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概  要 

 本調査は、平成１７年４月１日現在の全地方公共団体２，４６５（都道府県４７、政令指定都

市１４、市区町村２，４０４）を対象に実施したものである。 

 

表１．条例の制定状況 

地方公共団体の環境関連条例の制定状況について、以下の２４区分で調査した結果を掲載した

ものである。 

 (１)「環境基本条例」         (13)「温泉条例」 

 (２)「公害防止条例」         (14)「環境美化、ポイ捨て防止関連条例」 

 (３)「環境影響評価条例」       (15)「廃棄物・リサイクル関連条例」 

 (４)「大気環境条例」         (16)「循環型社会形成推進基本条例」 

 (５)「水環境条例」          (17)「地球環境関連条例」 

 (６)「土壌環境条例」         (18)「化学物質関連条例」 

 (７)「騒音防止条例」         (19)「自動車交通公害防止条例」 

 (８)「振動防止条例」         (20)「景観条例」 

 (９)「地盤環境条例」         (21)「快適環境関連条例」 

 (10)「悪臭防止条例」         (22)「環境教育、環境学習関連条例」 

(11)「自然環境条例」         (23)「環境保全に係る経済的措置（法定外目的税等）   

（生物多様性保全を含む）         に関する条例」               

(12)「鳥獣保護関連条例」       (24)「その他の環境関連条例」               

 

 ※ 「振動防止条例」を制定している都道府県・政令指定都市、市区町村及び「悪臭防止条例」「化学物質関

連条例」を制定している都道府県・政令指定都市はない。 

 

表２．地域環境計画の策定状況 

 地域環境計画とは、地方公共団体の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定

めた計画を指す。 

地域環境計画（環境構成要素全般を対象としたものに限る。）を策定している団体数は、都道府

県４６、政令指定都市１３、市区町村５１６である。 

 

表３．環境白書の作成状況 

 環境白書とは、環境の状況や環境の保全に関して講じた施策に関する年次報告書である。 

環境白書を作成している団体数は、都道府県４７、政令指定都市１４、市区町村３８１である。 

 

 

 

 

 



  

 

 

表４．環境管理システムの導入状況 

環境管理システムとは、環境に関する方針等（環境基本計画等の長期計画を含む）を達成する

ための取組の実施、その実施状況についての定期的な点検、点検結果を踏まえた方針等の見直し

からなる体制及び手続きを指し、ＩＳＯ１４００１はその代表的なものである。 

当該団体の本庁舎について、ＩＳＯ１４００１の認証取得又は自己宣言を行っている団体数は、

都道府県４０、政令指定都市１１、市区町村３３９である。 

 

表５．環境行政従事職員数・審議会設置状況 

   都道府県、政令指定都市及び市区町村の環境行政に従事している専従の職員数は、環境保全一

般が７，１０５人、自然公園等が２，００２人、公害一般が３，７９５人、研究監視施設が 

１，５４８人、清掃一般が１２，６２１人、ごみ収集（技能労務職）が２９，４２０人、ごみ処

理（技能労務職）が９，４２２人となっている。他に、それぞれを兼任する職員が延べ２万人と

なっている。 

 また、審議会を設置している地方公共団体は、環境審議会が９５７団体、公害対策審議会が 

２５４団体、自然環境審議会が１３３団体となっている。 

 

表６．公害防止協定締結数（地方公共団体－企業等間） 

 平成１６年度中に、地方公共団体と企業等（事業者としての地方公共団体を含む。）の間で締

結された協定は、全国で１，１４２協定が確認されており、有効協定数は、３１，０２８協定と

なっている。 

 

表７．平成１７年度地方公共団体環境保全経費一覧（都道府県別） 

 地方公共団体の平成１７年度当初予算における環境保全経費の総額は、３兆７，３８７億円と

なっている。 

 

 

〔調査結果のとりまとめに当たっての特記事項〕  

 東京都三宅村については昨年度同様、三宅島への帰島準備が進められている状況にあったこ

とから、本調査の実施が未了となっており、本調査結果に反映されていない。 

 

 



平成１７年度　地方公共団体の環境保全対策調査概要

北海道 208 36 (17.3%) 42 (20.2%) 25 (12.0%) 22 (10.6%) 15 (7.2%)

青森県 48 5 (10.4%) 9 (18.8%) 5 (10.4%) 4 (8.3%) 5 (10.4%)

岩手県 59 24 (40.7%) 3 (5.1%) 22 (37.3%) 9 (15.3%) 14 (23.7%)

宮城県 46 13 (28.3%) 5 (10.9%) 11 (23.9%) 8 (17.4%) 6 (13.0%)

秋田県 43 15 (34.9%) 15 (34.9%) 10 (23.3%) 2 (4.7%) 2 (4.7%)

山形県 45 26 (57.8%) 3 (6.7%) 17 (37.8%) 4 (8.9%) 10 (22.2%)

福島県 84 18 (21.4%) 44 (52.4%) 10 (11.9%) 6 (7.1%) 12 (14.3%)

茨城県 63 21 (33.3%) 28 (44.4%) 17 (27.0%) 13 (20.6%) 6 (9.5%)

栃木県 45 15 (33.3%) 1 (2.2%) 10 (22.2%) 8 (17.8%) 2 (4.4%)

群馬県 59 17 (28.8%) 7 (11.9%) 14 (23.7%) 8 (13.6%) 6 (10.2%)

埼玉県 86 50 (58.1%) 26 (30.2%) 42 (48.8%) 31 (36.0%) 28 (32.6%)

千葉県 78 42 (53.8%) 67 (85.9%) 23 (29.5%) 21 (26.9%) 10 (12.8%)

東京都 62 33 (53.2%) 9 (14.5%) 42 (67.7%) 31 (50.0%) 21 (33.9%)

神奈川県 38 31 (81.6%) 5 (13.2%) 25 (65.8%) 18 (47.4%) 14 (36.8%)

新潟県 52 20 (38.5%) 20 (38.5%) 11 (21.2%) 12 (23.1%) 5 (9.6%)

富山県 22 5 (22.7%) 15 (68.2%) 5 (22.7%) 6 (27.3%) 7 (31.8%)

石川県 23 10 (43.5%) 15 (65.2%) 3 (13.0%) 5 (21.7%) 6 (26.1%)

福井県 29 11 (37.9%) 15 (51.7%) 11 (37.9%) 7 (24.1%) 7 (24.1%)

山梨県 39 9 (23.1%) 8 (20.5%) 5 (12.8%) 2 (5.1%) 4 (10.3%)

長野県 103 45 (43.7%) 42 (40.8%) 29 (28.2%) 11 (10.7%) 17 (16.5%)

岐阜県 48 15 (31.3%) 5 (10.4%) 11 (22.9%) 13 (27.1%) 18 (37.5%)

静岡県 58 18 (31.0%) 2 (3.4%) 11 (19.0%) 16 (27.6%) 11 (19.0%)

愛知県 75 32 (42.7%) 7 (9.3%) 23 (30.7%) 26 (34.7%) 19 (25.3%)

三重県 48 23 (47.9%) 14 (29.2%) 18 (37.5%) 8 (16.7%) 31 (64.6%)

滋賀県 34 9 (26.5%) 17 (50.0%) 7 (20.6%) 9 (26.5%) 14 (41.2%)

京都府 39 15 (38.5%) 1 (2.6%) 12 (30.8%) 9 (23.1%) 7 (17.9%)

大阪府 44 24 (54.5%) 19 (43.2%) 17 (38.6%) 22 (50.0%) 8 (18.2%)

兵庫県 61 31 (50.8%) 23 (37.7%) 18 (29.5%) 13 (21.3%) 10 (16.4%)

奈良県 45 5 (11.1%) 7 (15.6%) 4 (8.9%) 5 (11.1%) 3 (6.7%)

和歌山県 48 5 (10.4%) 9 (18.8%) 5 (10.4%) 8 (16.7%) 2 (4.2%)

鳥取県 21 5 (23.8%) 10 (47.6%) 3 (14.3%) 4 (19.0%) 10 (47.6%)

島根県 30 3 (10.0%) 7 (23.3%) 4 (13.3%) 2 (6.7%) 4 (13.3%)

岡山県 35 10 (28.6%) 11 (31.4%) 9 (25.7%) 5 (14.3%) 6 (17.1%)

広島県 30 7 (23.3%) 2 (6.7%) 7 (23.3%) 12 (40.0%) 2 (6.7%)

山口県 34 5 (14.7%) 9 (26.5%) 4 (11.8%) 11 (32.4%) 4 (11.8%)

徳島県 36 10 (27.8%) 14 (38.9%) 4 (11.1%) 3 (8.3%) 4 (11.1%)

香川県 36 13 (36.1%) 15 (41.7%) 4 (11.1%) 5 (13.9%) 4 (11.1%)

愛媛県 24 7 (29.2%) 2 (8.3%) 2 (8.3%) 4 (16.7%) 2 (8.3%)

高知県 49 16 (32.7%) 6 (12.2%) 6 (12.2%) 3 (6.1%) 3 (6.1%)

福岡県 86 28 (32.6%) 16 (18.6%) 23 (26.7%) 9 (10.5%) 4 (4.7%)

佐賀県 36 6 (16.7%) 3 (8.3%) 5 (13.9%) 3 (8.3%) 2 (5.6%)

長崎県 46 10 (21.7%) 16 (34.8%) 4 (8.7%) 4 (8.7%) 4 (8.7%)

熊本県 69 14 (20.3%) 6 (8.7%) 8 (11.6%) 6 (8.7%) 8 (11.6%)

大分県 26 2 (7.7%) 12 (46.2%) 6 (23.1%) 4 (15.4%) 6 (23.1%)

宮崎県 45 15 (33.3%) 18 (40.0%) 9 (20.0%) 6 (13.3%) 4 (8.9%)

鹿児島県 79 12 (15.2%) 10 (12.7%) 10 (12.7%) 2 (2.5%) 1 (1.3%)

沖縄県 50 2 (4.0%) 14 (28.0%) 4 (8.0%) 2 (4.0%) 2 (4.0%)

都道府県計 2,464 788 (32.0%) 654 (26.5%) 575 (23.3%) 442 (17.9%) 390 (15.8%)

注１：東京都三宅村については、帰島準備が進められている状況にあったことから調査が未了となっており、合計数には含まれていない。

　２：（　　）内は調査団体に対する割合。

　３：環境保全経費は平成17年度当初予算の額である。

環境基本条例
制定団体数都道府県計 公害防止条例

制定団体数
地域環境計画
策定団体数

環境白書
作成団体数

ISO14001認証取得
・自己宣言団体数調査団体数



北海道 208

青森県 48

岩手県 59

宮城県 46

秋田県 43

山形県 45

福島県 84

茨城県 63

栃木県 45

群馬県 59

埼玉県 86

千葉県 78

東京都 62

神奈川県 38

新潟県 52

富山県 22

石川県 23

福井県 29

山梨県 39

長野県 103

岐阜県 48

静岡県 58

愛知県 75

三重県 48

滋賀県 34

京都府 39

大阪府 44

兵庫県 61

奈良県 45

和歌山県 48

鳥取県 21

島根県 30

岡山県 35

広島県 30

山口県 34

徳島県 36

香川県 36

愛媛県 24

高知県 49

福岡県 86

佐賀県 36

長崎県 46

熊本県 69

大分県 26

宮崎県 45

鹿児島県 79

沖縄県 50

都道府県計 2,464

都道府県計 調査団体数
環境保全経費

有効協定数 総事業所数 （百万円）

34 (16.3%) 24 (11.5%) 9 (4.3%) 578 451 199,455

7 (14.6%) 4 (8.3%) 0 (0.0%) 201 214 46,633

28 (47.5%) 0 (0.0%) 6 (10.2%) 1,467 1,150 49,454

15 (32.6%) 4 (8.7%) 1 (2.2%) 318 253 45,624

15 (34.9%) 4 (9.3%) 2 (4.7%) 120 118 31,555

17 (37.8%) 3 (6.7%) 2 (4.4%) 300 432 62,721

23 (27.4%) 28 (33.3%) 5 (6.0%) 483 370 72,780

32 (50.8%) 5 (7.9%) 1 (1.6%) 1,580 1,639 79,720

26 (57.8%) 1 (2.2%) 1 (2.2%) 1,752 1,320 90,087

24 (40.7%) 2 (3.4%) 3 (5.1%) 753 776 55,632

60 (69.8%) 9 (10.5%) 0 (0.0%) 1,195 1,196 130,027

58 (74.4%) 8 (10.3%) 1 (1.3%) 1,112 1,912 137,489

35 (56.5%) 3 (4.8%) 8 (12.9%) 267 99 259,992

28 (73.7%) 1 (2.6%) 3 (7.9%) 174 116 155,889

17 (32.7%) 3 (5.8%) 1 (1.9%) 1,544 1,151 59,402

8 (36.4%) 9 (40.9%) 1 (4.5%) 334 348 30,555

15 (65.2%) 7 (30.4%) 2 (8.7%) 377 377 35,844

14 (48.3%) 0 (0.0%) 1 (3.4%) 441 443 53,324

24 (61.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 106 79 26,415

44 (42.7%) 16 (15.5%) 17 (16.5%) 2,339 2,305 63,841

22 (45.8%) 5 (10.4%) 1 (2.1%) 646 483 66,480

17 (29.3%) 3 (5.2%) 5 (8.6%) 1,204 1,200 92,481

34 (45.3%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 1,593 1,602 248,773

25 (52.1%) 4 (8.3%) 3 (6.3%) 853 903 52,298

13 (38.2%) 11 (32.4%) 1 (2.9%) 1,117 1,106 103,693

13 (33.3%) 5 (12.8%) 3 (7.7%) 783 541 69,907

23 (52.3%) 3 (6.8%) 5 (11.4%) 801 985 445,918

32 (52.5%) 6 (9.8%) 6 (9.8%) 1,218 798 222,987

7 (15.6%) 1 (2.2%) 2 (4.4%) 168 168 31,030

10 (20.8%) 6 (12.5%) 1 (2.1%) 118 118 15,985

16 (76.2%) 1 (4.8%) 1 (4.8%) 125 145 66,301

9 (30.0%) 4 (13.3%) 1 (3.3%) 84 82 18,113

8 (22.9%) 6 (17.1%) 3 (8.6%) 663 654 51,539

12 (40.0%) 3 (10.0%) 1 (3.3%) 1,264 1,256 44,207

16 (47.1%) 6 (17.6%) 1 (2.9%) 532 532 70,976

2 (5.6%) 3 (8.3%) 1 (2.8%) 156 164 31,994

19 (52.8%) 3 (8.3%) 1 (2.8%) 239 237 34,969

8 (33.3%) 4 (16.7%) 1 (4.2%) 148 196 33,375

11 (22.4%) 5 (10.2%) 3 (6.1%) 113 108 17,944

45 (52.3%) 6 (7.0%) 8 (9.3%) 866 669 89,096

12 (33.3%) 4 (11.1%) 0 (0.0%) 595 526 33,905

13 (28.3%) 3 (6.5%) 1 (2.2%) 641 582 29,683

17 (24.6%) 7 (10.1%) 4 (5.8%) 510 384 52,869

11 (42.3%) 2 (7.7%) 1 (3.8%) 194 159 13,669

19 (42.2%) 7 (15.6%) 4 (8.9%) 435 501 45,663

16 (20.3%) 5 (6.3%) 10 (12.7%) 385 370 38,058

3 (6.0%) 6 (12.0%) 1 (2.0%) 136 140 30,345

957 (38.8%) 254 (10.3%) 133 (5.4%) 31,028 29,358 3,738,697

公害対策審議会

公害防止協定

自然環境審議会

審議会の設置団体数

環境審議会



表１－(１)－ア 環境基本条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道環境基本条例 平成11年12月17日
青森県 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例 平成11年12月24日
岩手県 岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例 平成11年12月17日
宮城県 宮城県環境基本条例 平成15年2月21日
秋田県 秋田県環境基本条例 平成15年3月11日
山形県 山形県環境基本条例 平成12年3月21日
福島県 福島県環境基本条例 平成11年12月24日
茨城県 茨城県環境基本条例 平成8年6月25日
栃木県 栃木県環境基本条例 平成8年3月28日
群馬県 群馬県環境基本条例 平成12年3月23日
埼玉県 埼玉県環境基本条例 平成12年3月24日
千葉県 千葉県環境基本条例 平成7年3月10日
東京都 東京都環境基本条例 平成15年10月14日

神奈川県 神奈川県環境基本条例 平成8年3月29日
新潟県 新潟県環境基本条例 平成7年7月10日
富山県 富山県環境基本条例 平成12年3月24日
石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 平成16年3月23日
福井県 福井県環境基本条例 平成7年3月16日
山梨県 山梨県環境基本条例 平成16年3月30日
長野県 長野県環境基本条例 平成11年12月20日
岐阜県 岐阜県環境基本条例 平成12年3月24日
静岡県 静岡県環境基本条例 平成8年3月28日
愛知県 愛知県環境基本条例 平成13年3月27日
三重県 三重県環境基本条例 平成13年3月27日
滋賀県 滋賀県環境基本条例 平成12年3月29日
京都府 京都府環境を守り育てる条例 平成12年10月24日
大阪府 大阪府環境基本条例 平成6年3月23日
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 平成16年10月8日
奈良県 奈良県環境基本条例 平成11年12月22日

和歌山県 和歌山県環境基本条例 平成15年3月14日
鳥取県 鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例 平成13年7月6日
島根県 島根県環境基本条例 平成9年10月17日
岡山県 岡山県環境基本条例 平成8年10月1日
岡山県 岡山県環境への負荷の低減に関する条例 平成13年12月21日
広島県 広島県環境基本条例 平成7年3月15日
山口県 山口県環境基本条例 平成12年12月19日
徳島県 徳島県環境基本条例 平成11年3月25日
香川県 香川県環境基本条例 平成12年3月27日
愛媛県 愛媛県環境基本条例 平成8年3月19日
高知県 高知県環境基本条例 平成8年3月26日
高知県 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例 平成16年8月6日
福岡県 福岡県環境保全に関する条例 平成14年12月27日
佐賀県 佐賀県環境基本条例 平成9年3月27日
長崎県 長崎県環境基本条例 平成15年10月14日
熊本県 熊本県環境基本条例 平成16年3月12日
大分県 大分県環境基本条例 平成11年9月30日
宮崎県 宮崎県環境基本条例 平成16年3月26日

鹿児島県 鹿児島県環境基本条例 平成11年3月26日
沖縄県 沖縄県環境基本条例 平成12年3月31日
札幌市 札幌市環境基本条例 平成7年12月13日
仙台市 仙台市環境基本条例 平成8年3月19日

さいたま市 さいたま市環境基本条例 平成13年5月1日
千葉市 千葉市環境基本条例 平成6年12月21日
横浜市 横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例 平成7年3月24日
川崎市 川崎市環境基本条例 平成16年10月14日
静岡市 静岡市環境基本条例 平成16年3月25日

名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 平成15年3月25日
名古屋市 名古屋市環境基本条例 平成15年3月25日



団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

京都市 京都市環境基本条例 平成9年3月31日
大阪市 大阪市環境基本条例 平成7年3月16日
神戸市 神戸市民の環境をまもる条例 平成9年3月31日
広島市 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例 平成11年3月18日

北九州市 北九州市環境基本条例 平成12年12月13日
福岡市 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 平成14年12月19日
福岡市 福岡市環境基本条例 平成8年9月26日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数     61

平成17年4月1日現在条例数     65
平成16年度に制定・改正された条例数      3



表１－(１)－イ 環境基本条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市環境基本条例 平成11年9月29日
北海道 旭川市 旭川市環境基本条例 平成10年3月30日
北海道 釧路市 釧路市環境基本条例 平成12年3月22日
北海道 帯広市 帯広市環境基本条例 平成8年12月13日
北海道 北見市 北見市環境基本条例 平成10年3月6日
北海道 網走市 網走市環境基本条例 平成14年3月28日
北海道 留萌市 留萌市環境基本条例 平成15年3月24日
北海道 苫小牧市 苫小牧市環境基本条例 平成11年7月28日
北海道 稚内市 稚内市環境基本条例 平成15年3月18日
北海道 江別市 江別市環境基本条例 平成11年12月24日
北海道 三笠市 三笠市環境基本条例 平成14年12月27日
北海道 千歳市 千歳市環境基本条例 平成14年9月20日
北海道 富良野市 富良野市環境基本条例 平成13年3月9日
北海道 登別市 登別市環境基本条例 平成12年3月20日
北海道 恵庭市 恵庭市環境基本条例 平成9年12月30日
北海道 伊達市 伊達市環境基本条例 平成10年12月18日
北海道 北広島市 北広島市環境基本条例 平成12年3月23日
北海道 石狩市 石狩市環境基本条例 平成12年10月4日
北海道 瀬棚町 瀬棚町クリーンな環境づくりに関する条例 平成14年6月7日
北海道 黒松内町 黒松内町環境基本条例 平成11年3月19日
北海道 蘭越町 蘭越町環境基本条例 平成14年3月11日
北海道 ニセコ町 ニセコ町環境基本条例 平成15年12月19日
北海道 鷹栖町 鷹栖町環境基本条例 平成13年12月20日
北海道 斜里町 斜里町環境基本条例 平成14年12月30日
北海道 清里町 清里町環境基本条例 平成16年12月24日
北海道 白老町 白老町環境基本条例 平成16年9月27日
北海道 追分町 住宅のまちを彩るさわやか環境基本条例 平成11年3月25日
北海道 厚真町 厚真町環境基本条例 平成13年3月15日
北海道 浦河町 浦河町さわやかな環境を守り育む条例 平成11年4月1日
北海道 鹿追町 鹿追町の環境についての基本的なきまり条例 平成16年12月24日
北海道 芽室町 クリーンめむろ環境基本条例 平成16年3月26日
北海道 池田町 池田町環境基本条例 平成15年12月25日
北海道 厚岸町 厚岸町豊かな環境を守り育てる基本条例 平成16年3月18日
北海道 浜中町 浜中町環境基本条例 平成17年3月17日
青森県 弘前市 弘前市環境保全基本条例 昭和56年3月26日
青森県 八戸市 八戸市環境基本条例 平成16年12月17日
青森県 黒石市 黒石市環境基本条例 平成14年12月18日
青森県 三沢市 三沢市環境基本条例 平成11年9月21日
岩手県 盛岡市 盛岡市環境基本条例 平成16年12月27日
岩手県 大船渡市 大船渡市環境基本条例 平成13年3月26日
岩手県 水沢市 水沢市環境の保全及び創造に関する条例 平成11年3月12日
岩手県 花巻市 花巻市環境基本条例 平成11年12月15日
岩手県 北上市 北上市環境を守り育てる基本条例 平成13年10月12日
岩手県 久慈市 久慈市環境基本条例 平成15年9月16日
岩手県 遠野市 ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例 平成16年3月18日
岩手県 一関市 一関市環境の保全及び創造に関する基本条例 平成16年3月24日
岩手県 陸前高田市 陸前高田市環境基本条例 平成14年3月25日
岩手県 釜石市 釜石市環境基本条例 平成13年3月16日
岩手県 二戸市 二戸市環境基本条例 平成16年3月19日
岩手県 滝沢村 滝沢村環境基本条例 平成14年3月19日
岩手県 矢巾町 矢巾町人と自然にやさしい環境基本条例 平成12年4月1日
岩手県 大迫町 大迫町環境基本条例 平成15年6月27日
岩手県 東和町 東和町環境基本条例 平成13年3月26日
岩手県 金ヶ崎町 金ヶ崎町田園環境基本条例 平成10年4月13日
岩手県 衣川村 衣川村環境保全育成条例 平成3年12月25日
岩手県 千厩町 千厩町環境基本条例 平成15年3月20日
岩手県 住田町 住田町環境基本条例 平成14年3月25日
岩手県 大槌町 大槌町環境基本条例 平成15年3月19日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

