務

平成29年12月25日

73  北　海　道  北海道自転車条例 平成30年 4月 1日

※ 74  香　川　県
 香川県自転車の安全利用に関する条例
　※　Ｒ04．４．１から自転車保険の加入義務

平成30年 4月 1日

75  栃木県栃木市  栃木市自転車の安全な利用に関する条例 平成30年 4月 1日

76  埼玉県深谷市  深谷市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成30年 4月 1日

77  埼玉県川口市  川口市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成30年 4月 1日

※ 78  愛知県豊川市 
 豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例
 ※　R03．10．１から自転車保険の加入義務

平成30年 4月 1日

※ 79  愛知県長久手市 
 長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例
  ※　Ｈ３１．４．１から自転車保険の加入義務

平成30年12月25日

※ 80
 宮城県仙台市
 (政令指定都市）

 仙台市自転車の安全利用に関する条例
  ※　Ｈ３１．４．１から自転車保険の加入義務

平成31年1月1日

81  富  山  県  富山県自転車活用推進条例 平成31年3月15日

※ 82  長  野  県
 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例
  ※　R01．10．１から自転車保険の加入義務

平成31年3月18日

83  愛知県東海市  東海市自転車の安全な利用の促進に関する条例 平成31年3月29日

※ 84  神 奈 川 県
 神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R01．10．１から自転車保険の加入義務

平成31年 4月 1日

※ 85  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
  ※　R01．10．１から自転車保険の加入義務

平成31年 4月 1日



86  和 歌 山 県  和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例 平成31年 4月 1日

87  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 平成31年 4月 1日

88  東京都三鷹市  三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例 平成31年 4月 1日

※ 89
 埼玉県さいたま市
 （政令指定都市）

 さいたま市自転車のまちづくり推進条例
  ※　Ｈ３１．４．１から自転車保険の加入義務

平成31年 4月 1日

90  岐阜県羽島市  羽島市自転車安全利用推進条例 平成31年 4月 1日

※ 91  愛知県豊橋市 
 豊橋市自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例
  ※　R01．１０．１から自転車保険の加入義務

平成31年 4月 1日

※ 92  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
　※　Ｈ３１．４．１から自転車保険の加入義務

平成31年 4月 1日

※ 93  愛知県豊山町 
 豊山町自転車の安全利用の促進に関する条例
  ※　R03．10．１から自転車保険の加入義務

令和 1年 7月 1日

94  栃木県大田原市  大田原市自転車の安全な利用に関する条例 令和 1年9月30日

※ 95  茨城県笠間市 
 笠間市自転車の安全利用に関する条例
　※　R01．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 1年10月1日

※ 96  奈  良  県
 奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R02．４．１から自転車保険の加入義務

令和 1年10月15日

97  茨城県龍ケ崎市  龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例 令和 1年12月18日

※ 98  山  形  県
 山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R02．７．１から自転車保険の加入義務

令和 1年12月24日

※ 99  東京都足立区 
 足立区自転車の安全利用に関する条例
  ※　R02．４．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 1月 1日

※ 100  山  梨  県
 山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R02．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 4月 1日

※ 101  愛知県春日井市 
 春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例
  ※　R02．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 4月 1日

※ 102  愛知県豊田市 
 豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R02．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 4月 1日

103  東京都世田谷区  世田谷区自転車条例 令和 2年 4月 1日

※ 104  福　岡　県
 福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進 に
 関する条例
　※　R02．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 4月 1日

105 栃木県那須塩原市  那須塩原市自転車の安全な利用の促進に関する条例 令和 2年 4月 1日

※ 106  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
  ※　R02．８．１から自転車保険の加入義務

令和 2年 8月 1日

※ 107  東京都目黒区
 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例
  ※　R02．１０．１から自転車保険の加入義務

令和 2年10月 1日

※ 108  三　重  県
 三重県交通安全条例
  ※　R03．10．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 3月23日

109  青　森  県  青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例 令和 3年 3月29日

※ 110  宮  城  県
 宮城県自転車安全利用条例
  ※　R03．４．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 4月 1日

※ 111  愛　知　県
 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R03．10．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 4月 1日

※ 112
 岡山県岡山市
 （政令指定都市）

 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
  ※　R03．４．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 4月 1日

※ 113  大　分  県
 大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R03．６．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 4月 1日



※ 114  宮　崎  県
 宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R03．４．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 4月 1日

115  佐　賀　県  佐賀県交通安全の確保に関する条例 令和 3年 7月 6日

※ 116  秋　田  県
 秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R04．４．１から自転車保険の加入義務

令和 3年 8月 1日

※ 117  福　島  県
 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R04．４．１から自転車保険の加入義務

令和 3年10月12日

※ 118  栃　木  県
 栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R04．７．１から自転車保険の加入義務

令和 4年 4月 1日

※ 119  新　潟　県
 新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R04．10．１から自転車保険の加入義務

令和 4年 4月 1日

※ 120  岐　阜　県
 岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
  ※　R04．10．１から自転車保険の加入義務

令和 4年 4月 1日

121  山口県周南市  周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 令和 4年 4月 1日

※ 122  福　井　県
福井県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　※　R04．７．１から自転車保険の加入義務

令和 4年 7月 1日

※ 123  広　島　県
広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の推進に関する
条例
　※　R05．4．1から自転車保険の加入義務

令和 4年10月 6日

124  石　川　県 石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例 令和 5年 4月 1日

125  岩　手　県 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 令和 5年 4月 1日

※～自転車保険の加入が義務化されている自治体



条例の種類
（自転車保険）

都道府県 政令指定都市

３１団体 １０団体
宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜
県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、香川
県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮城
県、鹿児島県

仙台市、さいたま市、千葉市、相模原市、静
岡市、名古屋市、堺市、岡山市、福岡市

９団体
北海道、青森県、茨城県、富山県、和歌山
県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県

義務化

努力義務

都道府県及び政令指定都市における条例の施行状況（令和５年４月１日現在）

※赤字は令和４年４月１日以降公布された自治体
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