
　イ　環境保全対策予算（環境費）

（単位：千円）
項　　目

環 境 総 務 費
環境保全推進費
自然保護対策費
公 害 対 策 費
廃 棄 物 対 策 費
合 計（ 環 境 費 ）

（１）環境保全・創出の推進体制
　１　環境部の組織　（Ｈ29.4.1）

環 境 部

西部環境管理事務所

東松山環境管理事務所

秩父環境管理事務所

北部環境管理事務所

越谷環境管理事務所

東部環境管理事務所

環境科学国際センター

温 暖 化 対 策 課
総務・エコライフ推進担当／埼玉ナビゲーション担当
計画制度・排出量取引担当

環 境 政 策 課
調整担当／総務経理担当／職員担当
企画・環境影響評価等担当

中央環境管理事務所

エネルギー環境課
（住宅等省エネルギー推進担当／創エネルギー推進担当）

水 環 境 課
総務・騒音・悪臭担当／浄化槽・川の国応援団担当
水環境担当／土壌・地盤環境担当

産業廃棄物指導課
総務・PCB指導担当／監視・指導・撤去担当
審査担当／収集運搬業担当

資源循環推進課 環境整備センター
循環型社会推進担当／企画調整・一般廃棄物担当
資源循環工場担当

み ど り 自 然 課
みどりの基金・県民運動担当／みどり創出担当／みどり復活・保全担当
自然ふれあい担当／野生生物担当

大 気 環 境 課
総務・自動車対策担当／企画・監視担当
規制担当／化学物質担当

1 環境行政全般

）

環境科学国際センター

はていつに所務事理管境環 ※

3,496,204
1,118,812
2,434,469
1,308,444
1,834,077
10,192,006

3,591,765
1,185,533
2,504,053
1,140,970
1,551,010
9,973,331
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自然保護関係

　狩猟免許の手続、県内狩猟者の登録、傷病野生鳥獣
の保護、緑化の推進などの事務を行っています。
　県内では秩父多摩甲斐国立公園及び１０か所の県立自
然公園を指定しており、中央、西部、東松山、秩父、
北部の各環境管理事務所において建築物の新築等の許
可、届出の受理、歩道等の施設の設置・修繕等を行っ
ています。

砂利関係

　西部、東松山、秩父、北部、東部の各環境管理事務
所管内で砂利、岩石、土の採取が行われており、事業
者の登録、採取計画の認可のための指導等を行ってい
ます。
　また、随時、各事業所等への立入検査を実施して、
岩石等の崩落などによる災害の未然防止や無認可、不
法採取の監視に努めています。

温暖化対策関係

　家電製品等の省エネルギー情報提供の義務付け等に
よる地球温暖化対策を推進するため、店舗への立入検
査を行うほか、事業者が提出する省エネルギー性能説
明推進者の届出の受理などを行っています。

自動車対策関係

　ディーゼル車の運行規制等による排出ガス対策、低
燃費車の導入やエコドライブ等によるCO２削減対策を
推進するため、運行車両の検査やビデオ調査等を行う
ほか、事業者が提出する自動車使用管理計画、自動車
地球温暖化対策計画の受理等を行っています。

廃棄物・残土関係

　一般廃棄物については、市町村等の一般廃棄物処理
施設などに立入検査を行っています。また、産業廃棄物
については、産業廃棄物処理施設や家屋解体現場、PCB
廃棄物保管事業所に対して重点的に立入検査を実施し
ています。さらに、悪質な不法投棄、不適正な処理が後
を絶たないため、監視パトロールを強化しています。
　また、無秩序な土砂の堆積防止を目的として土砂の
排出及び堆積の規制業務を行っています。

※　環境管理事務所について
　地域における環境保全対策は、地域の自然特性、環境の状況、社会経済の動向、地域住民の要求等に対応して総
合的に講じる必要があります。埼玉県では、地域の環境問題を総合的に把握し、きめ細かい環境行政を推進するた
め、県内７か所に環境管理事務所を設置しています。