岩手県 山田町 山田町環境基本条例 平成14年9月9日
岩手県 岩泉町 岩泉町環境基本条例 平成14年6月26日
岩手県 田野畑村 田野畑村環境の保全及び創造に関する基本条例 平成16年3月29日
宮城県 石巻市 石巻市環境基本条例 平成9年3月25日
宮城県 塩竈市 塩竈市環境基本条例 平成12年6月22日
宮城県 古川市 古川市環境基本条例 平成14年4月1日
宮城県 気仙沼市 気仙沼市環境基本条例 平成14年3月27日
宮城県 白石市 白石市環境基本条例 平成7年9月29日
宮城県 名取市 名取市環境基本条例 平成14年9月25日
宮城県 角田市 角田市環境基本条例 平成10年3月26日
宮城県 多賀城市 多賀城市環境基本条例 平成11年2月24日
宮城県 柴田町 柴田町環境基本条例 平成13年12月25日
宮城県 大和町 大和町環境基本条例 平成15年3月26日
宮城県 志津川町 志津川町環境基本条例 平成15年3月18日
秋田県 秋田市 秋田市環境基本条例 平成11年3月19日
秋田県 能代市 能代市環境基本条例 平成12年3月27日
秋田県 大館市 大館市環境基本条例 平成13年3月30日
秋田県 男鹿市 男鹿市環境基本条例 平成15年9月26日
秋田県 湯沢市 皆瀬村環境基本条例 平成17年3月21日
秋田県 潟上市 潟上市環境基本条例 平成17年3月22日
秋田県 大仙市 大仙市環境基本条例 平成17年3月22日
秋田県 小坂町 小坂町環境基本条例 平成14年12月26日
秋田県 比内町 比内町環境基本条例 平成14年3月29日
秋田県 田代町 田代町環境保全条例 平成12年3月21日
秋田県 藤里町 藤里町環境基本条例 平成10年3月6日
秋田県 西木村 西木村環境保全基本条例 平成3年3月22日
秋田県 美郷町 美郷町環境保全基本条例 平成16年11月1日
秋田県 十文字町 十文字町環境基本条例 平成15年3月11日
秋田県 十文字町 十文字町環境保全条例 平成16年3月10日
山形県 山形市 美しい山形をつくる基本条例 昭和63年3月22日
山形県 米沢市 米沢市環境基本条例 平成12年3月29日
山形県 鶴岡市 鶴岡市環境基本条例 平成13年3月29日
山形県 酒田市 酒田市環境基本条例 平成13年12月20日
山形県 上山市 上山市快適環境条例 平成10年3月24日
山形県 長井市 長井市環境保全基本条例 平成6年3月31日
山形県 天童市 天童市環境基本条例 平成12年3月28日
山形県 東根市 東根市環境基本条例 平成12年12月22日
山形県 尾花沢市 尾花沢市清らかな環境を保全する条例 平成14年3月22日
山形県 中山町 きれいな中山町の環境づくり条例 平成13年12月21日
山形県 河北町 河北町環境基本条例 平成14年3月18日
山形県 大江町 大江町環境基本条例 平成14年12月10日
山形県 最上町 最上町環境基本条例 平成16年6月9日
山形県 鮭川村 鮭川村環境基本条例 平成14年12月26日
山形県 高畠町 高畠町環境基本条例 平成13年12月25日
山形県 川西町 川西町環境基本条例 平成15年3月24日
山形県 白鷹町 白鷹町環境基本条例 平成12年9月25日
山形県 藤島町 藤島町生活環境保全条例 平成4年7月1日
山形県 羽黒町 羽黒町生活環境保全条例 平成4年4月1日
山形県 櫛引町 櫛引町環境基本条例 平成16年4月1日
山形県 三川町 美しいまち三川をつくる環境条例 平成7年3月17日
山形県 朝日村 朝日村の豊かで美しい自然と環境を守る条例 平成11年3月23日
山形県 温海町 温海町の豊かで住みよい環境を後世に引き継ぐ条例 平成15年3月26日
山形県 遊佐町 遊佐町環境基本条例 平成15年3月17日
山形県 八幡町 八幡町の清潔な環境づくり条例 平成11年6月25日
福島県 福島市 福島市環境基本条例 平成10年6月30日
福島県 会津若松市 会津若松市環境基本条例 平成9年3月28日
福島県 郡山市 郡山市環境基本条例 平成10年6月26日
福島県 いわき市 いわき市環境基本条例 平成9年3月31日
福島県 白河市 白河市環境基本条例 平成12年12月27日
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福島県 原町市 原町市環境基本条例 平成11年12月24日
福島県 須賀川市 須賀川市環境基本条例 平成11年12月22日
福島県 相馬市 相馬市環境基本条例 平成13年12月11日
福島県 田村市 田村市環境条例 平成17年3月1日
福島県 檜枝岐村 美しい檜枝岐村をつくる条例 平成14年3月12日
福島県 山都町 山都町環境基本条例 平成14年4月1日
福島県 河東町 河東町環境基本条例 平成16年3月28日
福島県 矢吹町 矢吹町さわやか環境条例 平成11年6月30日
福島県 平田村 平田村環境をよくする条例 平成1年11月1日
福島県 浪江町 浪江町の環境をよくする条例 平成6年3月24日
福島県 葛尾村 葛尾村環境をよくする条例 平成6年3月15日
福島県 飯舘村 飯舘村快適環境づくり条例 平成2年6月21日
茨城県 水戸市 水戸市環境基本条例 平成12年3月29日
茨城県 日立市 日立市環境基本条例 平成11年12月22日
茨城県 土浦市 土浦市環境基本条例 平成12年3月29日
茨城県 古河市 古河市生活環境の保全及び創造に関する基本条例 平成13年4月1日
茨城県 石岡市 石岡市環境基本条例 平成14年5月28日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市環境基本条例 平成14年3月27日
茨城県 取手市 取手市環境基本条例 平成12年3月29日
茨城県 牛久市 牛久市の環境を守り育てる条例 平成15年3月26日
茨城県 つくば市 つくば市環境基本条例 平成10年10月1日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市環境基本条例 平成12年3月31日
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市環境基本条例 平成12年3月24日
茨城県 守谷市 守谷市環境基本条例 平成11年3月19日
茨城県 那珂市 那珂市環境基本条例 平成17年1月21日
茨城県 茨城町 茨城町環境保全条例 昭和48年9月25日
茨城県 友部町 友部町環境基本条例 平成15年4月1日
茨城県 東海村 東海村環境基本条例 平成12年3月24日
茨城県 神栖町 神栖町環境基本条例 平成17年4月1日
茨城県 総和町 総和町環境基本条例 平成7年12月27日
茨城県 五霞町 五霞町環境基本条例 平成13年4月1日
茨城県 境町 境町環境基本条例 平成12年9月22日
栃木県 宇都宮市 宇都宮市環境基本条例 平成13年10月1日
栃木県 足利市 足利市環境基本条例 平成11年10月1日
栃木県 栃木市 栃木市環境基本条例 平成15年3月14日
栃木県 鹿沼市 鹿沼市環境基本条例 平成12年12月22日
栃木県 今市市 今市市環境基本条例 平成11年3月23日
栃木県 小山市 小山市環境基本条例 平成9年3月26日
栃木県 真岡市 真岡市環境基本条例 平成14年6月18日
栃木県 那須塩原市 那須塩原市環境基本条例 平成17年1月1日
栃木県 上三川町 上三川町環境保全条例 平成6年6月23日
栃木県 南河内町 南河内町環境の保全及び創造に関する基本条例 平成15年3月27日
栃木県 二宮町 二宮町環境保全条例 平成16年9月24日
栃木県 益子町 益子町環境保全条例 平成11年3月19日
栃木県 茂木町 茂木町の豊かで美しい自然環境を守り後世に引継ぐ条例 平成17年4月1日
栃木県 小川町 小川町の豊かで住みよい環境づくりに関する条例 平成15年3月11日
群馬県 前橋市 前橋市環境基本条例 平成13年4月1日
群馬県 高崎市 高崎市環境基本条例 平成12年3月24日
群馬県 桐生市 桐生市環境基本条例 平成12年12月27日
群馬県 太田市 太田市環境基本条例 平成17年3月28日
群馬県 沼田市 沼田市環境基本条例 平成15年3月28日
群馬県 館林市 館林市環境基本条例 平成14年12月19日
群馬県 渋川市 渋川市環境基本条例 平成13年12月18日
群馬県 藤岡市 藤岡市環境基本条例 平成10年4月1日
群馬県 富岡市 富岡市環境基本条例 平成11年6月21日
群馬県 安中市 安中市環境基本条例 平成15年3月20日
群馬県 赤城村 赤城村環境基本条例 平成14年12月16日
群馬県 富士見村 富士見村環境基本条例 平成17年4月1日
群馬県 新里村 新里村環境整備基本条例 昭和62年12月24日
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群馬県 新治村 新治村環境基本条例 平成13年10月1日
群馬県 玉村町 玉村町環境基本条例 平成11年12月17日
群馬県 明和町 明和町環境基本条例 平成14年6月20日
埼玉県 熊谷市 熊谷市環境基本条例 平成10年3月26日
埼玉県 川口市 川口市環境基本条例 平成10年9月28日
埼玉県 行田市 行田市環境基本条例 平成14年3月29日
埼玉県 所沢市 所沢市環境基本条例 平成9年4月1日
埼玉県 本庄市 本庄市環境基本条例 平成13年4月1日
埼玉県 東松山市 東松山市美しく住みよい環境づくり基本条例 平成8年12月18日
埼玉県 春日部市 春日部市環境基本条例 平成11年12月20日
埼玉県 狭山市 狭山市環境基本条例 平成11年3月19日
埼玉県 羽生市 羽生市環境基本条例 平成13年3月30日
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市環境基本条例 平成12年6月30日
埼玉県 深谷市 深谷市環境基本条例 平成12年12月26日
埼玉県 上尾市 上尾市環境基本条例 平成9年9月30日
埼玉県 草加市 草加市環境基本条例 平成12年3月28日
埼玉県 越谷市 越谷市環境条例 平成15年9月30日
埼玉県 蕨市 蕨市環境基本条例 平成13年4月1日
埼玉県 戸田市 戸田市環境基本条例 平成12年3月28日
埼玉県 入間市 入間市環境基本条例 平成10年9月30日
埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市環境基本条例 平成14年3月25日
埼玉県 朝霞市 朝霞市住み良い環境づくり基本条例 平成12年4月1日
埼玉県 志木市 志木市環境基本条例 平成16年4月1日
埼玉県 和光市 和光市環境基本条例 平成15年3月25日
埼玉県 新座市 新座市環境基本条例 平成12年3月29日
埼玉県 久喜市 久喜市環境基本条例 平成14年3月26日
埼玉県 北本市 北本市環境基本条例 平成10年6月26日
埼玉県 富士見市 富士見市環境基本条例 平成13年12月15日
埼玉県 上福岡市 上福岡市環境基本条例 平成13年3月30日
埼玉県 三郷市 三郷市環境基本条例 平成16年1月20日
埼玉県 蓮田市 蓮田市環境基本条例 平成13年3月27日
埼玉県 坂戸市 坂戸市環境基本条例 平成14年3月27日
埼玉県 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 平成11年12月22日
埼玉県 伊奈町 伊奈町環境基本条例 平成12年12月27日
埼玉県 吹上町 吹上町環境基本条例 平成13年10月1日
埼玉県 大井町 大井町環境基本条例 平成16年4月1日
埼玉県 滑川町 滑川町の環境をよくする条例 平成15年3月7日
埼玉県 小鹿野町 小鹿野町生活環境保全条例 平成15年3月14日
埼玉県 美里町 美里町環境基本条例 平成13年4月1日
埼玉県 児玉町 児玉町環境基本条例 平成13年4月1日
埼玉県 神川町 神川町環境基本条例 平成12年3月21日
埼玉県 神泉村 神泉村環境基本条例 平成12年12月20日
埼玉県 上里町 上里町環境基本条例 平成13年3月12日
埼玉県 江南町 江南町環境基本条例 平成17年3月7日
埼玉県 岡部町 岡部町環境基本条例 平成13年12月17日
埼玉県 寄居町 寄居町環境基本条例 平成14年12月24日
埼玉県 騎西町 騎西町環境基本条例 平成12年4月1日
埼玉県 菖蒲町 菖蒲町環境保全条例 平成14年12月11日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町環境基本条例 平成11年6月16日
埼玉県 杉戸町 杉戸町環境基本条例 平成15年3月28日
埼玉県 庄和町 庄和町環境基本条例 平成16年12月28日
千葉県 銚子市 銚子市環境基本条例 平成13年9月27日
千葉県 市川市 市川市環境基本条例 平成10年7月3日
千葉県 船橋市 船橋市環境基本条例 平成9年3月31日
千葉県 館山市 館山市環境基本条例 平成15年12月24日
千葉県 野田市 野田市環境基本条例 平成8年7月31日
千葉県 佐原市 佐原市環境基本条例 平成12年3月30日
千葉県 茂原市 茂原市環境条例 平成13年3月30日
千葉県 成田市 成田市環境基本条例 平成9年3月31日
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千葉県 佐倉市 佐倉市環境基本条例 平成8年12月24日
千葉県 東金市 東金市環境基本条例 平成12年12月27日
千葉県 八日市場市 八日市場市環境基本条例 平成8年12月17日
千葉県 旭市 旭市環境基本条例 平成8年7月1日
千葉県 習志野市 習志野市環境基本条例 平成11年9月28日
千葉県 柏市 柏市環境基本条例 平成17年3月22日
千葉県 勝浦市 勝浦市環境基本条例 平成12年4月1日
千葉県 市原市 市原市民の環境をまもる基本条例 平成9年3月18日
千葉県 流山市 流山市環境基本条例 平成13年7月2日
千葉県 八千代市 八千代市環境基本条例 平成10年11月24日
千葉県 我孫子市 我孫子市環境条例 平成13年6月29日
千葉県 鴨川市 鴨川市環境条例 平成17年2月11日
千葉県 君津市 君津市環境保全条例 平成15年3月28日
千葉県 富津市 富津市環境条例 平成16年10月1日
千葉県 浦安市 浦安市環境基本条例 平成15年10月1日
千葉県 四街道市 四街道市環境基本条例 平成9年9月29日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市環境条例 平成11年12月27日
千葉県 八街市 八街市環境基本条例 平成10年4月1日
千葉県 印西市 印西市環境基本条例 平成11年3月19日
千葉県 白井市 白井市環境基本条例 平成12年6月30日
千葉県 富里市 富里市環境基本条例 平成11年3月25日
千葉県 栄町 栄町環境基本条例 平成16年6月18日
千葉県 大栄町 大栄町環境条例 平成15年9月30日
千葉県 山田町 山田町環境美化条例 平成14年6月26日
千葉県 山田町 山田町環境基本条例 平成9年10月1日
千葉県 東庄町 東庄町環境基本条例 平成15年3月7日
千葉県 海上町 海上町環境基本条例 平成14年7月1日
千葉県 大網白里町 大網白里町環境基本条例 平成14年3月29日
千葉県 睦沢町 睦沢町環境条例 平成10年6月26日
千葉県 長生村 長生村環境条例 平成12年4月1日
千葉県 長柄町 長柄町環境条例 平成10年12月9日
千葉県 大多喜町 大多喜町環境基本条例 平成8年12月19日
千葉県 大原町 大原町環境基本条例 平成13年3月5日
東京都 港区 港区環境基本条例 平成11年12月16日
東京都 新宿区 新宿区環境基本条例 平成16年3月24日
東京都 江東区 江東区環境基本条例 平成16年6月24日
東京都 目黒区 目黒区環境基本条例 平成12年12月1日
東京都 世田谷区 世田谷区環境基本条例 平成15年6月24日
東京都 中野区 中野区環境基本条例 平成10年3月27日
東京都 杉並区 杉並区環境基本条例 平成16年3月19日
東京都 足立区 足立区環境基本条例 平成11年7月14日
東京都 八王子市 八王子市環境基本条例 平成13年12月28日
東京都 立川市 立川市環境基本条例 平成10年4月1日
東京都 武蔵野市 武蔵野市環境基本条例 平成11年3月19日
東京都 三鷹市 三鷹市環境基本条例 平成12年3月30日
東京都 青梅市 青梅市環境基本条例 平成14年6月28日
東京都 府中市 府中市環境基本条例 平成11年3月24日
東京都 昭島市 昭島市環境基本条例 平成13年3月8日
東京都 調布市 調布市環境基本条例 平成7年3月17日
東京都 小金井市 小金井市環境基本条例 平成15年3月25日
東京都 小平市 小平市環境基本条例 平成13年6月27日
東京都 日野市 日野市環境基本条例 平成7年10月5日
東京都 東村山市 東村山市環境を守り育むための基本条例 平成14年6月25日
東京都 国分寺市 国分寺市環境基本条例 平成16年9月30日
東京都 狛江市 狛江市環境基本条例 平成9年3月31日
東京都 東久留米市 東久留米市環境基本条例 平成16年3月26日
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市環境基本条例 平成16年7月1日
東京都 多摩市 多摩市環境基本条例 平成10年9月30日
東京都 稲城市 稲城市環境基本条例 平成15年3月31日
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東京都 羽村市 羽村市環境基本条例 平成13年12月28日
東京都 あきる野市 環境基本条例 平成16年3月30日
東京都 西東京市 西東京市環境基本条例 平成14年3月29日
東京都 日の出町 日の出町環境保全条例 平成10年12月8日
東京都 新島村 新島村環境保全条例 昭和51年2月20日
東京都 小笠原村 小笠原村環境保全条例 昭和63年3月14日

神奈川県 横須賀市 環境基本条例 平成8年3月27日
神奈川県 平塚市 平塚市環境基本条例 平成10年12月16日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市環境基本条例 平成6年12月27日
神奈川県 藤沢市 藤沢市環境基本条例 平成12年3月30日
神奈川県 小田原市 小田原市美しく住み良い環境づくり基本条例 平成12年9月29日
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市環境基本条例 平成8年9月27日
神奈川県 逗子市 逗子市環境基本条例 平成9年3月27日
神奈川県 相模原市 相模原市環境基本条例 平成8年10月4日
神奈川県 三浦市 「まちをきれいに」みんなで守る条例 平成15年3月24日
神奈川県 秦野市 秦野市環境基本条例 平成12年3月24日
神奈川県 厚木市 厚木市環境基本条例 平成12年3月21日
神奈川県 大和市 大和市環境を守り育てる基本条例 平成9年12月22日
神奈川県 海老名市 海老名市環境保全条例 平成17年3月7日
神奈川県 海老名市 海老名市環境基本条例 平成10年3月30日
神奈川県 南足柄市 南足柄市環境基本条例 平成8年12月13日
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市環境基本条例 平成12年3月30日
神奈川県 葉山町 葉山町環境基本条例 平成11年4月9日
神奈川県 寒川町 寒川町環境基本条例 平成13年3月28日
神奈川県 大磯町 大磯町環境基本条例 平成12年4月1日
神奈川県 二宮町 二宮町環境基本条例 平成10年12月22日
神奈川県 大井町 大井町環境基本条例 平成13年3月7日
神奈川県 松田町 松田町まちづくり条例 平成9年4月1日
神奈川県 山北町 山北町環境基本条例 平成15年3月17日
神奈川県 開成町 開成町環境基本条例 平成12年3月14日
神奈川県 箱根町 箱根町環境基本条例 平成11年12月15日
神奈川県 愛川町 愛川町環境基本条例 平成10年3月24日
神奈川県 城山町 城山町環境基本条例 平成13年3月12日
神奈川県 津久井町 津久井町環境基本条例 平成14年9月24日
神奈川県 相模湖町 相模湖町環境基本条例 平成14年3月19日
新潟県 新潟市 新潟市環境基本条例 平成8年7月2日
新潟県 長岡市 長岡市環境基本条例 平成17年3月22日
新潟県 三条市 三条市環境基本条例 平成14年4月1日
新潟県 柏崎市 柏崎市環境基本条例 平成8年3月22日
新潟県 新発田市 新発田市環境基本条例 平成12年3月14日
新潟県 小千谷市 小千谷市環境基本条例 平成15年3月17日
新潟県 十日町市 十日町市住みよい環境づくり条例 平成17年4月1日
新潟県 妙高市 妙高市環境基本条例 平成11年3月26日
新潟県 上越市 上越市環境基本条例 平成8年10月11日
新潟県 佐渡市 佐渡市環境基本条例 平成17年3月30日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市環境基本条例 平成16年11月1日
新潟県 聖籠町 聖籠町環境基本条例 平成10年4月1日
新潟県 紫雲寺町 紫雲寺町環境基本条例 平成8年3月8日
新潟県 中条町 中条町環境基本条例 平成11年4月1日
新潟県 下田村 下田村生活環境保全基本条例 平成10年3月20日
新潟県 阿賀町 三川村のきれいな空気、おいしい水、安全な土を守り続ける条例 平成17年4月1日
新潟県 川口町 川口町環境基本条例 平成14年6月17日
新潟県 塩沢町 塩沢町環境基本条例 平成14年4月1日
新潟県 刈羽村 刈羽村環境基本条例 平成17年4月1日
富山県 富山市 富山市環境基本条例 平成17年4月1日
富山県 氷見市 氷見市住みよい環境づくり条例 平成17年4月1日
富山県 黒部市 黒部市環境基本条例 平成14年3月20日
富山県 砺波市 砺波市環境基本条例 平成16年11月1日
石川県 金沢市 金沢市環境保全条例 平成16年6月23日
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石川県 七尾市 七尾市環境保全条例 平成16年10月1日
石川県 小松市 小松市環境基本条例 平成13年3月23日
石川県 加賀市 加賀市民の環境及び安全を守る条例 平成12年3月21日
石川県 かほく市 かほく市環境保全条例 平成16年3月1日
石川県 白山市 白山市環境基本条例 平成17年2月1日
石川県 津幡町 津幡町環境基本条例 平成13年4月1日
石川県 津幡町 津幡町社会環境等の整備に関する条例 平成13年4月1日
石川県 内灘町 内灘町環境基本条例 平成16年3月31日
石川県 中能登町 中能登町生活環境の確保に関する条例 平成17年3月1日
福井県 福井市 福井市環境基本条例 平成13年6月27日
福井県 敦賀市 敦賀市環境基本条例 平成12年3月27日
福井県 武生市 武生市環境基本条例 平成14年9月27日
福井県 小浜市 小浜市環境基本条例 平成17年4月1日
福井県 大野市 大野市環境基本条例 平成10年3月26日
福井県 勝山市 勝山市環境基本条例 平成15年3月28日
福井県 鯖江市 鯖江市環境基本条例 平成9年9月29日
福井県 あわら市 あわら市環境基本条例 平成17年3月23日
福井県 三国町 三国町環境基本条例 平成14年3月5日
福井県 今立町 今立町環境基本条例 平成14年3月8日
山梨県 甲府市 甲府市環境保全基本条例 平成13年4月1日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市環境基本条例 平成17年3月24日
山梨県 山梨市 山梨市環境基本条例 平成15年10月1日
山梨県 韮崎市 韮崎市環境基本条例 平成14年9月25日
山梨県 中道町 中道町社会環境保全に関する条例 昭和56年3月12日
山梨県 豊富村 豊富村環境基本条例 平成10年3月25日
山梨県 田富町 田富町環境基本条例 平成10年4月1日
山梨県 小淵沢町 小淵沢町環境基本条例 平成15年3月7日
長野県 長野市 長野市環境基本条例 平成14年6月28日
長野県 松本市 松本市環境基本条例 平成12年3月2日
長野県 上田市 上田市環境基本条例 平成13年3月27日
長野県 岡谷市 岡谷市環境基本条例 平成10年12月22日
長野県 飯田市 飯田市環境基本条例 平成9年3月27日
長野県 諏訪市 諏訪市環境基本条例 平成12年3月28日
長野県 須坂市 須坂市環境基本条例 平成13年9月28日
長野県 小諸市 小諸市環境条例 平成12年9月29日
長野県 伊那市 伊那市環境条例 平成15年3月26日
長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市環境保全条例 平成10年6月23日
長野県 中野市 中野市環境基本条例 平成17年4月1日
長野県 大町市 大町市環境保全に関する条例 平成13年12月27日
長野県 飯山市 飯山市環境基本条例 平成12年3月27日
長野県 茅野市 茅野市環境にやさしいまちづくり条例 平成11年3月16日
長野県 塩尻市 塩尻市環境基本条例 平成12年4月1日
長野県 佐久市 佐久市環境基本条例 平成17年4月1日
長野県 千曲市 上山田町環境基本条例 平成15年8月31日
長野県 千曲市 千曲市環境基本条例 平成15年9月1日
長野県 東御市 北御牧村環境保全条例 平成16年3月31日
長野県 御代田町 御代田町環境保全条例 平成5年3月31日
長野県 丸子町 丸子町環境基本条例 平成9年9月11日
長野県 下諏訪町 下諏訪町環境基本条例 平成13年12月21日
長野県 高遠町 高遠町いきいき環境保全条例 平成9年12月18日
長野県 辰野町 辰野町環境基本条例 平成10年3月24日
長野県 箕輪町 箕輪町環境保全条例 平成9年3月19日
長野県 飯島町 飯島町さわやか環境保全条例 平成15年3月24日
長野県 南箕輪村 南箕輪村環境基本条例 平成13年9月21日
長野県 中川村 中川村環境保全条例 平成9年12月11日
長野県 松川町 松川町環境保全条例 平成11年6月22日
長野県 高森町 高森町環境保全条例 平成11年3月26日
長野県 豊丘村 環境をよくする条例 昭和54年12月21日
長野県 開田村 開田高原開発基本条例 平成4年1月24日
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長野県 麻績村 麻績村環境保全条例 平成9年3月10日
長野県 坂井村 坂井村環境保全条例 平成12年12月21日
長野県 山形村 山形村環境基本条例 平成14年12月19日
長野県 朝日村 朝日村環境基本条例 平成14年6月21日
長野県 豊科町 豊科町環境基本条例 平成13年4月1日
長野県 三郷村 三郷村環境基本条例 平成15年3月14日
長野県 堀金村 堀金村環境基本条例 平成16年3月23日
長野県 美麻村 美麻村生活環境保全条例 昭和48年12月20日
長野県 白馬村 白馬村環境基本条例 平成11年12月24日
長野県 小布施町 小布施町生活環境保全に関する条例 昭和53年3月28日
長野県 高山村 高山村環境保全基本条例 昭和55年3月26日
長野県 信濃町 信濃町環境基本条例 平成16年3月22日
長野県 牟礼村 牟礼村環境基本条例 平成12年3月27日
岐阜県 高山市 高山市環境基本条例 平成7年3月20日
岐阜県 多治見市 多治見市環境基本条例 平成10年9月24日
岐阜県 関市 関市環境基本条例 平成12年4月1日
岐阜県 中津川市 中津川市環境基本条例 平成14年6月28日
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市環境基本条例 平成11年12月24日
岐阜県 恵那市 恵那市環境基本条例 平成17年3月25日
岐阜県 恵那市 恵那市生活環境保全条例 平成12年3月30日
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市環境基本条例 平成12年12月26日
岐阜県 可児市 可児市環境基本条例 平成11年9月29日
岐阜県 山県市 山県市環境基本条例 平成15年4月1日
岐阜県 本巣市 本巣市きれいなまちづくり条例 平成16年2月1日
岐阜県 海津市 海津市環境審議会条例 平成17年3月28日
岐阜県 揖斐川町 揖斐川町環境基本条例 平成17年1月31日
岐阜県 大野町 大野町環境基本条例 平成15年4月1日
岐阜県 御嵩町 御嵩町環境基本条例 平成14年4月1日
静岡県 浜松市 浜松市環境基本条例 平成10年9月30日
静岡県 熱海市 熱海市環境基本条例 平成12年3月24日
静岡県 三島市 三島市環境基本条例 平成13年6月21日
静岡県 富士宮市 富士宮市環境基本条例 平成15年12月12日
静岡県 伊東市 伊東市環境基本条例 平成12年3月24日
静岡県 島田市 島田市環境基本条例 平成13年3月30日
静岡県 富士市 富士市環境基本条例 平成16年3月23日
静岡県 焼津市 焼津市環境基本条例 平成13年3月28日
静岡県 藤枝市 藤枝市環境基本条例 平成13年3月28日
静岡県 御殿場市 御殿場市環境基本条例 平成13年3月29日
静岡県 下田市 下田市環境基本条例 平成13年12月17日
静岡県 裾野市 裾野市環境基本条例 平成14年12月18日
静岡県 湖西市 湖西市環境基本条例 平成14年12月20日
静岡県 伊豆市 伊豆市環境保全条例 平成16年4月1日
静岡県 岡部町 岡部町環境基本条例 平成7年10月23日
静岡県 細江町 細江町の環境の保全に関する条例 平成14年6月18日
愛知県 豊橋市 豊橋市環境基本条例 平成8年3月29日
愛知県 一宮市 一宮市環境基本条例 平成16年3月24日
愛知県 瀬戸市 瀬戸市環境基本条例 平成13年3月30日
愛知県 半田市 半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例 昭和51年3月31日
愛知県 春日井市 春日井市環境基本条例 平成14年3月20日
愛知県 碧南市 碧南市環境基本条例 平成16年1月1日
愛知県 刈谷市 刈谷市環境基本条例 平成16年3月26日
愛知県 豊田市 豊田市環境基本条例 平成14年3月26日
愛知県 安城市 安城市環境基本条例 平成13年3月23日
愛知県 西尾市 西尾市環境基本条例 平成15年3月27日
愛知県 犬山市 犬山市環境基本条例 平成14年3月29日
愛知県 江南市 江南市環境基本条例 平成13年12月25日
愛知県 小牧市 小牧市環境基本条例 平成15年3月28日
愛知県 稲沢市 稲沢市環境基本条例 平成15年9月10日
愛知県 新城市 新城市環境基本条例 平成12年10月4日
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愛知県 大府市 大府市環境基本条例 昭和48年3月30日
愛知県 知多市 知多市環境基本条例 平成12年3月29日
愛知県 尾張旭市 尾張旭市環境基本条例 平成16年12月27日
愛知県 岩倉市 岩倉市環境保全に関する基本条例 平成4年12月24日
愛知県 豊明市 豊明市環境基本条例 平成11年4月1日
愛知県 日進市 日進市環境まちづくり基本条例 平成16年9月30日
愛知県 田原市 田原市環境基本条例 平成15年8月20日
愛知県 東郷町 東郷町環境基本条例 平成13年3月23日
愛知県 長久手町 長久手環境基本条例 平成12年4月1日
愛知県 西春町 西春町環境をよくする条例 平成7年6月23日
愛知県 春日町 春日町の環境をよくする条例 平成12年12月15日
愛知県 東浦町 東浦町の環境を守る基本条例 平成9年3月24日
愛知県 幸田町 幸田町環境基本条例 平成14年12月26日
愛知県 三好町 三好町環境基本条例 平成14年3月25日
愛知県 渥美町 渥美町環境保全条例 平成12年3月15日
三重県 津市 津市の環境と共生する基本条例 平成12年3月28日
三重県 四日市市 四日市市環境基本条例 平成16年12月28日
三重県 伊勢市 伊勢市環境基本条例 平成14年9月26日
三重県 松阪市 松阪市環境基本条例 平成17年1月1日
三重県 桑名市 桑名市環境基本条例 平成16年12月6日
三重県 鈴鹿市 鈴鹿市しあわせ環境基本条例 平成11年6月5日
三重県 名張市 名張市快適環境基本条例 平成4年7月1日
三重県 尾鷲市 尾鷲市環境基本条例 平成11年6月17日
三重県 亀山市 亀山市環境基本条例 平成17年1月11日
三重県 亀山市 亀山市環境保全条例 平成17年1月11日
三重県 久居市 久居市環境基本条例 平成12年3月31日
三重県 いなべ市 いなべ市環境基本条例 平成15年12月1日
三重県 伊賀市 伊賀市環境基本条例 平成16年11月1日
三重県 木曽岬町 木曽岬町環境基本条例 平成16年12月6日
三重県 東員町 東員町環境基本条例 平成12年3月24日
三重県 芸濃町 芸濃町環境保全条例 平成4年3月19日
三重県 香良洲町 香良洲町環境基本条例 平成12年3月17日
三重県 一志町 一志町快適環境基本条例 平成10年6月26日
三重県 白山町 白山町環境基本条例 平成11年12月20日
三重県 美杉村 美杉村環境基本条例 平成12年9月25日
三重県 明和町 明和町環境基本条例 平成15年4月1日
三重県 勢和村 勢和村環境保全条例 平成9年3月24日
三重県 海山町 海山町環境基本条例 平成13年9月27日
滋賀県 大津市 大津市環境基本条例 平成7年9月25日
滋賀県 彦根市 彦根市環境基本条例 平成11年3月23日
滋賀県 長浜市 長浜市環境基本条例 平成11年6月25日
滋賀県 近江八幡市 近江八幡市環境基本条例 平成13年3月28日
滋賀県 草津市 草津市環境基本条例 平成9年7月1日
滋賀県 栗東市 栗東市環境基本条例 平成14年12月25日
滋賀県 野洲市 野洲市環境基本条例 平成16年10月1日
滋賀県 高島市 新旭町環境基本条例 平成16年11月1日
滋賀県 高島市 高島町環境基本条例 平成14年12月20日
京都府 綾部市 綾部市環境基本条例 平成9年4月1日
京都府 宇治市 宇治市環境保全基本条例 昭和51年7月15日
京都府 亀岡市 亀岡市環境基本条例 平成12年3月30日
京都府 城陽市 城陽市環境基本条例 平成13年12月27日
京都府 長岡京市 長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例 昭和49年10月1日
京都府 長岡京市 長岡京市まちづくり条例 平成15年9月30日
京都府 京田辺市 京田辺市生活環境基本条例 平成6年7月1日
京都府 京丹後市 京丹後市美しいふるさとづくり条例 平成16年4月1日
京都府 大山崎町 大山崎町生活環境保全に関する基本条例 昭和52年4月1日
京都府 井手町 井手町環境保全条例 平成11年4月1日
京都府 園部町 生活を見直し町を美しくする条例 平成8年6月28日
京都府 丹波町 丹波町民の安全で快適な生活環境を保全する条例 平成6年3月29日
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京都府 和知町 和知町美しいまちづくり条例 平成9年3月28日
京都府 大江町 大江町環境にやさしいまちづくり条例 平成13年3月30日
大阪府 堺市 堺市環境基本条例 平成9年3月28日
大阪府 豊中市 豊中市環境基本条例 平成7年10月11日
大阪府 池田市 池田市環境保全条例 平成9年3月31日
大阪府 吹田市 吹田市環境基本条例 平成9年3月31日
大阪府 泉大津市 泉大津市環境基本条例 平成14年3月8日
大阪府 高槻市 高槻市環境基本条例 平成13年3月28日
大阪府 守口市 守口市民の環境をまもる基本条例 昭和52年3月25日
大阪府 枚方市 枚方市環境基本条例 平成11年3月19日
大阪府 茨木市 茨木市環境基本条例 平成15年3月31日
大阪府 八尾市 八尾市民の環境を守る基本条例 平成8年3月29日
大阪府 富田林市 富田林市の環境保全と向上に関する基本条例 昭和52年6月29日
大阪府 寝屋川市 寝屋川市環境保全基本条例 昭和61年3月28日
大阪府 河内長野市 河内長野市環境基本条例 平成12年12月26日
大阪府 和泉市 和泉市環境基本条例 平成12年4月1日
大阪府 箕面市 箕面市環境保全条例 平成14年3月29日
大阪府 門真市 門真市生活環境基本条例 昭和48年6月26日
大阪府 藤井寺市 藤井寺市環境保全基本条例 昭和58年3月25日
大阪府 東大阪市 東大阪市環境基本条例 平成13年3月31日
大阪府 四條畷市 四條畷市生活環境条例 昭和60年9月30日
大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市環境保全に関する基本条例 昭和57年7月20日
大阪府 島本町 島本町環境保全に関する基本条例 平成15年3月31日
大阪府 能勢町 能勢町環境基本条例 平成13年3月30日
兵庫県 姫路市 姫路の環境をみんなで守り育てる条例 平成13年3月28日
兵庫県 尼崎市 尼崎市の環境をまもる条例 平成12年12月26日
兵庫県 明石市 明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例 平成17年3月29日
兵庫県 西宮市 西宮市環境基本条例 平成17年3月30日
兵庫県 芦屋市 緑ゆたかな美しいまちづくり条例 平成11年3月19日
兵庫県 伊丹市 伊丹市環境基本条例 平成15年3月27日
兵庫県 豊岡市 コウノトリと共に生きるまちづくりのための環境基本条例 平成14年3月26日
兵庫県 加古川市 加古川市環境基本条例 平成12年3月27日
兵庫県 龍野市 住みよい環境を守る条例 平成6年3月28日
兵庫県 赤穂市 赤穂市環境基本条例 平成13年3月16日
兵庫県 西脇市 西脇市民の環境をまもる条例 平成12年3月24日
兵庫県 宝塚市 宝塚市環境基本条例 平成14年12月26日
兵庫県 三木市 三木市環境基本条例 平成9年3月28日
兵庫県 加西市 加西市環境基本条例 平成17年4月1日
兵庫県 篠山市 篠山市環境保全条例 平成11年4月1日
兵庫県 養父市 養父市環境保全条例 平成16年4月1日
兵庫県 丹波市 丹波市環境基本条例 平成16年11月1日
兵庫県 朝来市 朝来町環境保全条例 平成16年3月15日
兵庫県 朝来市 和田山町民の環境を守る条例 昭和49年3月15日
兵庫県 宍粟市 宍粟市環境基本条例 平成17年4月1日
兵庫県 猪名川町 猪名川町環境の保全と創造に関する条例 平成12年3月28日
兵庫県 社町 社町良好な環境の保護に関する条例 平成4年10月7日
兵庫県 滝野町 滝野町美しいまちづくり条例 平成5年3月26日
兵庫県 加美町 加美町さわやか条例 平成3年6月26日
兵庫県 黒田庄町 黒田庄町さわやかまちづくり条例 平成9年3月28日
兵庫県 神崎町 神崎町環境にやさしい町づくり条例 平成10年12月21日
兵庫県 市川町 市川町環境保全条例 平成6年3月31日
兵庫県 大河内町 大河内町環境保全条例 平成11年10月4日
兵庫県 三日月町 三日月町環境保全条例 昭和61年1月1日
兵庫県 安富町 安富町良好な環境の保全に関する条例 平成12年3月7日
奈良県 奈良市 奈良市環境基本条例 平成11年3月26日
奈良県 大和郡山市 大和郡山市環境基本条例 平成13年12月20日
奈良県 生駒市 生駒市環境基本条例 平成11年3月24日
奈良県 大塔村 大塔村の環境をよくする条例 平成12年5月23日

和歌山県 和歌山市 和歌山市環境基本条例 平成8年12月20日
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和歌山県 清水町 清水町環境保全と美化に関する条例 平成12年6月19日
和歌山県 龍神村 龍神村環境と美化に関する条例 平成11年3月23日
和歌山県 熊野川町 熊野川町環境基本条例 平成10年3月12日
鳥取県 米子市 米子市環境基本条例 平成17年3月31日
鳥取県 倉吉市 倉吉市環境基本条例 平成12年3月31日
鳥取県 境港市 境港市環境基本条例 平成13年3月29日
鳥取県 南部町 南部町環境基本条例 平成16年12月15日
島根県 斐川町 斐川町環境基本条例 平成13年3月21日
島根県 隠岐の島町 隠岐の島町環境保全条例 平成17年1月1日
岡山県 岡山市 岡山市環境保全条例 平成16年3月22日
岡山県 倉敷市 倉敷市環境基本条例 平成11年12月22日
岡山県 津山市 津山市環境基本条例 平成14年12月20日
岡山県 玉野市 玉野市環境基本条例 平成14年3月29日
岡山県 笠岡市 笠岡市環境基本条例 平成15年3月25日
岡山県 井原市 井原市環境基本条例 平成17年3月22日
岡山県 美作市 美作市環境保全条例 平成17年3月31日
岡山県 佐伯町 佐伯町環境保全条例 平成13年3月16日
岡山県 奈義町 奈義町環境基本条例 平成14年3月18日
広島県 呉市 呉市環境基本条例 平成11年6月28日
広島県 府中市 府中市環境基本条例 平成13年6月25日
広島県 三次市 三次市かいてき環境保全条例 平成17年3月25日
広島県 三次市 三次市環境基本条例 平成16年4月1日
広島県 府中町 府中町環境の保全及び創造に関する基本条例 平成12年7月10日
広島県 大野町 大野町環境基本条例 平成2年3月31日
山口県 下関市 下関市環境基本条例 平成17年2月13日
山口県 山口市 山口市環境基本条例 平成15年9月30日
山口県 周南市 周南市環境基本条例 平成16年8月2日
山口県 錦町 錦町の環境をきれいにする条例 平成11年4月1日
徳島県 徳島市 徳島市環境基本条例 平成15年3月24日
徳島県 鳴門市 鳴門市環境基本条例 平成13年3月27日
徳島県 阿南市 阿南市環境基本条例 平成6年9月30日
徳島県 吉野川市 吉野川市環境保全条例 平成16年10月1日
徳島県 阿波市 阿波市環境基本条例 平成17年4月1日
徳島県 由岐町 由岐町環境保全条例 昭和54年9月28日
徳島県 日和佐町 日和佐町環境基本条例 平成10年8月1日
徳島県 松茂町 松茂町環境基本条例 平成14年3月22日
徳島県 三好町 三好町環境保全条例 平成12年3月23日
香川県 高松市 高松市環境基本条例 平成8年3月27日
香川県 丸亀市 丸亀市環境基本条例 平成17年3月22日
香川県 坂出市 坂出市環境基本条例 平成15年3月19日
香川県 善通寺市 善通寺市環境基本条例 平成8年12月19日
香川県 観音寺市 観音寺市環境基本条例 平成8年9月27日
香川県 塩江町 塩江町環境保全条例 平成11年3月25日
香川県 香川町 香川町環境基本条例 平成10年6月26日
香川県 綾上町 綾上町環境保全条例 平成11年3月30日
香川県 綾南町 綾南町環境基本条例 平成17年4月1日
香川県 満濃町 満濃町環境基本条例 平成15年3月24日
香川県 多度津町 多度津町環境基本条例 平成13年4月1日
香川県 詫間町 詫間町環境基本条例 平成13年3月26日
愛媛県 松山市 松山市環境基本条例 平成15年3月24日
愛媛県 今治市 今治市環境基本条例 平成17年1月16日
愛媛県 新居浜市 新居浜市環境基本条例 平成14年10月1日
愛媛県 四国中央市 四国中央市環境基本条例 平成17年3月30日
愛媛県 久万高原町 美川村環境保全条例 昭和48年12月18日
愛媛県 久万高原町 久万高原町みどりのふるさと環境条例 平成16年8月1日
愛媛県 久万高原町 面河村生活環境保全に関する条例 昭和48年12月24日
愛媛県 内子町 内子町環境基本条例 平成8年3月21日
高知県 高知市 高知市環境基本条例 平成11年4月1日
高知県 室戸市 室戸市環境基本条例 平成8年3月29日
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高知県 南国市 南国市環境基本条例 平成12年3月30日
高知県 須崎市 須崎市カワウソと共生できるまちづくりのための環境基本条例 平成14年9月17日
高知県 中村市 中村市環境基本条例 平成15年4月1日
高知県 中村市 中村市四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成13年3月22日
高知県 夜須町 夜須町環境基本条例 平成12年6月21日
高知県 物部村 物部村環境保全条例 平成15年4月1日
高知県 土佐町 土佐町環境基本条例 平成15年4月12日
高知県 窪川町 窪川町四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年6月26日
高知県 梼原町 梼原町四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年3月25日
高知県 大野見村 大野見村四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年3月29日
高知県 津野町 津野町環境基本条例 平成17年2月1日
高知県 津野町 津野町四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成17年2月1日
高知県 大正町 大正町四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年6月21日
高知県 十和村 十和村四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年6月14日
高知県 西土佐村 西土佐村四万十川の保全及び振興に関する基本条例 平成14年3月25日
福岡県 大牟田市 大牟田市環境基本条例 平成14年3月29日
福岡県 久留米市 久留米市環境基本条例 平成11年3月31日
福岡県 飯塚市 飯塚市環境基本条例 平成14年3月14日
福岡県 八女市 八女市環境保護条例 平成8年12月24日
福岡県 行橋市 行橋市環境基本条例 平成15年4月1日
福岡県 小郡市 小郡市環境保全条例 平成5年3月22日
福岡県 筑紫野市 筑紫野市環境基本条例 平成10年6月26日
福岡県 春日市 春日市環境基本条例 平成11年7月1日
福岡県 大野城市 大野城市環境基本条例 平成11年12月21日
福岡県 宗像市 宗像市環境基本条例 平成11年6月30日
福岡県 太宰府市 太宰府市環境基本条例 平成13年3月30日
福岡県 前原市 前原市環境基本条例 平成5年7月1日
福岡県 古賀市 古賀市環境基本条例 平成16年10月5日
福岡県 福津市 福津市環境基本条例 平成17年1月24日
福岡県 那珂川町 那珂川町環境基本条例 平成16年9月22日
福岡県 宇美町 宇美町環境基本条例 平成15年3月28日
福岡県 岡垣町 岡垣町環境基本条例 平成14年4月1日
福岡県 宮田町 宮田町環境基本条例 平成13年12月28日
福岡県 筑前町 筑前町環境基本条例 平成17年3月22日
福岡県 二丈町 二丈町環境基本条例 平成16年6月14日
福岡県 志摩町 志摩町環境保全条例 平成5年6月29日
福岡県 立花町 立花町環境保全条例 平成12年3月15日
福岡県 広川町 広川町環境保全条例 平成7年6月20日
福岡県 香春町 香春町環境基本条例 平成15年3月31日
福岡県 犀川町 犀川町環境保全条例 平成5年10月1日
佐賀県 佐賀市 佐賀市環境基本条例 平成10年3月24日
佐賀県 唐津市 唐津市環境基本条例 平成17年1月1日
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市環境基本条例 平成14年9月30日
佐賀県 七山村 美しいななやまの風景を守り育てる条例 平成14年12月20日
佐賀県 嬉野町 嬉野町環境基本条例 平成11年7月1日
長崎県 長崎市 長崎市環境基本条例 平成11年9月27日
長崎県 佐世保市 佐世保市環境基本条例 平成17年3月28日
長崎県 大村市 大村市環境基本条例 平成14年3月26日
長崎県 国見町 国見町環境保全条例 平成4年3月16日
長崎県 大島村 大島村の環境を美しくする条例 平成6年9月26日
長崎県 宇久町 宇久町の環境を美しくする条例 平成6年6月1日
長崎県 田平町 田平町環境保全条例 平成13年10月1日
長崎県 福島町 福島町の環境を美しくする条例 平成6年3月14日
長崎県 新上五島町 新上五島町の環境を美しくする条例 平成16年8月1日
熊本県 熊本市 熊本市環境基本条例 昭和63年10月1日
熊本県 八代市 八代市環境基本条例 平成9年3月31日
熊本県 水俣市 水俣市環境基本条例 平成5年3月31日
熊本県 本渡市 本渡市環境基本条例 平成15年3月24日
熊本県 山鹿市 山鹿市環境基本条例 平成14年6月28日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

熊本県 菊池市 菊池市環境基本条例 平成16年6月28日
熊本県 宇土市 宇土市環境基本条例 平成14年4月1日
熊本県 菊水町 菊水町環境基本条例 平成14年12月18日
熊本県 大津町 大津町環境基本条例 平成14年6月26日
熊本県 南小国町 住みよい環境の里づくり条例 平成12年10月10日
熊本県 芦北町 芦北町環境基本条例 平成17年1月1日
熊本県 苓北町 苓北町環境基本条例 平成15年12月15日
熊本県 天草町 天草町の環境をよくする条例 平成6年3月23日
大分県 竹田市 竹田市環境保全条例 平成17年4月1日
宮崎県 宮崎市 宮崎市環境基本条例 平成12年3月28日
宮崎県 都城市 都城市環境基本条例 平成13年3月28日
宮崎県 延岡市 延岡市環境基本条例 平成11年3月29日
宮崎県 日南市 日南市環境基本条例 平成12年9月28日
宮崎県 小林市 小林市環境基本条例 平成12年3月29日
宮崎県 日向市 日向市環境基本条例 平成15年3月20日
宮崎県 西都市 西都市環境基本条例 平成14年3月27日
宮崎県 えびの市 えびの市環境基本条例 平成16年12月28日
宮崎県 清武町 清武町生活環境保全条例 平成5年4月1日
宮崎県 高原町 高原町環境保全条例 平成6年4月1日
宮崎県 須木村 須木村環境保全条例 平成6年6月30日
宮崎県 川南町 川南町の環境をまもる条例 平成6年3月30日
宮崎県 都農町 都農町の環境を守る条例 平成6年3月25日
宮崎県 門川町 門川町環境基本条例 平成16年3月22日
宮崎県 門川町 門川町生活環境保全条例 昭和56年9月26日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市環境基本条例 平成16年3月23日
鹿児島県 枕崎市 枕崎市民の環境を守る条例 平成13年3月27日
鹿児島県 阿久根市 阿久根市環境基本条例 平成13年3月29日
鹿児島県 名瀬市 名瀬市民の環境を守る条例 平成12年3月24日
鹿児島県 出水市 出水市環境基本条例 平成12年3月28日
鹿児島県 指宿市 指宿市環境保全条例 平成12年3月28日
鹿児島県 西之表市 西之表市環境基本条例 平成15年12月19日
鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市環境基本条例 平成16年10月12日
鹿児島県 横川町 横川町の環境を守る条例 平成12年3月10日
鹿児島県 上屋久町 上屋久町環境基本条例 平成7年3月29日
鹿児島県 屋久町 屋久町環境基本条例 平成7年3月27日
沖縄県 那覇市 那覇市環境基本条例 平成16年3月29日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   727

平成17年4月1日現在条例数   743
平成16年度に制定・改正された条例数    87



表１－(２)－ア 公害防止条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道公害防止条例 平成13年3月30日
青森県 青森県公害防止条例 平成13年3月26日
岩手県 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 平成14年12月16日
宮城県 宮城県公害防止条例 平成15年3月20日
秋田県 秋田県公害防止条例 平成16年12月24日
山形県 山形県生活環境の保全等に関する条例 平成16年12月20日
福島県 福島県生活環境の保全等に関する条例 平成16年12月24日
茨城県 茨城県生活環境の保全等に関する条例 平成17年3月24日
栃木県 栃木県生活環境の保全等に関する条例 平成16年10月14日
群馬県 群馬県の生活環境を保全する条例 平成16年12月24日
埼玉県 埼玉県生活環境保全条例 平成16年2月6日
千葉県 千葉県環境保全条例 平成15年3月7日
東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 平成17年3月31日

神奈川県 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 平成16年3月30日
新潟県 新潟県生活環境の保全等に関する条例 平成16年3月30日
富山県 富山県公害紛争処理条例 昭和49年12月19日
富山県 富山県公害防止条例 平成13年3月26日
福井県 福井県公害防止条例 平成13年4月1日
山梨県 山梨県公害防止条例（山梨県生活環境の保全に関する条例） 平成17年3月28日
長野県 公害の防止に関する条例 平成14年10月21日
岐阜県 岐阜県公害防止条例 平成12年3月24日
静岡県 静岡県生活環境の保全等に関する条例 平成15年3月20日
愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 平成15年3月25日
三重県 三重県生活環境の保全に関する条例 平成16年3月23日
滋賀県 滋賀県公害防止条例 平成13年10月12日
大阪府 大阪府生活環境の保全等に関する条例 平成17年3月29日
奈良県 奈良県生活環境保全条例 平成13年3月30日

和歌山県 和歌山県公害防止条例 平成13年7月6日
鳥取県 鳥取県公害防止条例 平成13年3月28日
島根県 島根県公害防止条例 平成9年10月17日
岡山県 岡山県児島湖環境保全条例 平成13年3月23日
山口県 山口県公害防止条例 平成7年12月25日
徳島県 徳島県生活環境保全条例 平成17年4月1日
香川県 香川県公害防止条例 平成13年3月27日
愛媛県 愛媛県公害防止条例 平成16年12月26日
高知県 高知県公害防止条例 平成11年12月27日
福岡県 福岡県公害紛争処理条例 平成12年3月29日
福岡県 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 平成14年12月27日
佐賀県 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 平成14年10月7日
長崎県 長崎県公害防止条例 平成13年3月23日
熊本県 熊本県生活環境の保全等に関する条例 平成17年3月24日
大分県 大分県生活環境の保全等に関する条例 平成13年7月6日
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 平成17年3月29日

鹿児島県 鹿児島県公害防止条例 平成13年3月27日
沖縄県 沖縄県公害防止条例 平成6年7月22日
札幌市 札幌市生活環境の確保に関する条例 平成14年3月6日
仙台市 仙台市公害防止条例 平成8年3月19日
千葉市 千葉市環境保全条例 平成13年3月19日
横浜市 横浜市生活環境の保全等に関する条例 平成16年12月24日
川崎市 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 平成16年3月24日

北九州市 北九州市公害防止条例 平成12年12月13日
注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

平成17年4月1日現在制定団体数   49
平成17年4月1日現在条例数   51

平成16年度に制定・改正された条例数   13



表１－(２)－イ 公害防止条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市公害防止条例 平成13年6月27日
北海道 小樽市 小樽市公害防止条例 平成13年3月26日
北海道 旭川市 旭川市公害防止条例 平成13年7月6日
北海道 釧路市 釧路市公害防止条例 平成10年12月18日
北海道 帯広市 帯広市公害防止条例 平成13年6月21日
北海道 北見市 北見市公害防止条例 平成10年3月5日
北海道 岩見沢市 岩見沢市公害防止条例 昭和49年4月1日
北海道 網走市 網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例 平成14年3月28日
北海道 苫小牧市 苫小牧市公害防止条例 平成11年7月28日
北海道 稚内市 稚内市公害防止条例 平成5年9月27日
北海道 江別市 江別市公害防止条例 平成11年12月24日
北海道 紋別市 紋別市公害防止条例 平成4年3月30日
北海道 名寄市 名寄市公害防止条例 平成4年3月12日
北海道 根室市 根室市公害防止条例 昭和47年12月18日
北海道 千歳市 千歳市公害防止条例 平成14年9月20日
北海道 登別市 登別市公害防止条例 平成12年3月30日
北海道 恵庭市 恵庭市公害防止条例 平成10年6月1日
北海道 伊達市 伊達市公害防止条例 平成10年3月26日
北海道 石狩市 石狩市公害防止条例 平成13年7月2日
北海道 福島町 福島町公害防止条例 昭和54年2月1日
北海道 上磯町 上磯町公害防止条例 昭和49年3月28日
北海道 大野町 大野町公害防止条例 平成2年9月26日
北海道 七飯町 七飯町公害防止条例 平成15年3月12日
北海道 長万部町 長万部町公害防止条例 昭和49年10月16日
北海道 余市町 余市町公害防止条例 昭和52年8月22日
北海道 栗沢町 栗沢町公害防止条例 平成4年3月27日
北海道 中富良野町 中富良野町生活環境保全条例 平成15年3月14日
北海道 下川町 下川町環境保全条例 昭和63年3月17日
北海道 斜里町 斜里町公害防止条例 昭和48年1月30日
北海道 留辺蘂町 留辺蘂町公害防止条例 昭和61年12月19日
北海道 豊浦町 豊浦町公害防止条例 昭和48年8月10日
北海道 虻田町 虻田町公害防止条例 昭和51年6月1日
北海道 平取町 平取町みどり豊かな環境保全条例 平成5年11月29日
北海道 音更町 音更町公害防止条例 昭和49年1月21日
北海道 芽室町 芽室町公害防止条例 平成17年3月24日
北海道 幕別町 幕別町公害防止条例 平成4年3月23日
北海道 池田町 池田町公害防止条例 平成15年2月26日
北海道 厚岸町 厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例 平成15年3月25日
北海道 別海町 別海町公害防止条例 昭和57年3月20日
北海道 標津町 標津町公害防止条例 昭和47年10月30日
青森県 青森市 青森市公害防止条例 平成17年4月1日
青森県 弘前市 弘前市生活環境をよくする条例 昭和60年3月25日
青森県 八戸市 八戸市公害防止条例 平成6年6月24日
青森県 五所川原市 五所川原市公害防止条例 平成17年3月28日
青森県 十和田市 十和田市生活環境保全条例 平成17年1月1日
青森県 むつ市 むつ市公害防止条例 昭和51年3月24日
青森県 藤崎町 藤崎町公害防止条例 平成17年3月28日
青森県 平賀町 平賀町環境保全条例 平成14年3月27日
岩手県 紫波町 紫波町環境保全条例 平成15年3月20日
岩手県 平泉町 平泉町民の環境をまもる条例 平成12年3月17日
宮城県 気仙沼市 気仙沼市公害防止条例 平成14年3月27日
宮城県 鹿島台町 鹿島台町公害防止条例 昭和50年3月27日
宮城県 本吉町 本吉町公害防止条例 昭和62年3月18日
秋田県 秋田市 秋田市公害防止条例 平成15年3月24日
秋田県 能代市 能代市環境保全条例 平成12年3月27日
秋田県 横手市 横手市環境保全条例 平成11年12月28日
秋田県 大館市 大館市環境保全条例 平成13年6月29日
秋田県 大館市 大館市公害防止条例 平成10年9月18日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