（工場・事業場への立入検査）
　大気汚染や水質汚濁を防止するため、工場や事業場
に焼却炉などの施設を設置する場合、事前の届出によ
り、審査しています。
　設置した施設に、立入検査を行い、排出ガスや排出
水の自主測定結果を確認しています。
　また、定期的に排出ガスや排出水を県が測定し、排
出基準を超えた場合には、勧告や改善命令などの措置
を行っています。
（浄化槽関係）
　住宅その他建築物に浄化槽を設置する場合、事前の
届出により、審査しています。
　また、浄化槽相談員を置き、浄化槽の適正な維持管
理を指導しています。
（異常水質事故）
　公共用水域において油の流出、魚類の浮上・へい死
などが発生した場合、河川管理者などと連携して発生

源の特定や被害の拡散防止などを行っています。
（土壌・地下水関係）
　工場又は事業場の施設を廃止した場合や大規模な土
地改変を行う場合に、土地の所有者等に土壌汚染状況
を確認させ、汚染されていた場合には、土壌や地下水
の汚染の除去等の措置を指導しています。
　また、地盤沈下を防止するため、地下水の採取に関
する規制を行っています。
（化学物質関係）
　化学物質による人や環境への影響を軽減させるた
め、化学物質管理促進法や県生活環境保全条例に基づ
き、事業者から排出量や移動量、取扱量について届出
を受けています。また化学物質を適正管理するための
手順書や環境負荷低減主任者の届出等を受理するほ
か、県条例に基づき事業所への立入検査を実施してい
ます。

大気・水質関係

［環境管理事務所について］
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●埼玉県生物多様性保全戦略

80

環
境
行
政
全
般

１



81

環
境
行
政
全
般

１

（ 2 ） 市町村の環境基本計画策定状況及び環境保全に係る条例の制定状況 （平成30年 9月 1日現在）

市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

さいたま市 さいたま市環境基本条例 H13.5.1 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H13.5.1 さいたま市みどりの条例 H13.5.1
さいたま市環境基本計画 H16.1 さいたま市空き地の環境保全に関する条例 H13.5.1

H23.3改訂 さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例 H14.12.26
さいたま市環境影響評価条例 H15.3.14
さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての
防止に関する条例 H19.3.15

さいたま市生活環境の保全に関する条例 H20.10.17
さいたま市水質汚濁防止法に規定する特定事業場に
係る排出水の汚染状態の測定の回数を定める条例

H23.12.27

さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 H27.3.12
川越市 川越市良好な環境の保全

に関する基本条例
H18.09.25 川越市あき地の環境保全に関する条例 S44.11.1 川越市緑の基金条例 H2.3.26

川越市環境基本計画 Ｈ10.3 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H7.6.27 川越市地区計画区域内に
おける建築物の緑化率の
最低限度に関する条例

H21.3.25
第二次川越市環境基本計画 Ｈ19.3 川越市土砂のたい積等の規制に関する条例 H14.12.24
第三次川越市環境基本計画
※川越市緑の基本計画（平
成28年3月改定版）と合冊

Ｈ28.3 川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例 H19.3.20
川越市地球温暖化対策条例 H19.12.19
川越市廃棄物処理施設専門委員会条例 H26.6.25

熊谷市 熊谷市環境基本条例 H17.10.1 熊谷市ダイオキシン類排出抑制条例 H17.10.1 熊谷市みどりの基金条例 H17.10.1
熊谷市環境基本計画 Ｈ20.3 熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H17.10.1 熊谷市ホタルの保護に関

する条例
H18.12.27

Ｈ26.3改訂 熊谷市廃棄物焼却施設の設置等に係る紛争
の予防及び調整に関する条例

H17.10.1

第２次熊谷市環境基本計画 Ｈ30.3 熊谷市あき地の環境保全に関する条例 H17.10.1
熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例 H18.6.27
熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例 H19.3.23