秋田県 湯沢市 湯沢市公害防止条例 平成17年3月22日
秋田県 鹿角市 鹿角市環境保全条例 平成12年3月21日
秋田県 比内町 比内町環境保全条例 平成14年3月29日
秋田県 田代町 田代町公害防止条例 平成12年3月21日
秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村環境保全条例 平成13年4月1日
秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村公害防止条例 平成13年4月1日
秋田県 井川町 井川町美しいまちづくり条例 平成4年12月18日
秋田県 仁賀保町 仁賀保町環境保全条例 平成11年6月14日
秋田県 象潟町 象潟町住みよい環境づくり条例 平成11年6月1日
秋田県 象潟町 象潟町公害防止条例 平成6年6月17日
秋田県 田沢湖町 田沢湖町環境保全基本条例 平成2年8月4日
秋田県 東成瀬村 東成瀬村環境保全条例 平成11年12月24日
山形県 鶴岡市 鶴岡市生活環境保全条例 昭和53年9月27日
山形県 八幡町 出羽富士の里やわたの景観を守り育てる条例 平成5年2月1日
福島県 福島市 福島市公害防止対策条例 平成8年6月28日
福島県 郡山市 郡山市公害防止条例 平成8年3月29日
福島県 いわき市 いわき市公害防止条例 平成9年3月31日
福島県 白河市 白河市公害対策条例 平成8年12月25日
福島県 須賀川市 須賀川市公害防止条例 平成11年12月22日
福島県 喜多方市 喜多方市公害防止条例 平成8年12月24日
福島県 相馬市 相馬市公害防止条例 平成9年3月24日
福島県 桑折町 桑折町公害対策条例 平成12年3月21日
福島県 伊達町 伊達町公害対策条例 平成15年3月24日
福島県 保原町 保原町公害対策条例 平成11年6月23日
福島県 霊山町 霊山町公害対策条例 昭和49年10月1日
福島県 月舘町 月舘町公害対策条例 昭和49年10月1日
福島県 安達町 安達町公害対策条例 昭和47年9月19日
福島県 大玉村 大玉村公害対策条例 平成10年3月26日
福島県 本宮町 本宮町公害対策条例 平成9年3月21日
福島県 岩代町 岩代町美しいまちづくり推進条例 平成11年12月6日
福島県 鏡石町 鏡石町公害対策条例 平成12年3月21日
福島県 只見町 只見町公害対策条例 平成7年3月30日
福島県 西会津町 西会津町公害対策条例 平成8年3月26日
福島県 猪苗代町 猪苗代町公害対策条例 平成6年3月28日
福島県 会津坂下町 会津坂下町公害対策条例 平成11年10月1日
福島県 昭和村 昭和村公害対策条例 昭和49年3月18日
福島県 東村 東村公害対策条例 昭和47年3月17日
福島県 泉崎村 泉崎村公害対策条例 平成6年6月21日
福島県 中島村 中島村公害対策条例 昭和63年4月1日
福島県 矢吹町 矢吹町公害防止条例 昭和47年10月11日
福島県 棚倉町 棚倉町公害防止条例 平成7年3月27日
福島県 矢祭町 矢祭町公害対策条例 昭和57年12月24日
福島県 鮫川村 鮫川村公害対策条例 平成14年3月20日
福島県 石川町 石川町公害防止条例 平成4年3月30日
福島県 玉川村 玉川村公害対策条例 平成8年3月6日
福島県 三春町 三春町環境条例 平成13年3月28日
福島県 広野町 広野町公害対策条例 昭和47年6月18日
福島県 楢葉町 楢葉町産業公害等防止条例 平成13年6月28日
福島県 富岡町 富岡町公害防止条例 平成10年3月18日
福島県 川内村 川内村公害対策条例 昭和50年6月25日
福島県 大熊町 大熊町公害対策条例 昭和49年3月22日
福島県 双葉町 双葉町公害対策条例 平成12年3月17日
福島県 葛尾村 葛尾村公害対策条例 昭和47年6月23日
福島県 新地町 新地町公害対策条例 昭和46年3月18日
福島県 鹿島町 鹿島町公害対策条例 昭和57年3月25日
福島県 小高町 小高町公害防止条例 平成14年12月24日
福島県 飯舘村 飯舘村公害対策条例 昭和48年12月22日
茨城県 水戸市 水戸市公害防止条例 平成4年9月22日
茨城県 日立市 日立市公害防止条例 平成11年12月22日
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茨城県 土浦市 土浦市公害防止条例 平成11年3月29日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市公害防止条例 平成13年3月21日
茨城県 下妻市 下妻市公害防止条例 平成6年6月30日
茨城県 水海道市 水海道市公害防止条例 平成15年6月19日
茨城県 高萩市 高萩市公害防止条例 平成7年3月23日
茨城県 北茨城市 北茨城市公害防止条例 平成6年6月29日
茨城県 取手市 取手市公害防止条例 平成17年3月25日
茨城県 牛久市 牛久市公害防止条例 平成15年3月26日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市公害防止条例 平成13年9月21日
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市公害防止条例 平成7年9月1日
茨城県 守谷市 守谷市公害防止条例 平成6年8月1日
茨城県 筑西市 筑西市公害防止条例 平成17年3月28日
茨城県 坂東市 坂東市公害防止条例 平成17年3月22日
茨城県 稲敷市 稲敷市公害防止条例 平成17年3月22日
茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市公害防止条例 平成17年3月28日
茨城県 美野里町 美野里町公害防止条例 昭和57年12月24日
茨城県 友部町 友部町公害防止条例 昭和49年6月1日
茨城県 大子町 大子町公害防止条例 昭和49年3月31日
茨城県 旭村 旭村環境保全条例 昭和54年12月25日
茨城県 神栖町 神栖町公害防止条例 昭和47年2月6日
茨城県 河内町 河内町公害防止に関する条例 昭和52年4月1日
茨城県 八郷町 八郷町公害防止条例 平成14年6月21日
茨城県 大和村 大和村公害防止条例 平成12年3月17日
茨城県 境町 境町公害防止条例 平成6年6月21日
茨城県 利根町 利根町公害防止条例 平成1年9月7日
群馬県 高崎市 高崎市公害防止条例 平成16年3月29日
群馬県 安中市 安中市環境保全上の支障を防止する条例 平成15年3月20日
群馬県 群馬町 群馬町環境保全条例 昭和50年1月1日
群馬県 吉岡町 吉岡町の良好な環境の保全と創造に関する条例 平成10年12月17日
群馬県 玉村町 玉村町環境保全条例 平成4年12月14日
群馬県 邑楽町 邑楽町環境保全条例 平成6年12月15日
埼玉県 秩父市 秩父市環境保全条例 平成17年4月1日
埼玉県 飯能市 飯能市環境保全条例 平成16年12月24日
埼玉県 加須市 加須市環境保全条例 平成14年12月16日
埼玉県 草加市 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 平成16年9月17日
埼玉県 志木市 志木市公害防止条例 平成14年1月16日
埼玉県 八潮市 八潮市公害防止条例 平成14年3月27日
埼玉県 三郷市 三郷市公害防止条例 平成13年6月15日
埼玉県 蓮田市 蓮田市環境保全条例 平成14年9月30日
埼玉県 坂戸市 坂戸市環境保全条例 平成14年10月1日
埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市の環境を保全する条例 平成13年12月21日
埼玉県 日高市 日高市環境保全条例 平成14年6月19日
埼玉県 吉川市 吉川市環境保全条例 平成15年4月1日
埼玉県 毛呂山町 毛呂山町環境保全条例 平成14年12月10日
埼玉県 越生町 越生町環境保全条例 平成16年6月10日
埼玉県 滑川町 滑川町公災害防止条例 昭和44年9月30日
埼玉県 小川町 小川町環境保全条例 平成16年12月17日
埼玉県 玉川村 玉川村環境保全条例 平成15年3月10日
埼玉県 川島町 川島町公害防止条例 昭和48年6月12日
埼玉県 鳩山町 鳩山町環境保全条例 平成16年4月1日
埼玉県 児玉町 児玉町環境保全条例 平成14年1月1日
埼玉県 川本町 川本町環境保全条例 平成6年12月16日
埼玉県 白岡町 白岡町公害防止条例 平成3年9月20日
埼玉県 栗橋町 栗橋町環境保全条例 平成10年3月27日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町公害防止条例 平成11年6月16日
埼玉県 松伏町 松伏町環境保全条例 平成14年4月1日
千葉県 銚子市 銚子市環境保全条例 平成13年9月27日
千葉県 市川市 市川市環境保全条例 平成16年6月23日
千葉県 船橋市 船橋市環境保全条例 平成14年12月27日
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千葉県 館山市 館山市公害防止条例 平成13年3月30日
千葉県 木更津市 木更津市環境保全条例 平成13年9月27日
千葉県 松戸市 松戸市公害防止条例 平成13年9月28日
千葉県 野田市 野田市環境保全条例 平成15年5月27日
千葉県 佐原市 佐原市環境保全条例 平成13年9月27日
千葉県 成田市 成田市公害防止条例 平成13年6月29日
千葉県 佐倉市 佐倉市環境保全条例 平成13年10月1日
千葉県 東金市 東金市環境保全条例 平成13年3月7日
千葉県 八日市場市 八日市場市環境保全条例 平成9年3月25日
千葉県 旭市 旭市環境保全条例 平成8年7月1日
千葉県 習志野市 習志野市環境保全条例 平成16年10月1日
千葉県 柏市 柏市環境保全条例 平成17年3月22日
千葉県 勝浦市 勝浦市環境保全条例 平成12年4月1日
千葉県 市原市 市原市生活環境保全条例 平成13年9月27日
千葉県 流山市 流山市公害防止条例 平成13年7月2日
千葉県 八千代市 八千代市公害防止条例 平成10年11月24日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市公害防止条例 平成13年6月29日
千葉県 富津市 富津市公害防止条例 平成14年3月28日
千葉県 浦安市 浦安市公害防止条例 昭和47年3月24日
千葉県 四街道市 四街道市公害防止条例 平成9年3月31日
千葉県 八街市 八街市環境保全条例 平成13年4月1日
千葉県 印西市 印西市環境保全条例 平成13年6月15日
千葉県 白井市 白井市公害防止条例 平成13年6月18日
千葉県 富里市 富里市公害防止条例 平成8年3月26日
千葉県 酒々井町 酒々井町公害防止条例 昭和53年10月14日
千葉県 印旛村 印旛村公害防止条例 平成8年9月25日
千葉県 本埜村 本埜村公害防止条例 平成6年6月16日
千葉県 栄町 栄町環境保全条例 平成13年9月28日
千葉県 下総町 下総町公害防止条例 平成8年12月18日
千葉県 神崎町 神崎町公害防止条例 平成8年12月18日
千葉県 小見川町 小見川町公害防止条例 昭和53年9月21日
千葉県 山田町 山田町環境保全条例 平成9年10月1日
千葉県 栗源町 栗源町公害防止条例 平成9年10月1日
千葉県 多古町 多古町公害防止条例 平成9年3月24日
千葉県 干潟町 干潟町公害防止条例 平成7年9月14日
千葉県 東庄町 東庄町公害防止条例 平成9年3月10日
千葉県 海上町 海上町環境保全条例 平成14年7月1日
千葉県 飯岡町 飯岡町公害防止条例 平成9年3月6日
千葉県 光町 光町公害防止条例 平成8年6月20日
千葉県 野栄町 野栄町公害防止条例 平成8年9月27日
千葉県 大網白里町 大網白里町環境保全条例 平成16年6月15日
千葉県 九十九里町 九十九里町公害防止条例 平成7年12月15日
千葉県 成東町 成東町公害防止条例 平成8年9月30日
千葉県 山武町 山武町公害防止条例 昭和53年9月30日
千葉県 横芝町 横芝町公害防止条例 昭和60年9月25日
千葉県 芝山町 芝山町公害防止条例 平成11年3月23日
千葉県 一宮町 一宮町公害防止条例 平成3年3月14日
千葉県 白子町 白子町公害防止条例 昭和53年12月20日
千葉県 長南町 長南町公害防止条例 平成14年4月1日
千葉県 大多喜町 大多喜町環境保全条例 平成13年6月19日
千葉県 夷隅町 夷隅町公害防止条例 平成14年3月7日
千葉県 御宿町 御宿町環境保全条例 昭和48年6月27日
千葉県 大原町 大原町環境保全条例 平成13年3月5日
千葉県 岬町 岬町公害防止条例 平成10年3月11日
千葉県 富浦町 富浦町公害防止条例 平成9年3月14日
千葉県 富山町 富山町公害防止条例 昭和60年3月16日
千葉県 鋸南町 鋸南町公害防止条例 平成9年6月23日
千葉県 三芳村 三芳村公害防止条例 平成9年3月5日
千葉県 白浜町 白浜町公害防止条例 平成8年3月18日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

千葉県 千倉町 千倉町公害防止条例 平成9年3月19日
千葉県 丸山町 丸山町公害防止条例 平成9年3月7日
千葉県 和田町 和田町公害防止条例 平成9年3月14日
東京都 武蔵野市 武蔵野市公害防止に関する条例 平成11年3月19日
東京都 三鷹市 三鷹市公害防止条例 平成12年3月30日
東京都 昭島市 昭島市環境保全条例 昭和51年9月20日
東京都 日野市 日野市環境保全に関する条例 昭和62年3月31日
東京都 国分寺市 国分寺市公害防止条例 昭和46年10月20日
東京都 瑞穂町 瑞穂町環境保全条例 昭和53年12月14日
東京都 三宅村 三宅村環境保全条例 昭和48年4月1日
東京都 青ヶ島村 環境公害規制に関する条例 平成12年12月14日

神奈川県 相模原市 相模原市環境保全に関する条例 昭和47年9月27日
神奈川県 城山町 城山町環境保全に関する条例 平成16年3月31日
新潟県 新潟市 新潟市生活環境の保全等に関する条例 平成9年12月24日
新潟県 柏崎市 柏崎市公害防止条例 平成8年3月22日
新潟県 新発田市 新発田市公害防止条例 昭和48年10月1日
新潟県 小千谷市 小千谷市公害防止条例 平成15年3月17日
新潟県 村上市 村上市公害防止条例 昭和51年6月28日
新潟県 糸魚川市 糸魚川市公害防止条例 平成17年3月19日
新潟県 妙高市 妙高市公害防止条例 平成12年3月24日
新潟県 五泉市 五泉市公害防止条例 昭和48年3月30日
新潟県 上越市 上越市生活環境の保全等に関する条例 平成10年6月23日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市畜産公害予防条例 平成16年11月1日
新潟県 加治川村 加治川村公害防止条例 昭和49年3月26日
新潟県 紫雲寺町 紫雲寺町公害防止条例 平成1年3月20日
新潟県 中条町 中条町公害防止条例 昭和47年3月16日
新潟県 黒川村 黒川村公害防止条例 平成2年9月28日
新潟県 刈羽村 刈羽村公害防止条例 昭和55年7月1日
新潟県 西山町 西山町公害防止条例 昭和53年6月24日
新潟県 関川村 関川村公害防止条例 昭和61年3月24日
新潟県 神林村 神林村公害防止条例 昭和50年12月2日
新潟県 朝日村 朝日村公害防止条例 昭和51年11月20日
富山県 富山市 富山市公害防止条例 平成17年4月1日
富山県 高岡市 高岡市公害防止条例 昭和59年6月29日
富山県 新湊市 新湊市公害防止条例 平成9年3月24日
富山県 魚津市 魚津市公害防止条例 平成8年3月15日
富山県 滑川市 滑川市公害防止条例 平成12年3月22日
富山県 黒部市 黒部市公害防止条例 平成14年3月20日
富山県 砺波市 砺波市公害防止条例 平成16年11月1日
富山県 小矢部市 小矢部市公害防止条例 昭和47年12月27日
富山県 立山町 立山町公害防止条例 昭和48年3月28日
富山県 入善町 入善町公害防止条例 平成10年3月27日
富山県 小杉町 小杉町公害防止条例 昭和48年3月28日
富山県 大門町 大門町公害防止条例 平成5年3月31日
富山県 大島町 大島町公害防止条例 平成13年3月30日
富山県 福岡町 福岡町公害防止条例 昭和46年12月21日
石川県 七尾市 七尾市公害防止条例 平成16年10月1日
石川県 小松市 小松市公害防止条例 平成13年4月1日
石川県 輪島市 輪島市公害防止条例 平成6年12月26日
石川県 珠洲市 珠洲市公害防止条例 昭和47年3月22日
石川県 加賀市 加賀市生活環境保全条例 平成16年6月25日
石川県 羽咋市 羽咋市公害防止条例 平成13年10月5日
石川県 能美市 能美市公害防止条例 平成17年2月1日
石川県 山中町 山中町環境保全条例 平成15年9月25日
石川県 野々市町 野々市町公害防止条例 昭和46年10月1日
石川県 津幡町 津幡町公害防止条例 平成16年4月1日
石川県 内灘町 内灘町公害防止条例 平成16年3月31日
石川県 志賀町 志賀町公害防止条例 平成16年3月16日
石川県 宝達志水町 宝達志水町公害防止条例 平成17年3月1日
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石川県 穴水町 穴水町公害防止条例 平成12年3月17日
石川県 能登町 能登町公害防止条例 平成17年3月1日
福井県 福井市 福井市公害防止条例 平成13年6月27日
福井県 敦賀市 敦賀市環境保全条例 平成12年3月27日
福井県 大野市 大野市環境保全条例 平成13年3月28日
福井県 勝山市 勝山市公害防止条例 平成16年3月23日
福井県 鯖江市 鯖江市公害防止条例 平成13年12月25日
福井県 美山町 美山町環境保全条例 平成8年9月17日
福井県 三国町 三国町環境保全条例 平成14年3月5日
福井県 春江町 春江町環境保全条例 昭和48年7月10日
福井県 越前町 朝日町環境条例（合併に伴う暫定施行） 平成15年1月1日
福井県 清水町 清水町環境保全条例 平成14年10月1日
福井県 名田庄村 名田庄村環境保全条例 平成15年7月1日
福井県 高浜町 高浜町環境保全条例 昭和53年6月19日
福井県 大飯町 大飯町環境保全条例 昭和48年12月26日
福井県 若狭町 若狭町環境保全条例 平成17年3月31日
山梨県 甲府市 甲府市公害防止条例 昭和46年7月12日
山梨県 塩山市 塩山市公害防止条例 平成12年3月27日
山梨県 山梨市 山梨市公害防止条例 平成17年3月22日
山梨県 韮崎市 韮崎市公害防止条例 平成14年9月25日
山梨県 北杜市 北杜市公害防止条例 平成16年11月1日
山梨県 身延町 身延町公害防止条例 平成16年9月13日
山梨県 田富町 田富町公害の防止に関する条例 昭和42年12月21日
長野県 長野市 長野市公害防止条例 平成16年6月30日
長野県 松本市 松本市公害防止条例 平成10年3月13日
長野県 上田市 上田市公害防止条例 平成13年3月27日
長野県 岡谷市 岡谷市公害防止条例 平成6年6月30日
長野県 飯田市 飯田市環境保全条例 平成15年3月28日
長野県 須坂市 須坂市公害防止条例 平成8年3月27日
長野県 中野市 中野市環境保全及び公害防止に関する条例 平成17年4月1日
長野県 飯山市 飯山市公害の防止等に関する条例 平成13年3月23日
長野県 茅野市 茅野市公害防止条例 平成11年3月30日
長野県 塩尻市 塩尻市公害防止条例 平成13年4月1日
長野県 佐久市 佐久市公害防止条例 平成17年4月1日
長野県 千曲市 千曲市生活環境保全条例 平成15年9月1日
長野県 千曲市 戸倉町公害防止条例 平成15年8月31日
長野県 東御市 東御市環境を良くする条例 平成16年4月1日
長野県 東御市 北御牧村公害防止条例 平成16年3月31日
長野県 北相木村 北相木村環境保全条例 平成16年1月1日
長野県 丸子町 丸子町公害防止条例 平成12年3月17日
長野県 真田町 真田町環境保全に関する条例 平成1年3月24日
長野県 武石村 武石村公害防止条例 平成13年6月22日
長野県 青木村 青木村環境保全に関する条例 平成9年3月17日
長野県 下諏訪町 下諏訪町環境保全に関する条例 平成13年12月21日
長野県 富士見町 富士見町環境保全条例 平成13年12月20日
長野県 原村 原村環境保全条例 平成12年9月25日
長野県 辰野町 辰野町公害防止条例 平成10年3月24日
長野県 箕輪町 箕輪町公害防止条例 平成12年3月24日
長野県 南箕輪村 南箕輪村公害防止条例 昭和53年5月1日
長野県 宮田村 宮田村環境保全条例 平成13年3月16日
長野県 売木村 売木村開発基本条例 平成12年3月28日
長野県 喬木村 公害防止条例 昭和50年10月13日
長野県 開田村 開田村公害防止条例 昭和62年12月24日
長野県 山形村 公害防止条例 平成14年12月19日
長野県 豊科町 豊科町公害防止条例 平成7年4月1日
長野県 穂高町 穂高町環境保全に関する条例 平成8年3月25日
長野県 三郷村 三郷村公害の防止に関する条例 平成15年3月14日
長野県 堀金村 堀金村環境保全に関する条例 平成16年3月23日
長野県 松川村 松川村環境保全に関する条例 平成11年3月31日
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長野県 八坂村 八坂村環境保全に関する条例 平成10年3月26日
長野県 坂城町 坂城町生活環境保全条例 平成13年3月23日
長野県 小布施町 小布施町公害防止条例 昭和48年12月25日
長野県 高山村 高山村公害防止条例 平成9年3月27日
長野県 山ノ内町 山ノ内町公害の防止に関する条例 昭和51年3月25日
長野県 木島平村 木島平村環境保全に関する条例 平成12年3月17日
長野県 信濃町 信濃町公害防止条例 平成16年3月22日
岐阜県 中津川市 中津川市環境保全条例 平成14年6月28日
岐阜県 美濃市 美濃市環境保全に関する条例 平成13年9月19日
岐阜県 郡上市 郡上市公害防止条例 平成16年3月1日
岐阜県 垂井町 垂井町生活環境の保全に関する条例 昭和52年3月24日
静岡県 沼津市 沼津市環境保全基本条例 昭和48年10月13日
愛知県 豊橋市 豊橋市公害防止条例 平成9年3月31日
愛知県 岡崎市 岡崎市公害防止条例 平成11年12月21日
愛知県 半田市 半田市公害防止条例 平成6年3月29日
愛知県 豊田市 豊田市公害防止条例 平成16年3月31日
愛知県 田原市 田原市公害防止条例 平成15年8月20日
愛知県 武豊町 武豊町環境保全条例 昭和53年3月28日
三重県 鳥羽市 鳥羽市民の環境と自然を守る条例 昭和60年9月30日
三重県 久居市 久居市環境保全条例 平成12年3月7日
三重県 いなべ市 いなべ市環境保全条例 平成15年12月1日
三重県 志摩市 志摩市の自然と環境の保全に関する条例 平成16年10月1日
三重県 河芸町 河芸町環境保全条例 平成9年3月31日
三重県 安濃町 安濃町環境保全条例 平成10年9月29日
三重県 香良洲町 香良洲町環境保全条例 平成9年6月23日
三重県 一志町 一志町環境保全条例 平成9年6月27日
三重県 白山町 白山町環境保全条例 平成12年3月30日
三重県 美杉村 美杉村環境保全条例 平成14年4月1日
三重県 多気町 多気町環境保全条例 平成14年12月13日
三重県 玉城町 玉城町環境保全条例 平成1年9月29日
三重県 南勢町 南勢町環境保全条例 平成13年3月23日
滋賀県 大津市 大津市生活環境の保全と増進に関する条例 平成13年9月26日
滋賀県 草津市 草津市の良好な環境保全条例 平成14年3月25日
滋賀県 守山市 守山市の生活環境を保全する条例 平成13年4月1日
滋賀県 栗東市 栗東市生活環境保全に関する条例 平成16年4月1日
滋賀県 野洲市 野洲市の生活環境を守り育てる条例 平成16年10月1日
滋賀県 湖南市 湖南市公害防止条例 平成16年10月1日
滋賀県 高島市 安曇川町住みよい環境の保護に関する条例 平成5年10月8日
滋賀県 高島市 マキノ町美しく住みよいまちづくり条例 平成1年3月31日
滋賀県 高島市 安曇川町公害防止条例 昭和50年6月27日
滋賀県 東近江市 八日市市民の環境を守る条例 平成10年12月24日
滋賀県 安土町 安土町公害防止条例 昭和49年3月26日
滋賀県 愛知川町 愛知川町生活環境保全に関する条例 平成2年6月26日
滋賀県 近江町 近江町公害防止条例 昭和49年12月25日
滋賀県 浅井町 浅井町公害防止条例 昭和49年9月20日
滋賀県 湖北町 湖北町公害防止条例 昭和49年6月19日
滋賀県 びわ町 びわ町生活環境保全に関する条例 平成2年7月4日
滋賀県 高月町 高月町公害防止条例 昭和49年2月18日
滋賀県 西浅井町 西浅井町公害防止条例 平成8年10月1日
京都府 美山町 美山町美しい町づくり条例 平成8年3月29日
大阪府 岸和田市 岸和田市環境保全条例 平成15年6月20日
大阪府 豊中市 豊中市環境の保全等の推進に関する条例 平成17年3月31日
大阪府 吹田市 吹田市環境の保全等に関する条例 平成9年10月13日
大阪府 泉大津市 泉大津市環境保全条例 平成12年3月1日
大阪府 高槻市 高槻市の公害防止と環境保全に関する条例 平成13年3月28日
大阪府 貝塚市 貝塚市環境保全条例 平成11年12月21日
大阪府 枚方市 枚方市公害防止条例 平成14年9月30日
大阪府 八尾市 八尾市公害防止条例 平成8年3月29日
大阪府 大東市 大東市環境保全条例 平成10年12月22日
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大阪府 和泉市 和泉市生活環境の保全等に関する条例 平成12年4月1日
大阪府 摂津市 摂津市環境の保全と創造に関する条例 平成11年6月29日
大阪府 東大阪市 東大阪市生活環境保全等に関する条例 平成13年7月30日
大阪府 泉南市 泉南市の公害防止と環境保全に関する条例 平成12年7月10日
大阪府 四條畷市 四條畷市公害防止に関する条例 平成7年3月20日
大阪府 阪南市 阪南市環境保全条例 平成17年3月31日
大阪府 豊能町 豊能町環境保全条例 平成11年7月1日
大阪府 能勢町 ダイオキシンを少なくし、能勢の美しい自然を守るための条例 平成10年9月7日
大阪府 忠岡町 忠岡町環境保全条例 昭和51年8月11日
兵庫県 姫路市 姫路市公害防止条例 平成13年4月1日
兵庫県 洲本市 洲本市環境保全条例 平成14年3月29日
兵庫県 伊丹市 伊丹市環境保全条例 平成16年3月26日
兵庫県 相生市 相生市民の住みよい環境をまもる条例 昭和49年9月24日
兵庫県 赤穂市 赤穂市生活環境の保全に関する条例 平成13年3月16日
兵庫県 三木市 三木市環境保全条例 昭和50年10月2日
兵庫県 高砂市 高砂市環境保全条例 平成11年3月31日
兵庫県 川西市 川西市環境保全条例 平成12年12月25日
兵庫県 小野市 小野市民の良好な環境を保全する条例 平成13年9月28日
兵庫県 三田市 三田市民の環境を守る条例 昭和50年10月11日
兵庫県 加西市 加西市民の美しい環境をまもる条例 平成17年4月1日
兵庫県 丹波市 丹波市工場等設置規制条例 平成16年11月1日
兵庫県 猪名川町 猪名川町公害防止条例 昭和48年3月20日
兵庫県 中町 中町美しいまちづくり条例 平成14年10月8日
兵庫県 稲美町 稲美町環境保全条例 平成3年9月9日
兵庫県 播磨町 播磨町環境保全条例 昭和59年3月6日
兵庫県 夢前町 夢前町公害防止条例 昭和46年8月28日
兵庫県 神崎町 神崎町環境保全に関する条例 昭和60年10月5日
兵庫県 神崎町 神崎町公害防止条例 昭和47年7月1日
兵庫県 香寺町 香寺町公害防止条例 昭和48年3月29日
兵庫県 上郡町 上郡町環境保全条例 昭和49年3月20日
兵庫県 佐用町 佐用町良好な環境の保護に関する条例 平成14年7月3日
兵庫県 上月町 上月町公害防止条例 平成11年12月22日
兵庫県 南光町 南光町公害防止条例 昭和47年3月31日
奈良県 斑鳩町 斑鳩町環境保全条例 平成7年12月22日
奈良県 上牧町 上牧町公害防止条例 平成9年7月3日
奈良県 広陵町 広陵町環境保全条例 平成13年4月1日
奈良県 十津川村 十津川村環境保全条例 平成9年4月1日
奈良県 下北山村 下北山村生活環境美化・保全条例 平成10年7月1日
奈良県 東吉野村 東吉野村環境保全条例 平成3年6月18日

和歌山県 橋本市 橋本市環境保全条例 平成13年3月31日
和歌山県 粉河町 粉河町公害防止条例 昭和40年11月2日
和歌山県 岩出町 岩出町の環境をまもる条例 平成12年12月27日
和歌山県 中津村 中津村公害防止条例 平成3年12月25日
和歌山県 美山村 美山村公害防止条例 平成16年10月7日
和歌山県 中辺路町 中辺路町環境保全条例 平成12年3月28日
和歌山県 大塔村 大塔村環境保全条例 平成13年4月1日
和歌山県 串本町 串本町公害防止条例 昭和47年12月28日
鳥取県 米子市 米子市環境保全条例 平成17年3月31日
鳥取県 倉吉市 倉吉市公害防止条例 平成16年3月23日
鳥取県 境港市 境港市公害防止条例 平成4年3月19日
鳥取県 三朝町 三朝町環境保全条例 平成6年9月30日
鳥取県 大栄町 大栄町環境保全条例 平成6年9月27日
鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町環境保全条例 平成16年10月1日
鳥取県 琴浦町 琴浦町環境保全条例 平成16年9月1日
鳥取県 大山町 大山町環境保全条例 平成17年3月28日
鳥取県 南部町 南部町環境保全条例 平成16年10月1日
島根県 松江市 松江市の生活環境の保全に関する条例 平成17年3月31日
島根県 浜田市 浜田市生活環境の保全に関する条例 平成11年3月30日
島根県 出雲市 出雲市環境保全条例 平成17年3月22日
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島根県 江津市 江津市生活環境の保全に関する条例 平成12年4月1日
島根県 斐川町 斐川町生活環境保全条例 平成10年6月19日
島根県 津和野町 津和野町環境保全条例 平成9年3月31日
岡山県 津山市 津山市環境保全条例 昭和49年6月17日
岡山県 笠岡市 笠岡市公害防止条例 平成12年3月21日
岡山県 井原市 井原市公害防止条例 平成17年4月1日
岡山県 総社市 総社市公害防止条例 平成17年3月22日
岡山県 新見市 新見市公害防止条例 昭和51年12月23日
岡山県 備前市 備前市環境保全条例 平成17年3月22日
岡山県 真庭市 真庭市公害防止条例 平成17年3月31日
岡山県 和気町 和気町公害防止条例 昭和59年3月21日
岡山県 奈義町 環境保全及び公害防止に関する条例 平成3年12月19日
岡山県 美咲町 美咲町環境保全条例 平成17年3月22日
広島県 大野町 大野町公害防止条例 平成8年3月25日
広島県 北広島町 北広島町環境保全に関する条例 平成17年2月1日
山口県 下関市 下関市環境保全条例 昭和50年3月25日
山口県 宇部市 宇部市環境保全条例 平成17年3月29日
山口県 防府市 防府市環境保全条例 昭和50年10月11日
山口県 光市 光市の環境をよくする条例 平成8年3月8日
山口県 美祢市 美祢市環境保全条例 昭和51年4月1日
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市環境保全条例 平成17年3月22日
山口県 本郷村 本郷村ほたるの里環境保全条例 平成11年9月10日
山口県 田布施町 美しいまちづくり条例 平成13年12月26日
徳島県 徳島市 徳島市公害防止条例 昭和47年6月27日
徳島県 鳴門市 鳴門市公害防止条例 平成13年3月27日
徳島県 小松島市 小松島市公害防止条例 昭和47年10月2日
徳島県 阿南市 阿南市公害防止条例 平成6年9月30日
徳島県 阿波市 阿波市公害防止条例 平成17年4月1日
徳島県 由岐町 由岐町公害防止条例 昭和47年3月24日
徳島県 牟岐町 牟岐町公害防止条例 昭和45年7月7日
徳島県 海南町 海南町公害防止条例 昭和58年9月29日
徳島県 海部町 海部町公害防止条例 昭和50年12月25日
徳島県 松茂町 松茂町公害防止条例 昭和51年3月19日
徳島県 北島町 北島町公害防止条例 平成4年12月21日
徳島県 板野町 板野町公害防止に関する条例 昭和55年3月26日
徳島県 池田町 池田町公害防止条例 昭和47年10月2日
香川県 高松市 高松市公害防止条例 平成8年3月27日
香川県 丸亀市 丸亀市公害防止条例 平成7年3月30日
香川県 坂出市 坂出市公害防止条例 平成8年6月26日
香川県 善通寺市 善通寺市公害防止条例 平成7年3月30日
香川県 観音寺市 観音寺市公害防止条例 平成8年10月1日
香川県 東かがわ市 東かがわ市公害防止条例に係る暫定措置に関する条例 平成15年4月1日
香川県 宇多津町 宇多津町公害防止条例 昭和49年12月27日
香川県 満濃町 満濃町公害防止条例 昭和47年9月21日
香川県 多度津町 多度津町公害防止条例 平成13年4月1日
香川県 山本町 山本町環境保全条例 平成9年4月1日
香川県 三野町 三野町環境保全条例 平成9年4月1日
香川県 詫間町 詫間町環境保全条例 平成6年6月17日
香川県 仁尾町 仁尾町公害防止条例 平成6年8月1日
香川県 財田町 財田町環境保全条例 平成10年6月1日
愛媛県 四国中央市 四国中央市公害防止条例 平成16年4月1日
高知県 高知市 高知市公害防止条例 平成13年7月1日
高知県 南国市 南国市からダイオキシン類を少なくし、きれいな環境を守る条例 平成11年3月24日
高知県 赤岡町 赤岡町の環境をよくする条例 平成13年3月20日
高知県 夜須町 夜須町土地環境保全条例 平成16年3月29日
高知県 梼原町 梼原町鎮守衆づくり条例 平成7年3月9日
福岡県 古賀市 古賀市公害防止等生活環境の保全に関する条例 平成17年3月29日
福岡県 福津市 福津市環境創造条例 平成17年1月24日
福岡県 鞍手町 鞍手町公害防止条例 平成6年9月30日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

福岡県 宮田町 宮田町公害防止条例 平成10年3月31日
福岡県 若宮町 若宮町公害防止条例 昭和62年12月24日
福岡県 桂川町 桂川町公害防止条例 昭和50年10月9日
福岡県 碓井町 碓井町公害防止条例 平成3年10月15日
福岡県 嘉穂町 嘉穂町公害防止条例 昭和62年3月24日
福岡県 穂波町 穂波町公害防止条例 昭和48年7月12日
福岡県 黒木町 黒木町環境保全条例 平成7年9月22日
福岡県 上陽町 上陽町環境保全条例 平成4年6月8日
福岡県 上陽町 上陽町の環境をよくする条例 平成4年9月24日
福岡県 矢部村 矢部村環境保全条例 平成14年6月14日
福岡県 星野村 星野村環境保護条例 平成14年3月22日
福岡県 犀川町 犀川町公害防止条例 平成6年8月1日
佐賀県 伊万里市 伊万里市環境保全条例 平成13年3月28日
佐賀県 鹿島市 鹿島市の環境を美しく守る条例 平成6年10月1日
長崎県 長崎市 長崎市環境保全条例 平成13年6月29日
長崎県 佐世保市 佐世保市環境保全条例 平成17年3月28日
長崎県 島原市 島原市公害防止条例 昭和47年9月21日
長崎県 諫早市 諫早市環境保全条例 平成17年3月1日
長崎県 大村市 大村市環境保全条例 平成13年3月27日
長崎県 平戸市 平戸市公害防止条例 平成13年5月14日
長崎県 松浦市 松浦市環境保全条例 平成15年3月24日
長崎県 西海市 西海市公害防止条例 平成17年4月1日
長崎県 長与町 長与町公害防止条例 平成12年3月22日
長崎県 琴海町 琴海町公害対策条例 平成14年9月30日
長崎県 川棚町 川棚町環境保全条例 昭和53年10月3日
長崎県 有明町 有明町公害防止条例 平成6年3月25日
長崎県 瑞穂町 環境保全条例 平成5年12月21日
長崎県 口之津町 口之津町公害防止条例 平成12年3月13日
長崎県 佐々町 佐々町公害防止条例 平成6年9月29日
熊本県 熊本市 熊本市公害防止条例 昭和48年10月16日
熊本県 八代市 八代市公害防止条例 平成9年6月30日
熊本県 水俣市 水俣市公害防止条例 平成5年3月31日
熊本県 菊池市 菊池市美しいまちづくり条例 平成17年3月22日
熊本県 相良村 相良村美しい村づくりに関する条例 平成12年10月1日
大分県 別府市 別府市環境保全条例 平成14年7月5日
大分県 日田市 日田市環境保全条例 平成15年3月25日
大分県 竹田市 竹田市公害対策条例 平成17年4月1日
大分県 国見町 国見町美しいまちづくり条例 平成5年3月23日
大分県 日出町 日出町環境保全条例 平成2年3月15日
大分県 山香町 山香町環境保全条例 昭和62年12月22日
大分県 挾間町 挾間町環境保全条例 平成11年9月27日
大分県 庄内町 庄内町環境保全条例 平成12年10月1日
大分県 湯布院町 湯布院町潤いのある町づくり条例 平成11年9月24日
大分県 九重町 九重町生活環境条例 平成13年12月25日
大分県 九重町 九重町生活環境保全及び開発に関する条例 昭和63年6月28日
大分県 玖珠町 玖珠町環境保全条例 平成3年9月25日
宮崎県 宮崎市 宮崎市公害防止条例 平成13年6月29日
宮崎県 都城市 都城市環境保全条例 平成13年3月29日
宮崎県 延岡市 延岡市生活環境保護条例 平成11年3月29日
宮崎県 日南市 日南市公害防止条例 平成12年9月28日
宮崎県 小林市 小林市民の生活環境をまもる条例 平成11年9月30日
宮崎県 西都市 西都市環境保全条例 平成14年3月27日
宮崎県 野尻町 野尻町環境保全条例 平成6年3月22日
宮崎県 高鍋町 高鍋町公害防止条例 平成12年3月29日
宮崎県 木城町 木城町の環境をよくする条例 平成5年3月23日
宮崎県 川南町 川南町公害防止条例 平成16年3月25日
宮崎県 都農町 都農町生活環境保護条例 昭和60年9月27日
宮崎県 門川町 門川町公害防止条例 平成12年3月31日
宮崎県 北川町 北川町生活環境保護条例 昭和59年3月14日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

宮崎県 北浦町 北浦町生活環境保護条例 昭和59年3月14日
宮崎県 高千穂町 高千穂町生活環境保護条例 昭和58年4月1日
宮崎県 日之影町 日之影町生活環境保護条例 昭和58年7月15日
宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町生活環境保護条例 昭和59年6月27日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市環境保全条例 平成16年3月23日
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市公害防止条例 平成6年12月15日
鹿児島県 加世田市 加世田市公害防止条例 昭和57年3月29日
鹿児島県 西之表市 西之表市環境保全条例 平成15年12月19日
鹿児島県 薩摩川内市 川内市公害防止条例 昭和57年4月1日
鹿児島県 開聞町 開聞町民の生活環境を守る条例 平成8年6月5日
鹿児島県 東市来町 環境保全条例 平成13年6月1日
鹿児島県 伊集院町 伊集院町環境保全条例 平成4年3月31日
鹿児島県 和泊町 和泊町自然環境保全条例 平成10年4月1日
沖縄県 那覇市 那覇市公害防止条例 平成16年3月29日
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市生活環境保全条例 昭和55年3月31日
沖縄県 浦添市 浦添市公害防止条例 平成10年6月30日
沖縄県 糸満市 糸満市公害防止条例 昭和52年12月28日
沖縄県 沖縄市 沖縄市公害防止条例 平成8年12月19日
沖縄県 豊見城市 豊見城市公害防止条例 昭和55年7月9日
沖縄県 うるま市 うるま市公害防止条例 平成17年4月1日
沖縄県 恩納村 恩納村環境保全条例 平成3年2月1日
沖縄県 西原町 西原町公害防止条例 平成11年3月31日
沖縄県 玉城村 玉城村公害防止条例 昭和57年3月30日
沖縄県 大里村 大里村公害防止条例 平成12年4月1日
沖縄県 南風原町 南風原町公害防止条例 平成7年6月21日
沖縄県 伊良部町 伊良部町公害対策条例 平成4年3月30日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   605

平成17年4月1日現在条例数   615
平成16年度に制定・改正された条例数    62



表１－(３)－ア 環境影響評価条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道環境影響評価条例 平成11年12月17日
青森県 青森県環境影響評価条例 平成12年12月22日
岩手県 岩手県環境影響評価条例 平成12年12月18日
宮城県 宮城県環境影響評価条例 平成10年12月22日
秋田県 秋田県環境影響評価条例 平成15年3月11日
山形県 山形県環境影響評価条例 平成15年3月18日
福島県 福島県環境影響評価条例 平成12年12月22日
茨城県 茨城県環境影響評価条例 平成13年3月28日
栃木県 栃木県環境影響評価条例 平成11年3月19日
群馬県 群馬県環境影響評価条例 平成12年10月18日
埼玉県 埼玉県環境影響評価条例 平成12年3月24日
千葉県 千葉県環境影響評価条例 平成12年12月8日
東京都 東京都環境影響評価条例 平成14年7月3日

神奈川県 神奈川県環境影響評価条例 平成11年12月24日
新潟県 新潟県環境影響評価条例 平成15年7月22日
富山県 富山県環境影響評価条例 平成12年12月20日
福井県 福井県環境影響評価条例 平成12年3月21日
山梨県 山梨県環境影響評価条例 平成13年1月6日
長野県 長野県環境影響評価条例 平成10年3月30日
岐阜県 岐阜県環境影響評価条例 平成12年3月24日
静岡県 静岡県環境影響評価条例 平成12年12月26日
愛知県 愛知県環境影響評価条例 平成12年12月22日
三重県 三重県環境影響評価条例 平成16年10月19日
滋賀県 滋賀県環境影響評価条例 平成12年12月26日
京都府 京都府環境影響評価条例 平成12年3月28日
大阪府 大阪府環境影響評価条例 平成14年10月29日
兵庫県 環境影響評価に関する条例 平成16年10月8日
奈良県 奈良県環境影響評価条例 平成12年3月30日

和歌山県 和歌山県環境影響評価条例 平成12年3月27日
鳥取県 鳥取県環境影響評価条例 平成15年3月18日
島根県 島根県環境影響評価条例 平成11年10月1日
岡山県 岡山県環境影響評価等に関する条例 平成12年12月22日
広島県 広島県環境影響評価に関する条例 平成16年10月12日
山口県 山口県環境影響評価条例 平成12年12月19日
徳島県 徳島県環境影響評価条例 平成12年12月25日
香川県 香川県環境影響評価条例 平成12年3月27日
愛媛県 愛媛県環境影響評価条例 平成12年3月24日
高知県 高知県環境影響評価条例 平成11年12月27日
福岡県 福岡県環境影響評価条例 平成12年3月29日
佐賀県 佐賀県環境影響評価条例 平成13年3月23日
長崎県 長崎県環境影響評価条例 平成12年12月22日
熊本県 熊本県環境影響評価条例 平成12年6月21日
大分県 大分県環境影響評価条例 平成11年12月24日
宮崎県 宮崎県環境影響評価条例 平成12年12月22日

鹿児島県 鹿児島県環境影響評価条例 平成12年12月26日
沖縄県 沖縄県環境影響評価条例 平成15年7月22日
札幌市 札幌市環境影響評価条例 平成11年12月14日
仙台市 仙台市環境影響評価条例 平成11年12月15日

さいたま市 さいたま市環境影響評価条例 平成15年3月14日
千葉市 千葉市環境影響評価条例 平成12年12月19日
横浜市 横浜市環境影響評価条例 平成12年2月25日
川崎市 川崎市環境影響評価に関する条例 平成11年12月24日

名古屋市 名古屋市環境影響評価条例 平成10年12月22日
京都市 京都市環境影響評価等に関する条例 平成17年3月25日
大阪市 大阪市環境影響評価条例 平成12年4月1日
神戸市 神戸市環境影響評価等に関する条例 平成9年10月1日
広島市 広島市環境影響評価条例 平成12年3月29日

北九州市 北九州市環境影響評価条例 平成10年3月27日
福岡市 福岡市環境影響評価条例 平成16年12月16日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   59

平成17年4月1日現在条例数   59
平成16年度に制定・改正された条例数    5



表１－(３)－イ 環境影響評価条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

愛知県 岡崎市 岡崎市生活環境等影響調査条例 平成12年6月26日
大阪府 吹田市 吹田市環境影響評価条例 平成10年3月31日
大阪府 高槻市 高槻市環境影響評価条例 平成15年9月30日
大阪府 枚方市 枚方市環境影響評価条例 平成9年6月19日
兵庫県 尼崎市 尼崎市環境影響評価等に関する条例 平成17年3月4日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   5
平成17年4月1日現在条例数   5

平成16年度に制定・改正された条例数   1



表１－(４)－ア 大気環境条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道脱スパイクタイヤ推進条例 平成12年12月20日
茨城県 茨城県大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例 平成17年3月24日
栃木県 大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例 昭和59年12月27日
群馬県 大気汚染防止法第４条第１項の規定に基づく排出基準を定める条例 平成3年3月14日
埼玉県 大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づき、排出基準を定める条例 平成10年12月25日
千葉県 大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例 平成3年2月22日
新潟県 大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例 昭和46年12月22日
富山県 大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を

定める条例
平成13年3月26日

愛知県 大気汚染防止法第４条第１項に基づく排出基準を定める条例 昭和48年3月30日
三重県 大気汚染防止法第４条第１項の規定に基づく排出基準及び水質汚濁防止法

第３条第３項の規定に基づく排出基準を定める条例
平成16年12月20日

滋賀県 滋賀県大気環境への負荷の低減に関する条例 平成14年3月28日
滋賀県 大気汚染防止法第４条第１項の規定に基づく排出基準を定める条例 昭和47年12月21日
兵庫県 大気汚染防止法第４条第１項の排出基準に関する条例 昭和48年3月31日
奈良県 大気汚染防止法第四条第一項の規定による排出基準を定める条例 平成2年3月30日
岡山県 大気汚染防止法第４条第１項の規定に基づくばいじんに係る排出基準を定め

る条例
昭和46年12月21日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   14

平成17年4月1日現在条例数   15
平成16年度に制定・改正された条例数    2



表１－(４)－イ 大気環境条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

愛知県 犬山市 犬山市屋外燃焼防止条例 平成10年3月27日
愛知県 江南市 江南市屋外燃焼行為の防止に関する条例 平成15年6月30日
愛知県 豊明市 豊明市屋外燃焼行為の規制に関する条例 平成12年3月24日
愛知県 日進市 日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例 平成12年12月21日
愛知県 西枇杷島町 西枇杷島町屋外燃焼行為防止条例 平成10年3月24日
愛知県 西春町 西春町屋外燃焼行為防止条例 平成7年6月23日

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   6
平成17年4月1日現在条例数   6

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(５)－ア 水環境条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月20日
青森県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月22日
岩手県 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 昭和54年5月15日
宮城県 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 平成14年3月27日
福島県 大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を

定める条例
平成14年3月26日

福島県 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の水環境の保全に関する条例 平成14年3月26日
茨城県 茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例 平成13年3月28日
茨城県 茨城県水質汚濁防止法に基づく排出基準を定める条例 平成17年3月24日
茨城県 湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等の構造及び使用の方

法に関する基準を定める条例
平成14年11月19日

栃木県 湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関
する基準を定める条例

平成14年12月27日

栃木県 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 平成14年3月26日
群馬県 水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準を定める条例 平成5年3月26日
埼玉県 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき、排出基準を定める条例 平成16年8月3日
千葉県 湖沼水質保全特別措置法に基づき指定施設等の構造及び使用の方法に関

する基準を定める条例
平成14年12月20日

千葉県 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例 平成16年10月15日
東京都 東京都下水道条例 平成13年12月26日

神奈川県 大気汚染防止法第４条第１項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第
３条第３項の規定による排水基準を定める条例

平成14年3月29日

新潟県 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 平成14年3月28日
福井県 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例 平成15年12月22日
長野県 長野県水環境保全条例 平成11年12月20日
岐阜県 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月27日
愛知県 水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月22日
三重県 大気汚染防止法第４条第１項の規定に基づく排出基準及び水質汚濁防止法

第３条第３項の規定に基づく排出基準を定める条例
平成16年12月20日

滋賀県 湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造および使用の方法に
関する基準を定める条例

平成14年10月22日

滋賀県 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例 平成13年3月28日
滋賀県 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例 平成13年10月12日
滋賀県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成8年3月29日
京都府 湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関

する基準を定める条例
平成14年10月22日

京都府 水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例 平成9年3月14日
大阪府 水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例 平成17年4月1日
兵庫県 水質汚濁防止法第３条第３項の排出基準に関する条例 平成17年3月28日
奈良県 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例 平成13年8月22日

和歌山県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成14年3月26日
鳥取県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成16年12月28日
島根県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成6年12月20日
岡山県 湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関

する基準を定める条例
平成14年12月20日

岡山県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月22日
広島県 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成15年12月19日
山口県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成16年12月21日
香川県 ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例 平成14年3月27日
福岡県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成13年12月21日
佐賀県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき排水基準を定める条例 平成12年12月18日
長崎県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成17年3月22日
熊本県 熊本県地下水保全条例 平成13年3月23日
熊本県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成17年3月24日
大分県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成14年12月24日

鹿児島県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成16年10月8日
沖縄県 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 平成12年12月27日
仙台市 広瀬川の清流を守る条例 平成13年3月16日
静岡市 静岡市興津川の保全に関する条例 平成15年4月1日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   39

平成17年4月1日現在条例数   50
平成16年度に制定・改正された条例数    10



表１－(５)－イ 水環境条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 恵庭市 恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 平成11年4月1日
北海道 歌登町 歌登町普通河川管理条例 平成13年1月6日
北海道 礼文町 礼文町普通河川の管理に関する条例 平成12年12月18日
青森県 十和田市 十和田市奥入瀬川の清流を守る条例 平成17年1月1日
岩手県 盛岡市 盛岡市水道水源保護条例 平成15年9月30日
岩手県 宮古市 宮古市水道水源保護条例 平成15年9月25日
宮城県 志津川町 志津川町生活雑排水等の処理に関する条例 平成2年6月29日
宮城県 白石市 白石市水道水源保護条例 平成13年3月9日
山形県 上山市 上山市浄化槽の設置及び管理に関する条例 平成16年3月22日
山形県 高畠町 高畠町特定地域生活排水処理事業の整備に関する条例 平成14年3月25日
山形県 小国町 小国町合併処理浄化槽の普及に関する条例 平成12年3月21日
山形県 温海町 温海町温海都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 昭和59年12月25日
山形県 温海町 温海町下水道事業分担金徴収条例 平成4年12月18日
山形県 温海町 温海町下水道条例 平成16年3月24日
山形県 温海町 温海町合併浄化槽設置条例 平成16年3月24日
山形県 温海町 温海町集落排水処理施設設置条例 平成16年3月24日
山形県 遊佐町 月光川の清流を守る基本条例 平成2年3月31日
福島県 福島市 福島市水道水源保護条例 平成14年12月27日
福島県 相馬市 相馬市水道水源保護条例 平成16年3月25日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ケ崎市高度処理型浄化槽普及促進条例 平成16年3月24日
栃木県 矢板市 矢板市水環境保全条例 平成14年7月1日
群馬県 桐生市 桐生川の清流を守る条例 平成12年6月22日
群馬県 安中市 碓氷川水系の水質保全に関する条例 昭和50年4月1日
群馬県 松井田町 松井田町水道水源保護条例 平成15年3月24日
群馬県 松井田町 松井田町碓氷川水系の水質保全に関する条例 昭和50年3月19日
群馬県 長野原町 長野原町水道水源保護条例 平成12年12月12日
埼玉県 所沢市 所沢市一般家庭生活排水汲取りに関する条例 昭和46年10月1日
埼玉県 所沢市 所沢市下水道条例 平成17年3月4日
埼玉県 小川町 小川町浄化槽条例 昭和61年9月22日
千葉県 木更津市 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 平成15年3月21日
千葉県 松戸市 川をきれいにする条例 平成4年12月22日
千葉県 市原市 市原市水道水源保護条例 平成13年9月27日
千葉県 君津市 君津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 平成13年12月28日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市小櫃川流域に係わる水道水源の保全に関する条例 平成12年3月29日
千葉県 神崎町 神崎町水道水源保全条例 平成13年3月19日
千葉県 長柄町 長柄ダム水質保護条例 平成12年12月14日
千葉県 御宿町 御宿町水源水質保全条例 平成14年10月19日
千葉県 白浜町 白浜町長尾川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 平成10年3月18日
東京都 日野市 日野市公共水域の流水の浄化に関する条例 昭和50年12月27日
東京都 日野市 日野市準用河川管理条例 平成12年3月30日
東京都 日野市 日野市普通河川等管理条例 平成14年3月30日
東京都 あきる野市 清流保全条例 平成15年3月26日