川口市 川口市環境基本条例 H10.9.28 川口市あき地の環境保全に関する条例 S43.12.26 川口市環境みどり基金条例 S60.3.6
川口市環境基本計画 Ｈ13.3 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H7.3.16 川口市緑のまちづくり推進条例 H11.12.21
改訂川口市環境基本計画 Ｈ20.3 川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例 H11.9.30
第２次川口市環境基本計画 Ｈ23.3 川口市地球温暖化対策基金条例 H22.3.9
第３次川口市環境基本計画 Ｈ30.3 川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推

進に関する条例
H22.3.24

川口市土砂の堆積等の規制に関する条例 H29.12.26
川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 H29.12.26

行田市 行田市環境基本条例 H14.3.29 行田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S47.3.30
行田市環境基本計画 H16.3 行田市土砂等による土地の埋立て等の規制

に関する条例
H14.9.30

H21.3改定 行田市産業廃棄物処理施設等の設置に係る
紛争の予防及び調整に関する条例

H20.7.1

第２次行田市環境基本計画 H26.3
秩父市 秩父市環境基本条例 H18.3.24 秩父市環境保全条例 H17.4.1

ちちぶ環境基本計画
ちちぶ定住自立圏で策定
（秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町）

H24.12 秩父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H17.4.1
秩父市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛
争の予防及び調整に関する条例

H18.3.24

秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例 H18.9.26
所沢市 所沢市環境基本条例 H9.4.1 所沢市あき地の雑草除去に関する条例 S44.10.1 所沢市緑の基金条例 S61.6.21

所沢市環境基本計画 H11.3 所沢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H7.12.28 S63.10.1改正
第2期所沢市環境基本計画 H23.3

H27.3改定
ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気
を取り戻すための条例

H9.4.1 ふるさと所沢のみどりを
守り育てる条例

H23.9.30

所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例 H11.3.26
マチごとエコタウン所沢構想 H26.3 所沢市土砂のたい積の規制に関する条例 H15.7.1

所沢市マチごとエコタウン推進基金条例 H.26.9.30
飯能市 飯能市環境基本条例 H20.6.26 飯能市環境保全条例 H8.3.29

飯能市環境基本計画 H15.3 飯能市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H14.9.30
H20.8改定

第２次飯能市環境基本計画 H25.3
加須市 加須市環境基本条例 H22.3.23 加須市環境保全条例 H22.3.23 加須市水と緑と花のまちづ

くり基金条例
H22.3.23

加須市環境基本計画 H24.3
H28.3改定

加須市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H22.3.23
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

本庄市 本庄市環境基本条例 H18.1.10 本庄市環境保全条例 H18.1.10
本庄市環境基本計画 H20.3 本庄市土砂の堆積の規制に関する条例 H18.1.10

H30.3改定 本庄市廃棄物の排出の抑制及び適正処理の促
進に関する条例

H18.1.10

本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例 H19.12.28
東松山市 東松山市美しく住みよ

い環境づくり基本条例
H8.12.18 東松山市空き地の環境保全に関する条例 S48.3.24

東松山市環境基本計画 H11.3.31 東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S52.4.1
H23.4.1改定 東松山市土砂等による土地の埋立て等及び不

法投棄の規制に関する条例
H15.6.30

東松山のまちをみんなで美しくする条例 H24.12.20
春日部市 春日部市環境基本条例 H19.3.20 春日部市あき地の環境保全に関する条例 H17.10.1 春日部市緑の保全と緑化

の推進に関する条例
H17.10.1

春日部市環境基本計画 H20.3 春日部市土砂のたい積の規制に関する条例 H17.10.1
H25.3見直し 春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H17.10.1

第２次春日部市環境基本計画 H30.3 春日部市環境にやさしいまちづくり基金条例 H26.3.13
狭山市 狭山市環境基本条例 H9.9.30 狭山市あき地の環境保全に関する条例 S44.12.27 狭山市緑化推進及び緑地

保全に関する条例
S47.9.29

狭山市環境基本計画 H10.3 狭山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H7.12.26
H15.3改定 狭山市ダイオキシン類の排出の抑制に関する条例 H10.12.28

第２次狭山市環境基本計画 H24.3 狭山市ポイ捨ての防止に関する条例 H11.7.1
H29.3改定 狭山市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H14.3.28