神奈川県 小田原市 小田原市豊かな地下水を守る条例 平成13年6月29日
神奈川県 海老名市 海老名市河川をきれいにする条例 平成15年12月19日
新潟県 長岡市 長岡市地下水保全条例 平成17年3月22日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市水環境保全条例 平成16年11月1日
新潟県 村松町 村松町水道水源保護条例 平成14年12月26日
富山県 上市町 上市町地下水保全に関する条例 昭和50年4月1日
福井県 敦賀市 敦賀市水道水源保護条例 平成16年6月29日
福井県 大野市 大野市地下水保全条例 平成8年12月25日
福井県 池田町 池田町の水を清く守る条例 平成13年6月15日
福井県 美浜町 美しい水を守る条例 平成16年9月21日
山梨県 忍野村 忍野村地下水資源保護条例 平成14年12月16日
山梨県 鳴沢村 鳴沢村地下水源保護条例 平成12年3月24日
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町地下水保全条例 平成15年11月15日
長野県 長野市 長野市地下水の保全に関する条例 昭和59年3月30日
長野県 松本市 松本市水環境を守る条例 平成13年3月16日
長野県 須坂市 須坂市水資源保全条例 平成9年3月28日
長野県 箕輪町 箕輪町雑排水等の規制に関する条例 昭和62年3月17日
長野県 箕輪町 箕輪町水道水源保護条例 平成10年12月18日
長野県 箕輪町 箕輪町地下水保全条例 平成12年3月24日
岐阜県 岐阜市 岐阜市地下水保全条例 平成14年6月28日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

静岡県 函南町 函南町水道水源保護条例 平成15年9月16日
三重県 いなべ市 いなべ市水道水源保護条例 平成15年12月1日
三重県 美里村 美里村簡易水道水源保護条例 昭和60年2月9日
三重県 南勢町 南勢町公共下水道条例 平成15年2月25日
三重県 南勢町 南勢町水道水源保護条例 平成12年3月23日
三重県 南島町 南島町水道水源保護条例 平成11年7月1日
三重県 度会町 度会町水道水源保護条例 平成9年8月12日
三重県 御浜町 御浜町公共下水道条例 平成11年12月25日
兵庫県 加古川市 加古川市清流保全と水辺のまちづくり条例 平成15年12月24日
奈良県 天理市 天理市水道水源保護条例 平成14年6月25日
奈良県 室生村 室生村水道水源保護条例 平成10年9月26日
奈良県 御杖村 御杖村水道水源保護条例 平成14年6月28日

和歌山県 和歌山市 和歌山市下水道条例 平成16年3月25日
和歌山県 和歌山市 和歌山市排出水の色等規制条例 平成14年12月26日
和歌山県 橋本市 橋本市下水道条例 平成14年6月17日
和歌山県 橋本市 橋本市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例 平成14年9月17日
和歌山県 御坊市 御坊市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例 平成12年4月1日
和歌山県 印南町 印南町生活排水対策の推進に関する条例 平成12年12月22日
和歌山県 中辺路町 中辺路町水道水源保護条例 平成15年6月30日
和歌山県 大塔村 大塔村水道水源保護条例 平成14年10月29日
和歌山県 熊野川町 熊野川町水道水源保護条例 平成15年10月1日
和歌山県 北山村 北山村水道水源保護条例 平成16年4月1日
鳥取県 鳥取市 鳥取市水道水源保全条例 平成16年12月27日
鳥取県 岩美町 岩美町水道水源保護条例 平成2年3月30日
鳥取県 智頭町 智頭町水道水源保護条例 平成13年9月27日
島根県 益田市 益田市の河川を美しくする条例 平成11年12月22日
島根県 美郷町 美郷町河川美化条例 平成16年10月1日
島根県 邑南町 邑智町河川美化条例 平成16年10月1日
山口県 山口市 山口市下水道条例 平成13年12月21日
山口県 山口市 椹野川水系等の清流の保全に関する条例 平成15年9月30日
山口県 萩市 萩市河川環境保全条例 平成17年3月6日
山口県 防府市 防府市佐波川清流保全条例 平成13年3月30日
山口県 岩国市 岩国市水環境保全条例 平成11年3月24日
山口県 徳地町 徳地町佐波川清流保全条例 平成13年3月19日
山口県 阿武町 阿武町河川環境保全条例 平成14年6月24日
山口県 阿東町 阿東町阿武川水系環境保全条例 平成14年7月1日
愛媛県 西条市 西条市河川の清流を守る条例 平成4年3月25日
愛媛県 大洲市 大洲市肱川清流保全条例 平成17年1月11日
愛媛県 西予市 西予市沿岸域の環境保全に関する条例 平成16年4月1日
愛媛県 西予市 西予市肱川清流保全条例 平成16年4月1日
愛媛県 砥部町 砥部町清流保全条例 平成17年1月1日
愛媛県 内子町 内子町河川清流保全条例 平成14年3月12日
愛媛県 松野町 松野町四万十川流域の河川をきれいにする条例 平成14年9月30日
愛媛県 鬼北町 鬼北町四万十川流域の河川をきれいにする条例 平成17年1月1日
高知県 東洋町 野根川清流保全条例 平成16年4月1日
高知県 安田町 安田川清流保全条例 平成15年9月19日
高知県 馬路村 馬路村安田川清流保全条例 平成15年9月17日
高知県 いの町 仁淀川の清流保存に関する条例 平成16年10月1日
福岡県 久留米市 久留米市水管理条例 平成16年12月28日
福岡県 大野城市 大野城市水環境の保全及び節水型都市づくり条例 平成9年12月25日
福岡県 宗像市 宗像市釣川水系水質保全条例 平成15年4月1日
福岡県 宇美町 宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例 平成1年3月28日
福岡県 宇美町 宇美町水道水源保護条例 平成7年10月2日
福岡県 須恵町 須恵町河川管理条例 昭和48年7月20日
福岡県 須恵町 須恵町水道水源保護条例 平成16年3月22日
福岡県 久山町 久山町普通河川管理条例 昭和38年3月30日
福岡県 岡垣町 岡垣町河川管理条例 昭和44年10月20日
福岡県 若宮町 若宮町水源保護条例 平成13年12月25日
佐賀県 佐賀市 佐賀市の河川をきれいにする条例 平成9年9月24日
佐賀県 唐津市 唐津市の河川をきれいにする条例 平成17年1月1日
佐賀県 唐津市 唐津市北波多地区水源保護条例 平成17年1月1日
佐賀県 多久市 多久市の河川をきれいにする条例 平成8年3月26日
佐賀県 伊万里市 伊万里市の河川をきれいにする条例 平成6年3月28日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

佐賀県 武雄市 武雄市の河川をきれいにする条例 平成6年6月27日
佐賀県 小城市 小城市の河川をきれいにする条例 平成17年3月1日
佐賀県 諸富町 諸富町の河川をきれいにする条例 平成10年12月22日
佐賀県 東与賀町 東与賀町の河川をきれいにする条例 平成10年9月30日
佐賀県 久保田町 久保田町の河川をきれいにする条例 平成9年4月1日
佐賀県 大和町 大和町の河川をきれいにする条例 平成10年9月25日
佐賀県 富士町 富士町の河川をきれいにする条例 平成11年3月23日
佐賀県 千代田町 千代田町の河川・クリークをきれいにする条例 平成9年12月26日
佐賀県 三瀬村 三瀬村の河川をきれいにする条例 平成10年9月28日
佐賀県 七山村 七山村の河川をきれいにする条例 平成5年6月25日
佐賀県 玄海町 玄海町の河川をきれいにする条例 平成5年6月29日
佐賀県 有田町 有田町の河川をきれいにする条例 平成6年4月1日
佐賀県 西有田町 西有田町の河川をきれいにする条例 平成6年3月24日
長崎県 西海市 西海市水道水源保護条例 平成17年4月1日
熊本県 熊本市 熊本市地下水保全条例 平成3年3月28日
熊本県 玉名市 玉名市の河川を美しくする条例 平成4年3月27日
熊本県 山鹿市 山鹿市の河川を美しくする条例 平成17年1月15日
熊本県 菊池市 菊池市浄化槽市町村整備推進条例 平成17年3月22日
熊本県 菊池市 菊池市地域生活排水処理施設条例 平成17年3月22日
熊本県 菊池市 菊池市の河川を美しくする条例 平成17年3月22日
熊本県 岱明町 岱明町の河川を美しくする条例 平成4年3月30日
熊本県 横島町 横島町の河川を美しくする条例 平成4年3月17日
熊本県 天水町 天水町の河川を美しくする条例 平成4年3月16日
熊本県 三加和町 三加和町の河川を美しくする条例 平成4年3月21日
熊本県 長洲町 長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例 平成15年10月1日
熊本県 大津町 大津町河川を美しくする条例 平成4年3月27日
熊本県 合志町 合志町河川を美しくする条例 平成4年3月26日
熊本県 西合志町 西合志町の河川を美しくする条例 平成4年3月25日
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村地下水保全に関する条例 平成17年2月13日
熊本県 栖本町 栖本町の河川を美しくする条例 平成8年3月27日
大分県 日出町 日出町水道水源保護条例 平成2年10月1日
宮崎県 宮崎市 宮崎市河川をきれいにする条例 平成6年3月28日
宮崎県 都城市 都城市河川をきれいにする条例 平成6年3月28日
宮崎県 小林市 小林市河川をきれいにする条例 平成6年3月31日
宮崎県 西都市 西都市河川をきれいにする条例 平成9年3月31日
宮崎県 佐土原町 佐土原町河川をきれいにする条例 平成9年3月21日
宮崎県 山之口町 山之口町の河川をきれいにする条例 平成6年3月30日
宮崎県 高城町 高城町の河川をきれいにする条例 平成6年3月18日
宮崎県 山田町 山田町の河川をきれいにする条例 平成6年3月25日
宮崎県 高崎町 高崎町河川をきれいにする条例 平成6年7月1日
宮崎県 高原町 高原町河川愛護条例 平成6年4月1日
宮崎県 野尻町 野尻町河川愛護条例 平成6年3月22日
宮崎県 須木村 須木村河川をきれいにする条例 平成6年6月30日
宮崎県 高岡町 高岡町河川をきれいにする条例 平成6年3月30日
宮崎県 国富町 国富町河川をきれいにする条例 平成6年3月23日
宮崎県 北方町 北方町生活環境保護条例 昭和59年3月13日

鹿児島県 枕崎市 枕崎市の河川をきれいにする条例 平成11年3月30日
鹿児島県 坊津町 坊津町水道水源保護条例 平成13年6月21日
鹿児島県 喜界町 喜界町地下水保全条例 平成4年6月18日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   154

平成17年4月1日現在条例数   174
平成16年度に制定・改正された条例数    27



表１－(６)－ア 土壌環境条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

栃木県 栃木県土砂等の埋め立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例

平成10年12月25日

千葉県 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例

平成15年3月7日

愛媛県 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
条例

平成12年3月24日

沖縄県 沖縄県赤土等流出防止条例 平成6年10月20日
千葉市 千葉市土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例
平成15年6月24日

平成17年4月1日現在制定団体数   5
平成17年4月1日現在条例数   5

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(６)－イ 土壌環境条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

福島県 福島市 福島市地下水保全条例 昭和48年12月21日
栃木県 宇都宮市 宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例
平成12年4月1日

栃木県 鹿沼市 鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成16年7月26日

栃木県 日光市 日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月24日

栃木県 小山市 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月24日

栃木県 真岡市 真岡市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成16年4月1日

栃木県 大田原市 大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成11年12月24日

栃木県 矢板市 矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成12年3月17日

栃木県 那須塩原市 那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生
の防止に関する条例

平成17年1月1日

栃木県 さくら市 さくら市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成17年3月28日

栃木県 南河内町 南河内町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成11年3月25日

栃木県 上河内町 上河内町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成13年3月15日

栃木県 河内町 河内町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成12年3月21日

栃木県 西方町 西方町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成12年4月1日

栃木県 益子町 益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年3月23日

栃木県 市貝町 市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年3月7日

栃木県 芳賀町 芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年3月22日

栃木県 石橋町 石橋町土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害発生の防
止に関する条例

平成11年12月17日

栃木県 国分寺町 国分寺町土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生防止
に関する条例

平成14年9月25日

栃木県 藤岡町 藤岡町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止
に関する条例

平成11年6月22日

栃木県 岩舟町 岩舟町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年3月9日

栃木県 都賀町 都賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年9月14日

栃木県 藤原町 藤原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止
に関する条例

平成11年12月15日

栃木県 塩谷町 塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成12年3月23日

栃木県 高根沢町 高根沢町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成12年3月21日

栃木県 烏山町 烏山町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月13日

栃木県 馬頭町 馬頭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年3月28日

栃木県 小川町 小川町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止に
関する条例

平成13年12月17日

栃木県 湯津上村 湯津上村土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止
に関する条例

平成11年12月16日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

栃木県 黒羽町 黒羽町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月24日

栃木県 那須町 那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月14日

群馬県 桐生市 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成14年4月1日

群馬県 板倉町 板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例 平成15年1月1日
群馬県 邑楽町 邑楽町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例 平成15年3月10日
埼玉県 行田市 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 平成14年9月30日
埼玉県 入間市 入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成14年6月28日
千葉県 市川市 土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例
平成15年6月25日

千葉県 船橋市 船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成14年12月27日

千葉県 木更津市 木更津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成16年3月20日

千葉県 茂原市 茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年3月30日

千葉県 成田市 成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例 平成16年3月31日
千葉県 佐倉市 佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例 平成15年6月26日
千葉県 東金市 東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例
平成14年3月26日

千葉県 八日市場市 八日市場市土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害
の発生の防止に関する条例

平成9年12月22日

千葉県 習志野市 習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成13年9月28日

千葉県 柏市 柏市埋立事業規制条例 平成17年3月22日
千葉県 勝浦市 勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例
平成9年12月22日

千葉県 流山市 流山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止
に関する条例

平成16年3月26日

千葉県 八千代市 八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成13年6月28日

千葉県 我孫子市 我孫子市埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関
する条例

平成15年12月25日

千葉県 鴨川市 鴨川市小規模埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に
関する条例

平成17年2月11日

千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年6月29日

千葉県 君津市 君津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年12月28日

千葉県 富津市 富津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成16年9月15日

千葉県 四街道市 四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成14年2月12日

千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成16年3月30日

千葉県 八街市 八街市小規模埋立て事業による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成16年4月1日

千葉県 印西市 印西市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年6月15日

千葉県 白井市 白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成13年6月18日

千葉県 富里市 富里市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成16年2月5日

千葉県 酒々井町 酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の
防止に関する条例

平成15年12月26日

千葉県 栄町 栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に
関する条例

平成13年6月18日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

千葉県 下総町 下総町土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例 平成17年3月17日
千葉県 神崎町 神崎町土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例 平成16年6月15日
千葉県 大栄町 大栄町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例 平成16年12月20日
千葉県 山田町 山田町土砂等の埋立てによる土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例
平成15年9月22日

千葉県 栗源町 栗源町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成15年10月1日

千葉県 多古町 多古町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成12年3月21日

千葉県 干潟町 干潟町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成10年9月21日

千葉県 東庄町 東庄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成12年4月1日

千葉県 光町 光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成9年12月19日

千葉県 野栄町 野栄町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成10年3月16日

千葉県 大網白里町 大網白里町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規
制に関する条例

平成13年9月14日

千葉県 成東町 成東町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
のに関する条例

平成10年3月23日

千葉県 山武町 山武町残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する
条例

平成15年2月1日

千葉県 蓮沼村 蓮沼村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成14年3月18日

千葉県 芝山町 芝山町残土等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関
する条例

平成5年9月17日

千葉県 長生村 長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成10年3月9日

千葉県 白子町 白子町小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成10年2月17日

千葉県 長柄町 長柄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成9年12月9日

千葉県 長南町 長南町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成10年3月17日

千葉県 富浦町 富浦町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成12年3月24日

千葉県 富山町 富山町小規模埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に
関する条例

平成9年12月15日

千葉県 白浜町 白浜町小規模埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に
関する条例

平成10年3月17日

千葉県 千倉町 千倉町埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す
る条例

平成10年12月25日

千葉県 丸山町 丸山町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
に関する条例

平成13年3月21日

神奈川県 秦野市 秦野市地下水保全条例 平成12年3月24日
神奈川県 座間市 座間市の地下水を保全する条例 平成15年3月28日
神奈川県 中井町 中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成9年9月25日
新潟県 長岡市 長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及

び災害の発生の防止に関する措置を定める条例
平成17年3月22日

山梨県 都留市 都留市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例 平成12年4月1日

山梨県 大月市 大月市土砂等による土地の埋め立て等に関する条例 平成9年3月28日

山梨県 上野原市 上野原市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例 平成16年2月13日

山梨県 忍野村 忍野村土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例 平成14年12月16日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

愛知県 犬山市 犬山市埋め立て等による地下水の汚染の防止に関する条例 平成16年6月29日

大阪府 富田林市 富田林市土砂埋立て等による土壌汚染及び災害を防止するための
規制条例

平成12年9月29日

大阪府 河内長野市 河内長野市土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための
規制条例

平成10年6月26日

兵庫県 淡路市 淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例 平成17年4月1日
兵庫県 五色町 五色町における土砂等の埋立て等による災害及び土壌汚染の防

止に関する条例
平成12年12月27日

奈良県 榛原町 榛原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並び
に災害の発生の防止に関する条例

平成15年9月30日

徳島県 阿南市 阿南市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成14年12月27日

徳島県 那賀川町 那賀川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成16年3月23日
福岡県 若宮町 若宮町土砂等による土地の埋め立て規制に関する条例 平成11年3月16日
佐賀県 佐賀市 佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防

止に関する条例
平成16年6月28日

沖縄県 東村 東村赤土等流出汚染防止条例 平成2年6月21日
沖縄県 宜野座村 宜野座村赤土等の流出汚染防止条例 平成3年6月28日
沖縄県 金武町 金武町赤土等流出汚染防止条例 昭和59年7月9日
沖縄県 伊平屋村 伊平屋村赤土等流出汚染防止条例 平成11年3月24日
沖縄県 伊是名村 伊是名村地下水保護条例 平成10年12月28日
沖縄県 久米島町 久米島町赤土等流出汚染防止条例 平成14年4月5日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   110

平成17年4月1日現在条例数   110
平成16年度に制定・改正された条例数    14



表１－(７)－ア 騒音防止条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

福岡県 福岡県拡声機による暴騒音の規制に関する条例 平成13年7月9日
福岡県 福岡県騒音防止条例 平成5年12月22日

平成17年4月1日現在制定団体数   1
平成17年4月1日現在条例数   2

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(７)－イ 騒音防止条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 上磯町 上磯町騒音規制条例 平成6年3月22日
秋田県 平鹿町 平鹿町騒音防止条例 平成11年12月24日
秋田県 大森町 大森町騒音防止に関する条例 平成4年3月12日
埼玉県 熊谷市 熊谷市騒音防止条例 昭和31年10月1日
埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市騒音防止条例 昭和30年10月10日
千葉県 八千代市 騒音規制法に基づき規制基準を定める条例 平成11年6月29日
千葉県 松尾町 松尾町騒音防止に関する条例 昭和30年6月14日

神奈川県 鎌倉市 鎌倉市深夜花火の防止に関する条例 平成16年3月28日
福井県 池田町 池田町騒音防止条例 平成15年9月22日
福井県 高浜町 高浜町騒音防止条例 平成6年3月25日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市騒音防止条例 昭和28年12月1日
山梨県 塩山市 塩山市騒音防止条例 昭和33年7月15日
山梨県 大月市 大月市騒音防止条例 昭和35年1月7日
山梨県 笛吹市 笛吹市騒音防止条例 平成16年10月12日
山梨県 勝沼町 勝沼町騒音防止条例 昭和33年8月11日
山梨県 山中湖村 山中湖村騒音防止条例 昭和40年7月25日
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町騒音防止条例 平成15年11月15日
島根県 出雲市 湖陵町夜間花火規制条例 平成15年6月30日
島根県 出雲市 大社町夜間花火規制条例 平成14年3月18日
島根県 出雲市 多伎町夜間花火規制条例 平成14年7月24日
岡山県 倉敷市 倉敷市夜間花火規制条例 平成12年3月24日
岡山県 笠岡市 笠岡市夜間花火規制条例 平成16年3月24日
岡山県 寄島町 寄島町夜間花火規制条例 平成15年7月23日
福岡県 大野城市 大野城市暴走族追放運動推進条例 平成15年12月26日
大分県 大分市 大分市騒音防止条例 平成17年4月1日
大分県 中津市 中津市騒音防止条例 昭和52年7月4日
大分県 竹田市 竹田市騒音防止条例 平成17年4月1日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   25
平成17年4月1日現在条例数   27

平成16年度に制定・改正された条例数    1



表１－(９)－ア 地盤環境条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

山形県 山形県地下水の採取の適正化に関する条例 平成15年7月8日
茨城県 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例 平成13年3月28日
富山県 富山県地下水の採取に関する条例 平成13年3月26日
静岡県 静岡県地下水の採取に関する条例 平成13年3月28日

平成17年4月1日現在制定団体数   4
平成17年4月1日現在条例数   4

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(９)－イ 地盤環境条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

東京都 新島村 地下水採取の規制に関する条例 平成8年9月30日
神奈川県 真鶴町 真鶴町地下水採取の規制に関する条例 平成12年3月13日
新潟県 新潟市 新潟市自家用天然ガス採取規制条例 平成12年10月2日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市地下水の採取に関する条例 平成16年11月1日
新潟県 巻町 巻町自家用天然ガス採取規制条例 平成4年3月25日
富山県 滑川市 滑川市地下水の採取に関する条例 昭和51年3月27日
山梨県 北杜市 北杜市地下水採取の適正化に関する条例 平成16年11月1日
山梨県 笛吹市 笛吹市地下水資源の保全及び採取適正化条例 平成16年10月12日
静岡県 掛川市 掛川市地下水の採取に関する条例 平成17年4月1日
愛知県 津島市 津島市地下水の保全に関する条例 昭和52年10月1日
京都府 城陽市 城陽市地下水採取の適正化に関する条例 平成9年4月1日
京都府 向日市 向日市地下水採取の適正化に関する条例 平成2年3月29日
京都府 長岡京市 長岡京市地下水採取の適正化に関する条例 昭和51年1月5日
京都府 大山崎町 大山崎町地下水採取の適正化に関する条例 昭和52年10月20日
大阪府 島本町 島本町地下水汲上げ規制に関する条例 昭和54年6月6日
福岡県 杷木町 杷木町山砂利採取に関する環境保全条例 平成5年7月1日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   16
平成17年4月1日現在条例数   16

平成16年度に制定・改正された条例数    3



表１－(10)－イ 悪臭防止条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

岩手県 花巻市 花巻市悪臭公害防止条例 平成5年8月10日
岩手県 江刺市 江刺市悪臭公害防止条例 平成5年12月17日

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   2
平成17年4月1日現在条例数   2

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(11)－ア 自然環境条例（生物多様性保全を含む）制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年3月30日
北海道 北海道動物の愛護及び管理に関する条例 平成16年3月31日
北海道 北海道自然環境等保全条例 平成16年3月31日
北海道 北海道立自然公園条例 平成15年8月8日
青森県 青森県自然環境保全条例 平成12年3月24日
青森県 青森県自然公園条例 平成15年12月19日
青森県 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例 平成13年12月21日
岩手県 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例 平成14年3月29日
岩手県 岩手県自然環境保全条例 平成15年3月19日
岩手県 県立自然公園条例 平成14年3月29日
宮城県 宮城県立自然公園条例 平成16年12月20日
宮城県 自然環境保全条例 平成16年10月20日
秋田県 秋田県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例 平成15年3月11日
秋田県 秋田県立自然公園条例 平成15年4月1日
秋田県 秋田県自然環境保全条例 平成15年3月11日
山形県 山形県自然環境保全条例 平成13年3月23日
山形県 山形県立自然公園条例 平成15年3月18日
山形県 山形県立自然博物園条例 平成17年3月22日
福島県 福島県自然環境保全条例 平成14年3月26日
福島県 福島県野生動植物の保護に関する条例 平成16年3月26日
福島県 福島県立自然公園条例 平成15年3月24日
茨城県 茨城県自然環境保全条例 平成11年12月24日
茨城県 茨城県自然観察施設の設置及び管理に関する条例 平成12年4月1日
茨城県 茨城県立自然公園条例 平成15年3月26日
栃木県 自然環境の保全及び緑化に関する条例 平成11年12月27日
栃木県 栃木県自然公園条例 平成15年3月18日
栃木県 とちぎふるさと街道景観条例 平成15年3月18日
群馬県 群馬県自然環境保全条例 平成11年12月22日
埼玉県 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 平成15年3月18日
埼玉県 埼玉県自然環境保全条例 平成15年3月18日
埼玉県 埼玉県立自然公園条例 平成15年3月18日
埼玉県 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 平成17年3月29日
千葉県 千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例 平成15年3月7日
千葉県 千葉県自然環境保全条例 平成17年2月22日
千葉県 千葉県立自然公園条例 平成15年3月7日
東京都 東京都自然公園条例 平成17年3月31日
東京都 東京における自然の保護と回復に関する条例 平成16年10月14日

神奈川県 神奈川県立自然公園条例 平成15年10月21日
神奈川県 キャンプ禁止区域に関する条例 平成4年3月31日
神奈川県 自然環境保全条例 平成11年12月24日
神奈川県 風致地区条例 平成17年1月21日
新潟県 新潟県自然環境保全条例 平成15年3月28日
新潟県 新潟県立自然公園条例 平成15年3月28日
富山県 富山県自然環境保全条例 平成12年3月24日
富山県 富山県立自然公園条例 平成15年3月19日
福井県 福井県自然環境保全条例 平成13年12月21日
福井県 福井県立自然公園条例 平成15年7月22日
山梨県 山梨県環境緑化条例 平成16年4月1日
山梨県 山梨県高山植物の保護に関する条例 平成4年3月24日
山梨県 山梨県自然環境保全条例 平成12年3月29日
山梨県 山梨県立自然公園条例 平成15年4月1日
長野県 長野県希少野生動植物保護条例 平成15年3月24日
長野県 長野県自然環境保全条例 平成11年12月20日
長野県 長野県立自然公園条例 平成15年3月24日
岐阜県 岐阜県希少野生生物保護条例 平成15年3月19日
岐阜県 岐阜県自然環境保全条例 平成12年3月24日
岐阜県 岐阜県立自然公園条例 平成17年3月23日
静岡県 静岡県自然環境保全条例 平成13年3月28日



団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

静岡県 静岡県立自然公園条例 平成14年12月25日
愛知県 愛知県立自然公園条例 平成15年3月25日
愛知県 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 平成13年3月27日
三重県 三重県立自然公園条例 平成15年3月17日
三重県 三重県自然環境保全条例 平成15年3月17日
滋賀県 滋賀県自然環境保全条例 平成12年3月29日
滋賀県 滋賀県森林づくり条例 平成15年3月29日
滋賀県 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例 平成14年12月27日
滋賀県 滋賀県立自然公園条例 平成15年3月20日
京都府 京都府立自然公園条例 平成15年10月24日
大阪府 大阪府立自然公園条例 平成16年3月30日
大阪府 大阪府自然海浜保全地区条例 平成16年6月4日
大阪府 大阪府自然環境保全条例 平成16年3月30日
兵庫県 兵庫県立自然公園条例 平成15年3月17日
奈良県 奈良県土採取規制条例 平成4年3月27日
奈良県 奈良県立公園条例 平成10年3月27日
奈良県 奈良県立自然公園条例 平成16年7月1日
奈良県 奈良県立都市公園条例 平成16年3月30日
奈良県 奈良県自然環境保全条例 平成17年4月1日