狭山市廃棄物焼却炉の設置等の手続き等に関する条例 H16.6.22
羽生市 羽生市環境基本条例 H13.3.30 羽生市空地の環境保全に関する条例 S56.10.1

羽生市環境基本計画 H15.3 羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 H5.6.25
第２期羽生市環境基本計画 H23.3 羽生市空き缶等の散乱の防止に関する条例 H7.3.30

羽生市飼い犬ふん害等防止条例 H7.3.30
羽生市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H14.3.29

鴻巣市 鴻巣市環境基本条例 H12.6.30 鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S47.4.3 鴻巣市緑化推進条例 S53.3.30
鴻巣市環境基本計画 H15.3

H20.3
鴻巣市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て並び
に犬のふんの放置の防止に関する条例

H19.10.1

H25.3
H30.3

深谷市 深谷市環境基本条例 H18.1.1 深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例 H18.1.1
深谷市環境基本計画 H20.3 深谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H18.1.1

H30.3 深谷市くらしの環境美化条例 H18.1.1
深谷市土砂等のたい積の規制に関する条例 H19.3.30

上尾市 上尾市環境基本条例 H9.9.30 上尾市あき地の環境保全に関する条例 S52.12.26 上尾市自然環境保全と緑
化推進に関する条例

S48.12.25
上尾市環境基本計画 H10.3 上尾市環境審議会条例 H6.6.23
第二次上尾市環境基本計画 H22.3 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H7.9.29 上尾市みどりの基金条例 H2.3.29
第２次上尾市環境基
本計画（改訂版）

H28.3 上尾市ポイ捨て等の防止及び環境美化の促進
に関する条例

H11.3.30 上尾市自然学習館条例 H11.9.30

上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例 H14.12.27
上尾市一般廃棄物処理施設建設基金条例 H22.3.25

草加市 草加市環境基本条例 H12.3.28 草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 S47.9.30 草加市みどりの条例 S62.3.24
草加市環境基本計画 H12.3 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 H16.9.17

H17.3改定 草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防
止に関する条例

H18.3.24

H22.3改定 草加市土砂等の堆積の規制に関する条例 H25.3.18
第二次草加市環境基本計画 H28.3

越谷市 越谷市環境条例 H12.3.31 空閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例 S44.3.31 越谷市みどりの推進に関
する条例

S48.7.1
越谷市環境管理計画 S58.3 越谷市浄化槽の維持管理に関する条例 S51.3.30

H23.12改定 越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H5.3.24
越谷市まちをきれいにする条例 H12.3.31
越谷市浄化槽保守点検業者登録条例 H26.12.22
越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例 H26.12.22
越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に
関する条例 H26.12.22

蕨市 蕨市環境基本条例 H13.3.30 蕨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H7.3.31
蕨市環境基本計画 H15.3 蕨市さわやか環境条例 H10.6.23

H25.3改定
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

戸田市 戸田市環境基本条例 H12.3.28 戸田市あき地の環境保全に関する条例 S49.12.19 戸田市緑化推進条例 S49.7.1
戸田市環境基本計画 H14.3

H25.3改訂 戸田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H12.3.28
戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例 H19.12.17
戸田市地球温暖化対策条例 H21.12.21

入間市 入間市環境基本条例 H10.9.30 入間市空閑地の環境保全に関する条例 S45.3.28 入間市樹林等の保護及び
緑化推進に関する条例

S60.12.25
入間市環境基本計画 H12.3.21 入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H8.3.26
第二次入間市環境基本計画 H21.3

H27.11改訂
入間市土砂等による土地の埋め立て等の規制
に関する条例

H14.6.28 入間市緑の基金条例 H1.6.30

入間市産業廃棄物の処理施設の設置等に係る
周辺環境の保全に関する条例

H16.6.29

朝霞市 朝霞市住み良い環境
づくり基本条例

H8.9.30 朝霞市あき地の環境保全に関する条例 S44.12.25 朝霞市緑化推進条例 S64.1.6

朝霞市環境基本計画 H14.3 朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 H10.12.24 朝霞市みどりのまちづく
り基金条例

H14.3.22
第２次朝霞市環境基本計画 H24.3 朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 H12.3.21

朝霞市景観条例 H27.3.27
志木市 志木市環境基本条例 H15.12.24 志木市あき地の環境保全に関する条例 S45.9.21 志木市みどりの条例 S51.3.23

志木市環境基本計画 H11.3 志木市廃棄物の減量化、再生利用及び適正処
理等に関する条例

H11.3.3 志木市自然再生条例 H13.10.1

第二期志木市環境基本計画 H21.3 志木市ポイ捨て防止に関する条例 H11.12.22
和光市 和光市環境基本条例 H15.3.25 和光市あき地の環境保全に関する条例 S48.6.30 和光市緑の保護および緑

化推進に関する条例
S49.3.25

和光市環境基本計画 H15.5 和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H10.12.24
和光市環境基本計画
（改訂版）

H20.3 和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふん
の放置の防止に関する条例

H13.12.27

第二次和光市環境基本計画 H23.3 和光市土砂等のたい積の規制に関する条例 H18.6.15
第二次和光市環境基
本計画（改訂版）

H28.3

新座市 新座市環境基本条例 H9.12.25 新座市あき地の環境保全に関する条例 S46.12.23 新座市みどりのまちづく
り条例

H3.3.29
新座市環境基本計画 H12.3.31 新座市飼い犬ふん害等防止条例 H8.3.29
新座市環境基本計画（見直し） H19.11.30 新座市ダイオキシン類規制条例 H11.3.29
第２次新座市環境基本計画 H23.3.31 新座市ポイ捨ての防止に関する条例 H13.3.30

新座市土砂等のたい積の規制に関する条例 H15.3.31
新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H15.9.30

桶川市 桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S47.6.22 桶川市みどりの保全及び
推進に関する条例

H4.3.31

桶川市環境基本計画 H12.3 桶川市あき地の環境保全に関する条例 S47.9.26 桶川市みどりの基金条例 H6.3.29
H24.3改定 桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例 H16.6.18

桶川市環境美化に関する条例 H25.12.27
久喜市 久喜市環境基本条例 H24.10.1 久喜市空き地の環境保全に関する条例 H22.3.23 久喜市街路樹等の管理及

び選定に関する条例
H22.3.23

久喜市環境基本計画 H25.3 久喜市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H22.3.23
久喜市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふん
の放置の防止に関する条例

H22.3.23 久喜市自然環境の保全に
関する条例

H22.3.23

北本市 北本市環境基本条例 H10.6.26 北本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S47.6.23 北本市緑と花のまちづく
り基金の設置、管理及び
処分に関する条例

S61.3.25
北本市環境基本計画 H12.3 北本市空き地環境保全に関する条例 S49.6.20
北本市環境基本計画（改訂版） H20.3 北本市土砂等のたい積の規制に関する条例 H17.6.30
第二次北本市環境基本計画 H29.3

八潮市 八潮市環境基本条例 H19.12.19 あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例 S45.3.14 八潮市緑の基金条例 H21.3.23
八潮市環境基本計画 H21.4.1 八潮市公害防止条例 S49.12.24
第２次八潮市環境基本計画 H28.4 八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H5.6.17

八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふん
の放置の防止に関する条例

H16.9.28

八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例 H16.12.24
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例 H23.6.21

富士見市 富士見市環境基本条例 H13.12.15 富士見市あき地等環境保全条例 S49.12.26 みどりの保護及び緑化の
推進に関する条例

S56.10.8
富士見市環境基本計画
富士見市環境基本計画（改定版）

H15.3
H20.3

富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処
理に関する条例

H18.3.27

第２次富士見市環境基
本計画

H25.3 富士見市をきれいにする条例 H19.6.25 富士見市緑地保全基金条例 H13.3.14

第２次富士見市環境基
本計画（改定版）

H30.3
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市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

三郷市 三郷市環境基本条例 H13.6.15 三郷市公害防止条例 S50.6.18 三郷市みどりの条例 S63.3.16
三郷市環境基本計画 H18.3 三郷市空き缶等の散乱防止に関する条例 H9.3.21 三郷市みどりの基金条例 H4.3.21
三郷市環境基本計画後期計画 H25.3 三郷市土砂のたい積の規制に関する条例 H17.6.16