和歌山県 和歌山県自然海浜保全地区条例 平成11年3月19日
和歌山県 和歌山県自然環境保全条例 平成15年3月14日
和歌山県 和歌山県立自然公園条例 平成15年7月8日
鳥取県 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 平成13年12月21日
鳥取県 鳥取県自然環境保全条例 平成16年11月26日
鳥取県 鳥取県立自然公園条例 平成15年3月18日
島根県 島根県自然環境保全条例 平成12年3月17日
島根県 島根県立自然公園条例 平成4年12月29日
岡山県 岡山県自然海浜保全地区条例 平成16年9月30日
岡山県 岡山県自然保護条例 平成12年3月21日
岡山県 岡山県立自然公園条例 平成15年3月18日
岡山県 岡山県希少野生動植物保護条例 平成15年12月19日
広島県 広島県自然環境保全条例 平成12年3月27日
山口県 山口県自然海浜保全地区条例 平成15年3月18日
山口県 山口県自然環境保全条例 平成13年7月3日
山口県 山口県自然公園施設条例 平成16年10月1日
山口県 山口県立自然観察公園条例 平成13年3月23日
山口県 山口県立自然公園条例 平成15年7月8日
山口県 山口県立室積公園条例 昭和60年3月26日
山口県 山口県希少野生動植物種保護条例 平成17年3月18日
徳島県 徳島県自然環境保全条例 平成15年3月31日
徳島県 徳島県立自然公園条例 平成15年3月31日
香川県 香川県自然環境保全条例 平成14年3月27日
香川県 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例 平成14年3月27日
香川県 香川県自然海浜保全条例 平成16年10月15日
香川県 香川県立自然公園条例 平成15年3月24日
愛媛県 愛媛県県立自然公園条例 平成12年3月24日
愛媛県 愛媛県自然海浜保全条例 平成12年3月24日
愛媛県 愛媛県自然環境保全条例 平成12年3月24日
高知県 高知県自然環境保全条例 平成11年12月27日
高知県 高知県清流保全条例 平成12年12月26日
高知県 高知県立自然公園条例 平成16年8月6日
高知県 高知県うみがめ保護条例 平成16年3月30日
福岡県 福岡県自然海浜保全地区条例 平成17年3月30日
福岡県 福岡県立自然公園条例 平成11年12月27日
長崎県 長崎県自然環境保全条例 平成11年12月24日
長崎県 長崎県立自然公園条例 平成15年7月18日
熊本県 熊本県自然環境保全条例 平成16年12月24日
熊本県 熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例 平成16年3月8日
熊本県 熊本県立自然公園条例 平成16年3月8日



団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

大分県 大分県立自然公園条例 平成11年12月24日
大分県 大分県自然海浜保全地区条例 平成15年3月20日
大分県 大分県自然環境保全条例 平成11年12月24日
宮崎県 宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例 平成16年3月26日

鹿児島県 鹿児島県希少野性動植物の保護に関する条例 平成15年3月25日
鹿児島県 県立自然公園条例 平成15年10月14日
鹿児島県 鹿児島県ウミガメ保護条例 平成15年3月25日
鹿児島県 鹿児島県自然環境保全条例 平成14年3月29日
沖縄県 沖縄県自然環境保全条例 平成13年1月6日
沖縄県 沖縄県立自然公園条例 平成15年7月22日
札幌市 札幌市緑の保全と創出に関する条例 平成16年10月4日
仙台市 杜の都の環境をつくる条例 昭和48年3月27日

さいたま市 さいたま市みどりの条例 平成16年12月27日
横浜市 自然観察の森条例 昭和61年3月27日
横浜市 緑の環境をつくり育てる条例 平成16年3月5日
川崎市 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 平成16年10月14日
静岡市 清水市みどり条例 昭和53年3月25日

名古屋市 名古屋市緑化推進条例 昭和53年3月31日
神戸市 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例 平成17年1月11日
福岡市 福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例 平成12年4月1日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   54

平成17年4月1日現在条例数  137
平成16年度に制定・改正された条例数   24



表１－(11)－イ 自然環境条例（生物多様性保全を含む）制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市緑化条例 平成17年3月25日
北海道 室蘭市 室蘭市緑化条例 平成3年6月21日
北海道 帯広市 帯広市自然環境保全条例 平成8年12月13日
北海道 北見市 北見市普通河川管理条例 平成12年12月25日
北海道 北見市 北見市緑化推進条例 平成1年7月6日
北海道 北見市 北見市森林公園条例 平成16年1月21日
北海道 苫小牧市 苫小牧市自然環境保全条例 平成13年9月28日
北海道 稚内市 稚内市メグマ沼自然公園条例 昭和60年6月21日
北海道 芦別市 芦別市自然環境保全条例 昭和52年1月6日
北海道 江別市 江別市緑化推進条例 昭和59年3月31日
北海道 根室市 根室市立自然公園条例 平成9年3月31日
北海道 千歳市 千歳市自然環境保全条例 平成14年9月20日
北海道 千歳市 千歳市緑化条例 平成14年9月20日
北海道 恵庭市 恵庭市水と緑のまちづくり推進条例 平成11年3月31日
北海道 石狩市 石狩市石狩川河口海浜植物等保護条例 平成12年3月30日
北海道 石狩市 石狩市自然保護条例 平成12年10月4日
北海道 上磯町 上磯町緑化条例 昭和52年12月20日
北海道 沼田町 沼田町ほたるの里条例 平成3年4月1日
北海道 沼田町 沼田町ほたるの里保護条例 平成3年4月1日
北海道 美瑛町 美瑛町自然環境保全条例 平成15年3月6日
北海道 占冠村 占冠村立自然公園条例 昭和45年8月12日
北海道 浜頓別町 浜頓別町立自然公園条例 昭和41年5月29日
北海道 美幌町 美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例 昭和48年5月12日
北海道 斜里町 斜里町自然保護条例 平成4年3月17日
北海道 士幌町 士幌町自然環境等保全条例 平成12年4月1日
北海道 豊頃町 豊頃町立自然公園条例 平成4年9月28日
北海道 羅臼町 羅臼町立自然公園条例 昭和42年6月7日
青森県 青森市 青森市横内川水道水源保護条例 平成17年4月1日
青森県 百石町 奥入瀬川の清流を守る条例 平成7年12月21日
青森県 下田町 奥入瀬川の清流を守る条例 平成7年12月20日
岩手県 盛岡市 盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例 平成16年12月27日
岩手県 葛巻町 葛巻町自然環境保護条例 平成7年6月26日
岩手県 松尾村 松尾村自然環境保全条例 平成13年6月25日
岩手県 湯田町 湯田町自然環境保全条例 平成11年3月19日
岩手県 沢内村 沢内村自然環境保全条例 平成12年3月22日
岩手県 金ヶ崎町 金ヶ崎町自然保護林及び保存樹木指定に関する条例 平成10年4月13日
岩手県 藤沢町 藤沢町自然環境整備推進条例 平成10年3月27日
宮城県 白石市 白石市不伐の森条例 平成8年3月6日
秋田県 秋田市 秋田市自然環境保全条例 平成15年3月24日
山形県 長井市 長井市不伐の森条例 平成1年3月27日
山形県 尾花沢市 尾花沢市ブナ共生の森設置及び管理に関する条例 平成5年3月16日
山形県 朝日町 朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例 平成13年9月25日
山形県 大石田町 大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例 昭和63年4月1日
山形県 遊佐町 鳥海山の高山植物及びその他の植物で構成されるお花畠等保護

条例
平成16年3月15日

山形県 平田町 豊かで美しい自然と環境を守る条例 平成15年3月13日
福島県 熱塩加納村 熱塩加納村花ひめさゆり保護条例 平成4年3月19日
福島県 金山町 金山町自然環境保全及び緑化の推進に関する条例 平成13年4月1日
福島県 川内村 川内村自然環境保護条例 昭和53年9月12日
福島県 葛尾村 葛尾村自然公園条例 昭和53年6月1日
茨城県 常陸太田市 常陸太田市環境保全に関する条例 平成14年3月22日
茨城県 牛久市 牛久市みどりと自然のまちづくり条例 平成3年3月30日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市緑の保存と緑化の推進条例 平成6年11月1日
茨城県 守谷市 守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例 平成13年6月21日
茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市自然環境保護林条例 平成16年9月15日
栃木県 那須塩原市 黒磯市希少な野生動植物の保護に関する条例 平成12年9月14日
栃木県 那須塩原市 那須塩原市巨木保護条例 平成17年1月1日
栃木県 芳賀町 清らかな川を守る条例 平成12年3月21日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

群馬県 桐生市 桐生市の緑を育て自然を守る条例 昭和53年9月30日
群馬県 館林市 館林市緑の保護及び緑化推進条例 平成10年12月21日
群馬県 勢多郡東村 東村自然環境保全条例 平成17年3月9日
群馬県 昭和村 昭和村ふるさとを守り育てる条例 平成11年4月1日
埼玉県 所沢市 所沢市緑化推進条例 平成16年3月25日
埼玉県 所沢市 所沢市都市公園条例 平成8年10月1日
埼玉県 春日部市 春日部市緑の保全と緑化の推進に関する条例 昭和63年3月25日
埼玉県 狭山市 狭山市緑化推進及び緑地保全に関する条例 平成3年3月19日
埼玉県 上尾市 上尾市自然環境保全と緑化推進に関する条例 平成9年6月24日
埼玉県 朝霞市 朝霞市緑化推進条例 昭和64年1月6日
埼玉県 志木市 志木市自然再生条例 平成13年10月1日
埼玉県 志木市 志木市みどりの条例 昭和51年3月23日
埼玉県 和光市 和光市緑の保護および緑化推進に関する条例 昭和49年3月25日
埼玉県 新座市 新座市みどりのまちづくり条例 平成11年6月30日
埼玉県 嵐山町 嵐山町の緑を豊かにする条例 平成2年6月25日
埼玉県 江南町 江南町ホタルの保護に関する条例 平成10年9月10日
千葉県 松戸市 松戸市緑の条例 平成14年3月29日
千葉県 習志野市 習志野市自然保護及び緑化の推進に関する条例 昭和52年3月31日
千葉県 柏市 柏市緑を守り育てる条例 平成17年3月22日
千葉県 市原市 市原市緑の保全および推進に関する条例 昭和48年3月31日
千葉県 八千代市 八千代市ふるさとの緑を守る条例 昭和50年4月1日
千葉県 我孫子市 我孫子市手賀沼沿い斜面林保全条例 平成11年3月26日
千葉県 我孫子市 我孫子市緑地等の保全及び緑化の推進に関する条例 平成13年12月28日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市みどりの条例 平成5年12月22日
千葉県 君津市 君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例 昭和52年4月1日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市緑の保全及び推進に関する条例 平成8年12月25日
東京都 港区 港区みどりを守る条例 昭和54年3月17日
東京都 新宿区 新宿区みどりの条例 平成2年11月30日
東京都 文京区 文京区みどりの保護条例 平成14年12月6日
東京都 台東区 台東区みどりの条例 平成13年3月27日
東京都 江東区 江東区みどりの条例 平成11年12月16日
東京都 品川区 品川区みどりの条例 平成14年3月29日
東京都 目黒区 目黒区みどりの条例 平成13年4月1日
東京都 世田谷区 世田谷区みどりの基本条例 平成17年3月14日
東京都 中野区 中野区みどりの保護と育成に関する条例 平成13年3月27日
東京都 豊島区 豊島区みどりの条例 平成14年12月9日
東京都 北区 北区みどりの条例 昭和60年9月30日
東京都 荒川区 荒川区みどりの保護育成条例 平成17年4月1日
東京都 板橋区 板橋区緑化の推進に関する条例 平成17年4月1日
東京都 練馬区 練馬区みどりを保護し回復する条例 平成8年6月26日
東京都 足立区 足立区緑の保護育成条例 昭和51年7月10日
東京都 葛飾区 葛飾区緑の保護と育成に関する条例 平成4年3月18日
東京都 八王子市 市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例 平成17年3月28日
東京都 八王子市 八王子市緑化条例 昭和61年9月30日
東京都 立川市 立川市緑化推進条例 平成12年7月24日
東京都 武蔵野市 武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条例 平成11年3月19日
東京都 三鷹市 三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例 平成12年3月30日
東京都 府中市 府中市自然環境の保全及び育成に関する条例 昭和47年3月29日
東京都 昭島市 昭島市の緑を守り育てる条例 昭和61年4月1日
東京都 調布市 調布市自然環境の保全等に関する条例 平成8年3月26日
東京都 町田市 町田市緑の保全と育成に関する条例 平成12年3月31日
東京都 小金井市 小金井市の地下水及び湧水を保全する条例 平成16年3月8日
東京都 小金井市 小金井市緑地保全及び緑化推進条例 平成12年12月22日
東京都 小平市 小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例 昭和60年3月28日
東京都 日野市 日野市立公園条例 平成15年12月26日
東京都 日野市 日野市緑化推進に関する条例 昭和50年12月27日
東京都 日野市 日野市緑地信託等に関する条例 平成1年7月6日
東京都 東村山市 東村山市緑の保護と育成に関する条例 平成14年3月28日
東京都 国分寺市 国分寺市緑の保護と推進に関する条例 昭和49年2月19日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

東京都 国立市 国立市緑化推進条例 昭和62年12月25日
東京都 福生市 福生市の緑を守り育てる条例 平成16年3月30日
東京都 狛江市 狛江市緑の保全に関する条例 平成11年12月28日
東京都 東大和市 東大和市みどりの保護・育成に関する条例 昭和62年12月15日
東京都 東久留米市 東久留米市のみどりに関する条例 昭和54年6月15日
東京都 武蔵村山市 武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例 平成11年3月8日
東京都 多摩市 多摩市みどりの保全及び育成に関する条例 平成17年3月31日
東京都 稲城市 稲城市における自然環境の保護とみどりの回復に関する条例 平成14年9月30日
東京都 羽村市 羽村市樹林地及び樹木の保存に関する条例 昭和60年3月27日
東京都 あきる野市 ふるさとの緑地保全条例 平成7年9月1日
東京都 西東京市 西東京市みどりの保護と育成に関する条例 平成13年1月21日
東京都 瑞穂町 瑞穂町樹木及び樹林地の保存に関する条例 平成14年12月6日
東京都 大島町 「椿の木」保護育成と回復に関する条例 昭和54年6月30日
東京都 御蔵島村 御蔵島村自然保護条例 平成14年3月29日

神奈川県 平塚市 緑化の推進および緑の保全に関する条例 平成10年12月26日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例 平成9年7月4日
神奈川県 藤沢市 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 平成8年9月20日
神奈川県 小田原市 小田原市緑と生き物を守り育てる条例 平成13年6月29日
神奈川県 逗子市 逗子市の良好な都市環境をつくる条例 平成14年3月6日
神奈川県 逗子市 逗子市みどり条例 平成13年12月26日
神奈川県 秦野市 秦野市みどり条例 平成12年12月18日
神奈川県 大和市 大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例 平成11年4月1日
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 平成12年4月1日
神奈川県 寒川町 寒川町緑の保全及び緑化に関する条例 平成17年3月28日
新潟県 柏崎市 柏崎市雪割草保護条例 平成17年3月22日
新潟県 新発田市 新発田市自然環境保全条例 昭和49年3月15日
新潟県 加茂市 加茂市自然環境保全条例 平成8年2月28日
新潟県 十日町市 松之山町ブナ条例 平成8年6月26日
新潟県 妙高市 妙高市の自然環境を守る条例 平成12年3月24日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市緑地保全条例 平成16年11月1日
新潟県 村松町 村松町自然環境保全条例 平成5年7月12日
新潟県 巻町 巻町ほたるの里公園条例 平成17年3月25日
新潟県 巻町 巻町ほたる保護条例 平成6年3月23日
新潟県 巻町 巻町雪割草保護条例 平成6年3月23日
新潟県 巻町 巻町自然環境保全条例 平成11年10月7日
新潟県 田上町 田上町緑化推進条例 昭和50年6月26日
新潟県 高柳町 高柳町の花・ゆきわり草保護条例 平成2年3月24日
新潟県 刈羽村 刈羽村雪割草保護条例 平成5年3月12日
新潟県 西山町 西山町雪割草保護条例 平成2年6月27日
新潟県 関川村 関川村自然環境保全条例 昭和57年2月22日
富山県 高岡市 高岡市緑化条例 昭和57年3月27日
富山県 新湊市 新湊市緑化推進条例 平成12年3月23日
富山県 福岡町 福岡町緑化推進条例 平成15年3月17日
石川県 金沢市 金沢市自然環境保全条例 平成16年6月23日
石川県 加賀市 加賀市健民自然園条例 平成6年6月30日
石川県 加賀市 加賀市自然環境保全条例 平成16年6月25日
石川県 加賀市 大聖寺捕鴨猟区条例 平成15年3月20日
石川県 門前町 門前町雪割草保護条例 平成14年12月20日
福井県 和泉村 和泉村自然風物保護に関する条例 昭和52年9月9日
福井県 和泉村 和泉村環境保全条例 平成8年9月26日
福井県 名田庄村 清らかな南川づくり条例 平成15年7月1日
福井県 名田庄村 名田の荘郷づくり構想に関わる自然にやさしい郷づくり条例 平成15年7月1日
山梨県 身延町 身延町自然環境保全条例 平成16年9月13日
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町自然環境を守り育む条例 平成15年11月15日
長野県 長野市 長野市自然環境保全条例 平成15年6月25日
長野県 諏訪市 諏訪市自然環境保護条例 平成12年3月28日
長野県 中野市 中野市自然保護条例 平成17年4月1日
長野県 飯山市 飯山市自然保護条例 平成12年3月27日
長野県 茅野市 茅野市ふれあい里山づくり条例 平成16年3月30日
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長野県 茅野市 茅野市生活環境保全条例 平成11年3月30日
長野県 小海町 小海町自然保護条例 平成1年3月23日
長野県 川上村 川上村自然保護環境保全条例 昭和51年1月31日
長野県 南相木村 南相木村自然保護条例 平成5年3月19日
長野県 長門町 長門町自然環境保全条例 平成14年3月22日
長野県 辰野町 辰野町ホタル保護条例 平成15年3月17日
長野県 飯島町 飯島町自然環境保全条例 平成15年6月25日
長野県 南箕輪村 南箕輪村自然環境保全条例 昭和50年12月20日
長野県 長谷村 長谷村自然環境保全条例 平成10年4月1日
長野県 宮田村 宮田村自然環境保全条例 平成9年3月17日
長野県 阿智村 阿智村自然環境保全条例 昭和48年9月27日
長野県 浪合村 浪合村開発基本条例 平成6年6月22日
長野県 平谷村 平谷村花木類保護条例 昭和47年6月28日
長野県 平谷村 平谷村自然環境保全条例 平成14年10月12日
長野県 根羽村 根羽村自然環境保全条例 平成16年3月10日
長野県 大鹿村 大鹿村自然保護条例 昭和62年3月16日
長野県 坂北村 坂北村自然保護条例 昭和51年1月13日
長野県 池田町 池田町環境保全に関する条例 平成12年3月21日
長野県 松川村 松川村自然環境保全条例 平成11年3月31日
長野県 木島平村 木島平村自然保護条例 平成5年12月20日
長野県 牟礼村 牟礼村自然環境保全条例 平成12年6月22日
長野県 三水村 三水村環境保全条例 平成13年5月16日
長野県 栄村 栄村自然環境保護条例 平成2年6月19日
岐阜県 岐阜市 岐阜市自然環境の保全に関する条例 平成15年3月31日
岐阜県 大垣市 大垣市緑を育み生かす条例 平成16年3月24日
岐阜県 関市 関市生活環境保全条例 昭和46年3月15日
岐阜県 土岐市 土岐市生活環境保全に関する条例 平成11年3月30日
岐阜県 各務原市 各務原市緑の条例 平成13年3月30日
岐阜県 可児市 可児市ほたる保護条例 昭和57年6月19日
岐阜県 山県市 山県市イワザクラ保護条例 平成15年4月1日
岐阜県 山県市 山県市蛍保護条例 平成15年4月1日
岐阜県 郡上市 郡上市自然環境保護条例 平成16年3月1日
岐阜県 富加町 富加町生活環境の確保に関する条例 昭和55年3月17日
岐阜県 七宗町 七宗町鉱、植物の保護育成に関する条例 昭和39年7月25日
岐阜県 八百津町 八百津町自然環境の確保に関する条例 昭和48年10月1日
岐阜県 白川町 白川町自然保護条例 昭和47年3月15日
岐阜県 東白川村 東白川村自然環境保全条例 平成9年4月1日
岐阜県 白川村 森林等の適正利用による動植物の保護条例 平成14年3月28日
静岡県 富士宮市 富士宮市自然環境の保全及び育成に関する条例 平成15年12月12日
静岡県 天竜市 天竜市古山地域に生存する野生動植物の保護に関する条例 平成9年3月28日
静岡県 菊川市 小笠町ほたる保護条例 平成16年6月8日
静岡県 南伊豆町 南伊豆町ウミガメ保護条例 平成9年3月12日
静岡県 引佐町 引佐町ギフチョウの保護に関する条例 平成2年3月7日
愛知県 春日井市 春日井市の自然環境の保全を推進する条例 平成16年12月16日
愛知県 春日井市 春日井市緑化の推進に関する条例 平成17年4月1日
愛知県 津島市 津島市みどりのふるさとをつくる条例 昭和52年3月30日
愛知県 犬山市 犬山市都市公園条例 平成12年3月31日
愛知県 稲沢市 稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 昭和60年10月1日
三重県 宮川村 キャンプ地の指定に関する条例 平成11年3月23日
三重県 南島町 南島町自然保護条例 昭和48年9月26日
三重県 度会町 度会町自然保護に関する条例 昭和47年3月21日
三重県 大紀町 大内山村環境保全条例 平成17年2月14日
三重県 紀宝町 紀宝町海ガメ保護条例 昭和63年6月30日
三重県 紀和町 紀和町きらずの森の設置及び管理に関する条例 平成3年6月27日
滋賀県 大津市 大津市の自然環境の保全と増進に関する条例 平成7年9月25日
滋賀県 守山市 守山市ほたる条例 平成12年4月1日
滋賀県 米原市 山東町蛍保護条例 平成9年3月18日
滋賀県 浅井町 浅井町蛍保護条例 平成2年6月30日
滋賀県 虎姫町 虎姫町蛍保護条例 平成7年3月22日
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滋賀県 湖北町 湖北町蛍保護条例 昭和52年4月1日
京都府 八幡市 八幡市みどりの条例 平成3年3月28日
京都府 京田辺市 京田辺市土採取事業規制に関する条例 平成15年4月1日
京都府 京田辺市 京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例 平成15年4月1日
京都府 井手町 井手町源氏ボタル保護条例 平成11年9月1日
京都府 美山町 美山町河鹿蛙保護条例 昭和44年8月18日
京都府 美山町 美山町ホタル保護条例 平成10年3月27日
大阪府 吹田市 吹田市みどりの保護及び育成に関する条例 平成9年10月13日
大阪府 高槻市 高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例 平成16年9月30日
大阪府 守口市 みどりの環境をつくる条例 昭和53年12月14日
大阪府 八尾市 八尾市緑化条例 平成8年3月29日
大阪府 交野市 交野市自然環境の保全等に関する条例 平成13年1月10日
兵庫県 姫路市 姫路市自然保護条例 平成13年4月1日
兵庫県 西宮市 自然と共生するまちづくりに関する条例 平成17年3月30日
兵庫県 伊丹市 伊丹市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例 昭和60年10月1日
兵庫県 赤穂市 赤穂市自然環境の保全に関する条例 平成13年3月16日
兵庫県 宝塚市 宝塚市自然環境の保全と緑化の推進に関する条例 昭和57年10月1日
兵庫県 丹波市 丹波市自然保護条例 平成16年11月1日
兵庫県 加美町 自然保護条例 昭和48年5月17日
兵庫県 八千代町 全町公園化条例 平成4年3月31日
兵庫県 神崎町 神崎町自然保護条例 昭和47年7月1日
兵庫県 市川町 市川町自然保護条例 平成6年3月31日
兵庫県 福崎町 福崎町自然保護条例 昭和61年4月1日
兵庫県 大河内町 大河内町自然保護条例 昭和47年10月2日
兵庫県 上月町 上月町自然保護条例 昭和47年8月1日
兵庫県 安富町 安富町自然保護条例 昭和46年9月24日
奈良県 平群町 平群町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成9年4月1日
奈良県 曽爾村 曽爾村自然環境保全条例 平成15年3月28日

和歌山県 和歌山市 和歌山市緑を守る条例 昭和48年3月31日
和歌山県 白浜町 緑をつくり守る条例 昭和52年9月1日
和歌山県 白浜町 白浜町蛍保護条例 昭和48年7月14日
和歌山県 串本町 串本町自然保護条例 昭和48年12月24日
鳥取県 鳥取市 鳥取市自然保護及び環境保全条例 平成16年3月25日
鳥取県 倉吉市 倉吉市の緑を守り育てる条例 平成15年9月29日
島根県 松江市 松江市緑地及び自然環境の保全に関する条例 平成17年3月31日
島根県 出雲市 平田市在来生態系保護条例 平成15年4月1日
島根県 大田市 大田市自然環境保全条例 平成8年3月26日
島根県 金城町 金城町生活環境保全林設置及び管理に関する条例 平成7年6月28日
岡山県 倉敷市 倉敷市自然環境保全条例 平成11年12月22日
岡山県 建部町 建部町草木類及びホタル保護育成に関する条例 昭和59年6月1日
岡山県 新庄村 新庄村自然保護条例 昭和56年9月28日
岡山県 勝央町 勝央町自然環境保全及び回復育成条例 平成3年12月16日
岡山県 西粟倉村 西粟倉村自然保護条例 昭和47年8月1日
山口県 下関市 菊川町ほたる保護条例 平成13年12月27日
山口県 下関市 下関市ほたる保護条例 平成13年12月25日
山口県 下関市 豊浦町ほたる保護条例 平成13年12月26日
山口県 下関市 豊田町ほたるの里環境保全条例 平成9年3月25日
山口県 下関市 豊田町ホタル保護条例 平成13年12月25日
山口県 下関市 豊北町ホタル保護条例 平成14年3月4日
山口県 萩市 萩市緑を守る条例 平成17年3月6日
山口県 周防大島町 周防大島町環境基本条例 平成16年10月1日
徳島県 吉野川市 吉野川市ほたる保護条例 平成16年10月1日
徳島県 阿波市 阿波市地域環境保全林の設置及び管理に関する条例 平成17年4月1日
徳島県 勝浦町 勝浦町自然環境保全条例 平成15年3月24日
香川県 内海町 内海町自然環境保全条例 昭和54年9月29日
香川県 土庄町 土庄町自然環境保全条例 昭和48年4月1日
香川県 塩江町 塩江町自然保護条例 昭和61年3月26日
香川県 綾上町 綾上町自然保護条例 昭和47年3月30日
香川県 琴南町 琴南町自然愛護条例 昭和46年3月12日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