三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物
の持ち去り防止に関する条例

H21.3.23

三郷市あき地の雑草等の除去に関する条例 H26.3.24
蓮田市 蓮田市環境基本条例 H13.3.27 蓮田市空閑地の環境保全に関する条例 S46.2.15

蓮田市環境基本計画 H15.3 蓮田市環境保全条例 H14.9.30
蓮田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H17.3.29

坂戸市 坂戸市環境基本条例 H14.3.27 坂戸市環境保全条例 H9.12.18
坂戸市環境基本計画 H15.12 坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 H13.3.30
第２次坂戸市環境基本
計画（中間年次改訂版）

H30.3

幸手市 幸手市環境基本条例 H17.12.27 幸手市あき地の環境保全に関する条例 S51.10.13
幸手市環境基本計画 H16.12 幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H6.3.28

幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例 H16.3.22
幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛
争の予防及び調整に関する条例

H21.12.18

鶴ヶ島市 美しく住みよい鶴ヶ島市の環
境づくりの基本を定める条例

H11.12.22 鶴ヶ島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S50.3.22 鶴ヶ島市水土里の基金条例 H21.3.26

鶴ヶ島市環境基本計画 H15.1 鶴ヶ島市の環境を保全する条例 H11.12.22
第２期鶴ヶ島市環境基本計画 H25.3

日高市 日高市環境基本条例 H22.3.26 日高市あき地の環境保全に関する条例 S48.3.27 日高市緑の基金条例 H4.3.19
日高市環境基本計画 H23.3 日高市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S48.10.25

日高市環境保全条例 H9.9.30
吉川市 吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H5.3.31 吉川市みどりの条例 H4.3.24

吉川市環境保全指針 H12.3.9 吉川市環境保全条例 H10.3.23
ふじみ野市 ふじみ野市環境基本条例 H19.3.22 ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例 H17.10.1 ふじみ野市みどりの条例 H17.10.1

ふじみ野市環境基本計画行動計画 H20.3 ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H20.12.19 ふじみ野市緑の基金条例 H22.3.23
ふじみ野市環境基本計画
後期行動計画

H25.3 ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれい
にする条例

H23.3.23

第２期ふじみ野市環境基
本計画前期行動計画

H30.3

白岡市 白岡市環境基本条例 H22.9.29 白岡市空き地等の環境保全に関する条例 S47.3.25
白岡市環境基本計画 H23.3 白岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H28.3.28

H28.3改訂
伊奈町 伊奈町環境基本条例 H12.12.27 伊奈町あき地の環境保全に関する条例 S47.1.10 伊奈町緑の保全及び緑化

の推進に関する条例
H11.3.31

伊奈町環境基本計画 H15.3
第２次伊奈町環境基本計画 H27.3

三芳町 三芳町環境衛生対策審議会条例 H3.3.12 三芳町みどりの保護育成
及び活用に関する条例

H2.3.20
三芳町環境基本計画 H15.3 三芳町ダイオキシン類等排出抑制に関する条例 H11.3.18

三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H24.9.27
三芳町をきれいにする条例 H28.7.1

毛呂山町 毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S50.10.1
毛呂山町環境保全条例 H8.4.2
毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例 H19.12.12

越生町 越生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S50.12.19
越生町環境保全条例 H16.6.10
越生町土砂のたい積の規制に関する条例 H16.6.10

滑川町 滑川町公災害防止条例 S44.9.30
滑川町の環境をよくする条例 H15.3.7
滑川町土砂等による土地の埋立て等及び不法
投棄の規制に関する条例

H16.9.10

嵐山町 嵐山町環境基本条例 H23.6.10 嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S48.3.30 嵐山町の緑を豊かにする条例 H2.6.25
嵐山町環境基本計画兼ストッ
プ温暖化地域推進計画

H26.3 嵐山町環境保全条例 H7.3.17 嵐山町里地里山づくり条例 H19.3.5
嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例 H7.3.17
嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H18.3.9
緑と清流・オオムラサキが舞う嵐山町ストップ温暖化条例 H23.6.10
嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例 H29.9.28
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事業の 
種類 道路 工場 廃棄物処

理施設 高層建築物 工業団地
の造成

研究所
用地の
造成

流通業
務施設
用地の
造成

スポーツ又は
レクリエー
ション施設用
地の造成

複合事業
土地区
画整理
事業

計

手続中
手続完了
手続中止※

合計件数
　※事業規模縮小のため条例対象外など

市町村名
環境保全の基本的姿勢や方向を示すもの 公害防止・生活環境保全に係るもの 自然環境の保全に係るもの
（上段）条例名称 制定時期

条例名称 制定時期 条例名称 制定時期
（下段）計画名称 策定時期

小川町 小川町環境基本計画 H14.10 小川町環境保全条例 H16.12.17
川島町 川島町環境保全条例 H25.3 川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S54.10.1

川島町環境基本計画 H27.3 川島町廃棄物処理施設設置及び管理条例 H10.3.23
川島町一般廃棄物処
理基本計画

H27.3 川島町産業廃棄物処理施設の設置等に係る周
辺環境の保全に関する条例

H18.3.22

川島町環境保全条例 H25.3.29 川島町環境保全条例 H25.3.29
吉見町 吉見町環境基本条例 H23.4.1 吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H6.3.10

吉見町環境基本計画 H23.4.1
鳩山町 鳩山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S50.3.22

鳩山町環境保全条例 H5.12.15
鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例 H15.12.18

ときがわ町 ときがわ町環境基本条例 H19.3.15 ときがわ町環境保全条例 H18.2.1
ときがわ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H18.2.1

ときがわ町環境基本計画 H20.3
ときがわ町環境基本
計画後期基本計画

H25.3改定

ときがわ町第二次環
境基本計画基本計画

H30.3

横瀬町 横瀬町環境基本条例 H22.12.10 横瀬町土砂等のたい積の規制に関する条例 H19.9.11 横瀬町みどりの基金条例 H20.12.11
皆野町 皆野町環境基本条例 H22.12.21 皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H3.12.17
長瀞町 長瀞町環境基本条例 H22.12.20 長瀞町環境美化の促進に関する条例 S57.10.3
小鹿野町 小鹿野町環境保全条例 H17.10.1 小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H17.10.1

小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H17.10.1
小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例 H17.10.1

東秩父村 東秩父村埋土及び盛土等規制条例 H1.5.1
美里町 美里町環境基本条例 H12.12.21 美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H11.3.24

美里町環境基本計画 H14.8 美里町土砂のたい積の規制に関する条例 H16.3.24
美里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例 H17.3.24
美里町環境保全条例 H22.9.22

神川町 神川町環境基本条例 H18.1.1 神川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H18.1.1
神川町環境基本計画 H19.1.17 神川町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防等に関する条例 H18.1.1

H28.4.1 神川町土砂のたい積の規制に関する条例 H27.6.18
上里町 上里町環境基本条例 H12.9.13 上里町環境審議会条例 S46.7.23

上里町環境基本計画 H15.3.31 上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 H11.12.10
第２次上里町環境基本計画 H29.3 上里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例 H15.1.22

寄居町 寄居町環境基本条例 H14.12.24 寄居町廃棄物の減量及び処理に関する条例 H10.6.26
寄居町環境基本計画 H17.3 寄居町廃棄物処理施設の適正化に関する条例 H14.12.24

H29.4改定
宮代町 宮代町あき地環境保全条例 S62.3.18

宮代町環境基本計画 H13.3 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例 H15.3.27
宮代町きれいなまちづくり条例 H18.6.12

杉戸町 杉戸町環境基本条例 H15.3.28 杉戸町あき地の環境保全に関する条例 S46.12.20
杉戸町環境基本計画 H15.3 杉戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 S50.10.1

杉戸町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 H13.12.21
松伏町 松伏町環境保全条例 H12.3.15

松伏町廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 H5.3.10