愛媛県 松山市 松山市自然環境保全条例 平成14年3月20日
愛媛県 久万高原町 面河村自然保護条例 昭和48年12月24日
高知県 高知市 鏡川清流保全条例 平成13年7月1日
高知県 高知市 高知市里山保全条例 平成12年4月1日
高知県 高知市 高知市ほたる条例 平成6年10月1日
高知県 安芸市 安芸市ほたる条例 平成9年3月28日
高知県 南国市 南国市ほたる保護条例 昭和61年6月24日
高知県 芸西村 芸西村ホタル保護条例 平成15年3月17日
高知県 香我美町 香我美町ホタル保護条例 昭和62年3月18日
高知県 土佐山田町 土佐山田町蛍保護条例 平成9年3月25日
高知県 野市町 野市町ホタル保護条例 平成4年10月6日
高知県 夜須町 夜須町ホタル保護条例 昭和61年6月19日
高知県 香北町 香北町ホタル保護条例 昭和61年3月19日
高知県 土佐町 土佐町環境保全条例 平成15年4月12日
高知県 大川村 大川村自然保護条例 昭和62年3月19日
高知県 池川町 池川町の河川、森林、環境等の再生に関する条例 平成15年9月18日
高知県 春野町 春野町ほたる保護条例 平成2年7月9日
高知県 吾川村 長坂山森林公園設置条例 平成7年3月17日
高知県 吾川村 吾川村自然環境保全条例 平成2年9月18日
高知県 いの町 いの町ほたる保護条例 平成16年10月1日
高知県 佐川町 佐川町清流保全条例 平成8年9月30日
高知県 佐川町 佐川町ホタル保護育成条例 平成3年3月19日
高知県 梼原町 梼原町森林づくり基本条例 平成12年9月19日
高知県 日高村 日高村ホタル保護条例 昭和62年6月26日
高知県 佐賀町 佐賀町伊与木川清流保全条例 昭和46年12月24日
高知県 大正町 大正町ホタル保護条例 平成13年4月20日
高知県 西土佐村 自然保護条例 昭和55年3月24日
福岡県 久留米市 久留米市緑化推進条例 平成16年12月28日
福岡県 山田市 山田市自然環境保全条例 平成12年3月28日
福岡県 大野城市 大野城市のみどりを守り育てる条例 昭和50年7月4日
福岡県 大野城市 大野城市自然環境保護条例 平成3年3月22日
福岡県 古賀市 古賀市森林緑地環境保全条例 平成17年3月29日
福岡県 福津市 福津市ウミガメ保護条例 平成17年1月24日
福岡県 那珂川町 那珂川町ホタル保護条例 平成3年6月29日
福岡県 若宮町 若宮町自然環境保護条例 平成4年3月19日
福岡県 桂川町 桂川町自然保護条例 平成3年12月16日
福岡県 碓井町 碓井町自然環境保護条例 平成3年10月15日
福岡県 嘉穂町 嘉穂町自然環境保護条例 平成2年12月21日
福岡県 筑穂町 筑穂町自然環境保護条例 昭和63年6月28日
福岡県 穂波町 穂波町自然環境保護条例 昭和63年12月22日
福岡県 筑前町 筑前町自然環境保全条例 平成17年3月22日
福岡県 東峰村 東峰村自然環境保全条例 平成17年3月28日
福岡県 立花町 立花町ほたる保護条例 昭和57年9月28日
福岡県 方城町 方城町自然環境保護条例 平成5年3月19日
福岡県 大任町 大任町しじみ育成保護条例 平成7年12月22日
福岡県 赤村 赤村ホタル保護条例 平成11年9月29日
長崎県 松浦市 松浦市の環境を美しくする条例 平成6年3月29日
熊本県 熊本市 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例 平成15年3月17日
熊本県 植木町 植木町の自然と生活環境を守る条例 平成4年6月20日
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村自然環境保全条例 平成17年2月13日
熊本県 芦北町 芦北町ほたる保護条例 平成17年1月1日
大分県 大分市 大分市緑の保全及び創造に関する条例 平成13年3月29日
大分県 大分市 大分市名木保存条例 平成13年3月29日
大分県 竹田市 竹田市自然環境保護条例 平成17年4月1日
大分県 国見町 国見町自然環境保全条例 昭和50年3月22日
大分県 国東町 国東町自然環境保護条例 昭和48年6月27日
大分県 武蔵町 武蔵町自然環境保護条例 平成3年9月27日
宮崎県 宮崎市 宮崎市緑のまちづくり条例 平成14年12月13日
宮崎県 延岡市 延岡市緑化美化推進条例 昭和48年7月12日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

宮崎県 日向市 日向市の環境と自然を守る条例 平成15年3月20日
宮崎県 綾町 綾町の自然を守る条例 昭和50年3月28日
宮崎県 新富町 新富町の環境をまもる条例 平成6年3月25日
宮崎県 西米良村 西米良村の環境をよくする条例 平成13年3月26日
宮崎県 東郷町 東郷町民の生活環境と自然をまもる条例 平成1年7月6日
宮崎県 諸塚村 諸塚村森林公園管理条例 平成12年3月22日
宮崎県 諸塚村 諸塚村自然環境保護条例 昭和49年8月1日
宮崎県 高千穂町 高千穂町自然保護条例 昭和47年10月11日
宮崎県 日之影町 日之影町自然保護条例 昭和50年3月20日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例 平成16年3月23日
鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市自然保護条例 平成16年10月12日
鹿児島県 三島村 三島村自然保護条例 平成4年9月30日
鹿児島県 十島村 十島村自然環境保全条例 平成4年6月16日
鹿児島県 笠沙町 笠沙町自然保護条例 昭和58年6月22日
鹿児島県 坊津町 坊津町自然保護条例 平成4年10月5日
鹿児島県 吹上町 吹上町海浜保護条例 昭和63年6月24日
鹿児島県 長島町 長島町自然保護条例 昭和48年7月9日
鹿児島県 中種子町 中種子町自然保護条例 昭和48年6月21日
鹿児島県 南種子町 南種子町自然保護条例 平成4年6月23日
鹿児島県 上屋久町 上屋久町自然保護条例 昭和48年3月20日
鹿児島県 屋久町 屋久町水と緑のふるさと環境条例 平成7年3月27日
鹿児島県 大和村 大和村における野生生物の保護に関する条例 平成14年6月22日
鹿児島県 瀬戸内町 瀬戸内町自然保護条例 平成10年3月18日
鹿児島県 喜界町 オオゴマダラ保護条例 平成1年3月24日
鹿児島県 喜界町 喜界町自然保護条例 昭和48年6月30日
鹿児島県 徳之島町 徳之島町自然保護条例 昭和49年9月28日
鹿児島県 天城町 天城町自然保護条例 昭和48年9月29日
鹿児島県 伊仙町 伊仙町自然保護条例 昭和48年9月28日
鹿児島県 知名町 知名町自然環境保全条例 昭和56年4月10日
鹿児島県 与論町 与論町自然保護条例 平成14年10月20日
沖縄県 平良市 平良市自然環境保全条例 平成9年4月7日
沖縄県 石垣市 石垣自然環境保全条例 平成3年12月20日
沖縄県 伊江村 伊江村自然保護に関する条例 昭和58年3月31日
沖縄県 中城村 中城村自然環境の確保に関する条例 平成10年7月1日
沖縄県 渡嘉敷村 渡嘉敷村自然風物保護条例 昭和60年6月27日
沖縄県 伊是名村 伊是名村自然風物保護条例 平成7年6月28日
沖縄県 城辺町 城辺町自然保護条例 昭和62年7月2日
沖縄県 竹富町 竹富町自然環境保護条例 平成8年3月27日
沖縄県 与那国町 与那国町自然保護条例 昭和60年4月1日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   350

平成17年4月1日現在条例数   391
平成16年度に制定・改正された条例数    35



表１－(12)－ア 鳥獣保護関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

栃木県 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例 平成13年3月27日
東京都 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 平成15年3月14日
広島県 広島県野生生物の種の保護に関する条例 平成12年3月27日

平成17年4月1日現在制定団体数   3
平成17年4月1日現在条例数   3

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(12)－イ 鳥獣保護関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

山形県 八幡町 八幡町イヌワシ保護対策協議会条例 平成10年3月25日
福島県 いわき市 いわき市鳥獣飼養登録票交付等手数料条例 平成15年3月28日
群馬県 新治村 猿の餌付け禁止条例 平成13年3月22日
東京都 世田谷区 世田谷区人と動物との調和のとれた共生に関する条例 平成15年12月9日
東京都 御蔵島村 御蔵島動植物の保護に関する条例 平成14年3月29日
新潟県 長岡市 長岡市稀少生物の保護等に関する条例 平成17年3月22日

鹿児島県 名瀬市 名瀬市希少野生動植物の保護に関する条例 平成17年3月25日
沖縄県 沖縄市 沖縄市鳥獣の捕獲及び飼養の許可等に関する条例 平成13年9月28日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   8
平成17年4月1日現在条例数   8

平成16年度に制定・改正された条例数   2



表１－(13)－ア 温泉条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

岩手県 温泉法施行条例 平成14年3月29日
宮城県 公衆浴場法施行条例 平成15年3月20日
大分県 大分県温泉法施行条例 平成14年3月29日
静岡市 静岡市温泉条例 平成15年4月1日

平成17年4月1日現在制定団体数   4
平成17年4月1日現在条例数   4

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(13)－イ 温泉条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市温泉供給条例 平成16年11月17日
北海道 旭川市 旭川市温泉法施行条例 平成14年3月27日
北海道 豊浦町 豊浦町温泉条例 平成5年9月30日
北海道 洞爺村 洞爺村温泉給湯施設条例 昭和60年12月24日
秋田県 湯沢市 皆瀬村温泉条例 平成17年3月21日
秋田県 角館町 角館町温泉条例 昭和42年10月5日
山形県 尾花沢市 尾花沢市銀山温泉館設置条例 昭和49年6月21日
山形県 尾花沢市 尾花沢市徳良湖温泉施設の設置及び管理に関する条例 平成16年6月14日
群馬県 草津町 草津町温泉条例 平成13年12月18日
長野県 丸子町 国民保養温泉地丸子温泉郷の環境保全に関する条例 昭和55年3月29日
愛知県 犬山市 犬山市温泉給水条例 平成14年3月29日
兵庫県 温泉町 温泉町温泉開発条例 昭和57年3月29日
兵庫県 温泉町 温泉町温泉管理条例 平成9年6月30日
兵庫県 温泉町 湯村温泉保護利用条例 昭和58年10月5日
岡山県 真庭市 真庭市温泉条例 平成17年3月31日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   12
平成17年4月1日現在条例数   15

平成16年度に制定・改正された条例数    4



表１－(14)－ア 環境美化、ポイ捨て防止関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成15年3月14日
青森県 青森県空き缶等散乱防止条例 平成11年12月24日
宮城県 環境美化の促進に関する条例 平成12年3月28日
秋田県 秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成13年3月16日
埼玉県 埼玉県ごみの散乱防止に関する条例 平成12年10月20日
山梨県 山梨県空き缶等の散乱防止に関する条例 平成12年3月29日
愛知県 空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例 平成12年3月28日
滋賀県 滋賀県ごみの散乱防止に関する条例 平成13年10月12日
奈良県 落書きのない美しい奈良をつくる条例 平成13年7月1日
鳥取県 鳥取県環境美化の促進に関する条例 平成9年6月23日
香川県 香川県環境美化の促進に関する条例 平成13年7月17日
福岡県 福岡県ごみ散乱防止条例 平成5年3月30日
長崎県 長崎県環境美化の推進に関する条例 平成11年12月27日
大分県 美しく快適な大分県づくり条例 平成16年3月31日
沖縄県 ちゅら島環境美化条例 平成14年3月30日
札幌市 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 平成16年12月14日
仙台市 ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例 平成11年3月16日

さいたま市 さいたま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

平成13年5月1日

さいたま市 さいたま市空き地の環境保全に関する条例 平成17年3月25日
千葉市 千葉市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成10年3月29日
千葉市 千葉市放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年3月19日
横浜市 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例 平成7年9月25日
川崎市 川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例 平成7年3月20日

名古屋市 名古屋市空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例 平成11年3月29日
京都市 京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条

例
平成9年6月18日

大阪市 大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例 平成7年11月1日
神戸市 神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防止等に関する条例 平成9年4月10日
広島市 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例 平成15年7月10日

北九州市 北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成8年3月29日
福岡市 福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例 平成5年3月29日
福岡市 福岡市自転車の放置防止に関する条例 平成13年10月1日
福岡市 福岡市ピンクちらし等の根絶に関する条例 平成15年3月13日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   28

平成17年4月1日現在条例数   32
平成16年度に制定・改正された条例数    2



表１－(14)－イ 環境美化、ポイ捨て防止関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市空き地の雑草等の除去に関する条例 平成16年3月25日
北海道 函館市 函館市ごみの散乱防止に関する条例 平成13年6月27日
北海道 旭川市 旭川市ごみのポイ捨て禁止条例 平成9年3月31日
北海道 釧路市 釧路市みんなできれいな街にする条例 平成12年9月22日
北海道 網走市 網走市ポイ捨てゼロ条例 平成13年9月27日
北海道 苫小牧市 苫小牧市ぽい捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成10年7月7日
北海道 美唄市 美唄市空き地の環境保全に関する条例 昭和54年3月20日
北海道 士別市 士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する

条例
平成15年12月12日

北海道 根室市 根室市ポイ捨て等防止条例 平成11年6月22日
北海道 富良野市 富良野市まちをきれいにする条例 平成13年3月9日
北海道 恵庭市 きれいなまちづくり条例 平成15年3月31日
北海道 伊達市 伊達市環境美化条例 平成16年3月26日
北海道 石狩市 石狩市環境美化推進条例 平成12年10月4日
北海道 当別町 当別町空き地の環境保全に関する条例 平成15年6月25日
北海道 当別町 当別町廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例 平成7年12月22日
北海道 上磯町 上磯町空き地の環境向上に関する条例 平成9年3月17日
北海道 大野町 大野町空き地の環境保全に関する条例 平成2年9月26日
北海道 長万部町 長万部町空き地及び空き家等の環境保全に関する条例 平成1年5月19日
北海道 黒松内町 黒松内町ごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成14年3月19日
北海道 ニセコ町 ニセコ町ごみ散乱防止に関する条例 平成10年9月25日
北海道 沼田町 沼田町美しい環境づくり条例 平成14年7月2日
北海道 愛別町 愛別町ごみのポイ捨て禁止条例 平成13年3月13日
北海道 東川町 美しい東川の風景を守り育てる条例 平成14年1月1日
北海道 歌登町 歌登町生活環境美化条例 昭和61年9月16日
北海道 滝上町 滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例 平成12年12月15日
北海道 追分町 追分町空き缶等のポイ捨て及びペットのふん放置防止条例 平成11年3月25日
北海道 士幌町 士幌町投げ捨て防止に関する条例 平成10年10月1日
北海道 鹿追町 鹿追町ポイ捨て等防止に関する条例 平成8年12月20日
北海道 清水町 清水町ごみ散乱等防止に関する条例 平成14年9月18日
北海道 芽室町 芽室町ごみの散乱等防止に関する条例 平成14年3月7日
北海道 大樹町 大樹町あき地の環境保全に関する条例 平成12年3月27日
北海道 本別町 本別町ごみの散乱等防止に関する条例 平成12年4月1日
北海道 陸別町 陸別町まちをきれいにする条例 平成14年12月13日
北海道 釧路町 釧路町空き地の環境保全に関する条例 平成10年3月13日
北海道 阿寒町 阿寒町空き缶等ごみの散乱防止に関する条例 平成12年3月29日
北海道 中標津町 中標津町きれいな街にする条例 平成14年1月21日
岩手県 紫波町 紫波町ごみポイ捨て禁止条例 平成10年12月22日
岩手県 大迫町 大迫町ごみの散乱防止に関する条例 平成13年6月28日
岩手県 石鳥谷町 石鳥谷町ごみポイ捨て禁止条例 平成12年3月22日
岩手県 花泉町 花泉町空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成10年3月10日
岩手県 田野畑村 田野畑村空き缶等の投棄の禁止に関する条例 平成16年3月29日
宮城県 石巻市 石巻市環境美化の促進に関する条例 平成13年3月22日
宮城県 塩竈市 塩竈市環境美化の促進に関する条例 平成12年9月29日
宮城県 古川市 古川市環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月20日
宮城県 気仙沼市 気仙沼市ごみの散乱防止条例 平成12年6月30日
宮城県 白石市 白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成9年12月24日
宮城県 名取市 名取市環境の美化の促進に関する条例 昭和59年12月21日
宮城県 角田市 環境美化の促進に関する条例 平成4年3月27日
宮城県 多賀城市 多賀城市環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月5日
宮城県 岩沼市 環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月13日
宮城県 東松島市 東松島市環境美化の促進に関する条例 平成17年4月1日
宮城県 蔵王町 蔵王町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月30日
宮城県 七ヶ宿町 七ヶ浜町環境美化の促進に関する条例 昭和59年12月21日
宮城県 大河原町 大河原町環境美化の促進に関する条例 平成4年3月23日
宮城県 村田町 村田町環境美化の促進に関する条例 平成8年12月25日
宮城県 柴田町 柴田町環境美化の促進に関する条例 平成4年3月30日
宮城県 川崎町 川崎町環境美化の促進に関する条例 平成4年3月6日

団 体 名
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宮城県 丸森町 丸森町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月16日
宮城県 亘理町 亘理町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月12日
宮城県 山元町 山元町環境美化の推進に関する条例 昭和60年4月1日
宮城県 松島町 松島町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月6日
宮城県 利府町 利府町あき地雑草等の除去に関する条例 昭和58年6月22日
宮城県 利府町 利府町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月18日
宮城県 大和町 大和町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月30日
宮城県 大郷町 大郷町環境美化の促進に関する条例 平成4年3月16日
宮城県 富谷町 富谷町環境美化の促進に関する条例 平成14年9月30日
宮城県 大衡村 大衡村環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月15日
宮城県 色麻町 色麻町環境美化の促進に関する条例 昭和60年4月1日
宮城県 加美町 加美町環境美化の促進に関する条例 平成15年4月1日
宮城県 松山町 松山町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月20日
宮城県 鹿島台町 鹿島台町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月18日
宮城県 岩出山町 岩出山町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月1日
宮城県 鳴子町 鳴子町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月13日
宮城県 涌谷町 涌谷町を清潔で美しいまちにする条例 平成13年4月1日
宮城県 田尻町 環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月20日
宮城県 小牛田町 小牛田町美しい町づくり推進条例 平成7年4月1日
宮城県 南郷町 南郷町環境美化の促進に関する条例 昭和59年12月21日
宮城県 女川町 女川町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月27日
宮城県 志津川町 志津川町環境美化の促進に関する条例 平成13年6月27日
宮城県 本吉町 本吉町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月15日
宮城県 唐桑町 唐桑町環境美化条例 平成14年3月22日
宮城県 歌津町 歌津町ポイ捨て禁止及び環境美化を推進する条例 平成14年6月30日
秋田県 由利本荘市 由利本荘市住みよい環境づくり条例 平成17年3月22日
秋田県 大潟村 大潟村をきれいにする条例 平成9年6月9日
秋田県 雄物川町 雄物川町環境美化条例 平成10年6月26日
山形県 山形市 山形市空き缶等散乱防止条例 平成11年12月24日
山形県 鶴岡市 鶴岡市空き缶等の散乱等の防止に関する条例 平成16年3月29日
山形県 長井市 ポイ捨て等防止条例 平成16年3月25日
山形県 金山町 金山町環境美化の推進に関する条例 平成9年3月10日
山形県 最上町 最上町美化推進及び美観の保護に関する条例 平成4年12月21日
山形県 舟形町 舟形町環境美化推進条例 平成12年6月12日
山形県 真室川町 真室川町環境美化推進条例 平成8年3月18日
山形県 大蔵村 大蔵村環境美化推進条例 平成11年3月10日
山形県 鮭川村 鮭川村環境美化推進条例 平成10年3月27日
山形県 松山町 松山町空き缶等散乱防止条例 平成10年3月20日
福島県 福島市 福島市ポイ捨てのない美しいまちづくり条例 平成16年3月29日
福島県 会津若松市 会津若松市生活環境の保全等に関する条例 平成12年3月31日
福島県 郡山市 郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例 平成10年10月12日
福島県 いわき市 いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例 平成12年3月29日
福島県 須賀川市 須賀川市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成11年9月29日
福島県 喜多方市 喜多方市ポイ捨て等の防止に関する条例 平成15年3月26日
福島県 相馬市 相馬市快適なまちづくり推進条例 平成14年3月20日
福島県 田村市 田村市空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条

例
平成17年3月1日

福島県 伊達町 伊達町ポイ捨て及び犬の糞の放置防止に関する条例 平成15年3月24日
福島県 白沢村 白沢村の美しい環境をつくる条例 平成11年6月17日
福島県 東和町 ごみの散乱のないまちづくりに関する条例 平成12年12月19日
福島県 鏡石町 鏡石町美しいまちづくり推進条例 平成9年3月21日
福島県 舘岩村 舘岩村環境美化条例 平成3年3月16日
福島県 北塩原村 北塩原村の環境を良くする条例 平成5年12月22日
福島県 猪苗代町 猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例 平成7年12月26日
福島県 会津坂下町 会津坂下町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例 平成12年3月21日
福島県 河東町 河東町住みよい環境づくり条例 平成16年6月25日
福島県 会津高田町 会津高田町ポイ捨て防止に関する条例 平成11年10月7日
福島県 会津本郷町 会津本郷町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例 平成14年3月20日
福島県 新鶴村 新鶴村ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例 平成14年3月20日
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福島県 塙町 塙町環境美化条例 平成11年12月21日
福島県 玉川村 玉川村環境美化条例 平成13年4月1日
福島県 三春町 三春町ポイ捨て等の防止に関する条例 平成13年3月28日
福島県 小野町 小野町ポイ捨て等の防止に関する条例 平成12年9月28日
福島県 広野町 広野町環境美化条例 平成7年3月22日
福島県 富岡町 富岡町環境美化条例 平成12年12月25日
福島県 川内村 川内村環境美化条例 平成6年9月19日
茨城県 水戸市 水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例 平成8年3月27日
茨城県 水戸市 水戸市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成6年3月30日
茨城県 日立市 日立市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成11年12月22日
茨城県 日立市 日立市飼い犬のふん害の防止に関する条例 平成11年12月22日
茨城県 土浦市 土浦市さわやか環境条例 平成9年12月24日
茨城県 結城市 結城市あき地等の環境保全に関する条例 昭和49年10月1日
茨城県 結城市 結城市ごみ等の散乱防止に関する条例 平成8年12月19日
茨城県 龍ヶ崎市 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和61年3月18日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市ごみのないきれいなまちにする条例 平成10年6月16日
茨城県 下妻市 下妻市空き地の除草に関する条例 平成13年10月5日
茨城県 常陸太田市 常陸太田市空き缶回収に関する条例 昭和58年12月27日
茨城県 常陸太田市 常陸太田市ごみ等の散乱の防止に関する条例 平成10年3月24日
茨城県 北茨城市 北茨城市あき地の適正管理に関する条例 昭和52年3月4日
茨城県 北茨城市 北茨城市空き缶等回収に関する条例 平成14年12月24日
茨城県 取手市 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成17年3月25日
茨城県 取手市 取手市まちをきれいにする条例 平成10年12月25日
茨城県 牛久市 牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成14年3月25日
茨城県 牛久市 牛久市環境美化の推進に関する条例 平成16年3月26日
茨城県 つくば市 つくば市空缶回収条例 昭和63年3月21日
茨城県 つくば市 つくば市空き地除草条例 平成4年1月28日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市空き缶等回収に関する条例 平成6年11月1日
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市まちをきれいにする条例 平成13年10月12日
茨城県 潮来市 潮来市環境美化条例 平成17年1月1日
茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市空き地除草条例 平成16年9月15日
茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市空閑地信託条例 昭和48年9月20日
茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市ごみの散乱防止に関する条例 平成16年9月15日
茨城県 那珂市 那珂市ごみの散乱防止に関する条例 平成17年1月21日
茨城県 坂東市 坂東市環境美化に関する条例 平成17年3月22日
茨城県 坂東市 坂東市空き地等の環境保全に関する条例 平成17年3月22日
茨城県 稲敷市 稲敷市環境美化条例 平成17年3月22日
茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市環境美化に関する条例 平成17年3月28日
茨城県 茨城町 茨城町空き缶回収に関する条例 昭和59年3月19日
茨城県 小川町 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和50年10月1日
茨城県 小川町 小川町空き缶回収に関するする条例 昭和58年12月17日
茨城県 美野里町 美野里町環境美化条例 平成11年3月23日
茨城県 大洗町 大洗町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成7年3月27日
茨城県 城里町 城里町空き缶等回収に関する条例 平成17年2月1日
茨城県 岩間町 岩間町すみよい環境条例 平成11年1月1日
茨城県 岩瀬町 岩瀬町空き缶回収に関する条例 昭和58年12月22日
茨城県 岩瀬町 岩瀬町空き地等の環境保全に関する条例 平成6年6月24日
茨城県 東海村 空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例 昭和55年12月24日
茨城県 東海村 東海村空き缶及び空き瓶回収に関する条例 昭和59年3月23日
茨城県 鉾田町 鉾田町空き缶等回収に関する条例 昭和59年3月31日
茨城県 麻生町 麻生町ごみの散乱防止に関する条例 平成8年12月16日
茨城県 美浦村 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和58年9月16日
茨城県 美浦村 美浦村空き缶回収に関する条例 昭和58年12月13日
茨城県 阿見町 阿見町環境美化条例 平成10年10月5日
茨城県 玉里村 玉里村環境美化条例 平成10年10月25日
茨城県 伊奈町 伊奈町空き缶等回収に関する条例 昭和60年3月15日
茨城県 谷和原村 空き缶等回収に関する条例 昭和59年3月19日
茨城県 谷和原村 谷和原村あき地の雑草等の除去に関する条例 平成13年9月7日
茨城県 真壁町 真壁町あき地等の環境保全に関する条例 平成10年1月20日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

茨城県 真壁町 真壁町を美しくする環境条例 平成10年9月21日
茨城県 大和村 大和村ごみの散乱防止に関する条例 平成13年3月16日
茨城県 千代川村 千代川村空き缶回収に関する条例 昭和58年12月27日
茨城県 千代川村 千代川村空き地等の管理に関する条例 平成15年9月18日
茨城県 総和町 総和町あき地等に係る雑草等の除去に関する条例 平成11年3月30日
茨城県 総和町 総和町ごみの散乱防止に関する条例 平成8年3月29日
茨城県 五霞町 五霞町あき地等の環境保全に関する条例 平成4年9月25日
茨城県 三和町 三和町ごみのポイ捨て等禁止条例 平成10年3月30日
茨城県 境町 境町あき地等の環境保全に関する条例 昭和50年3月28日
茨城県 境町 境町ごみの散乱防止に関する条例 平成9年3月17日
栃木県 宇都宮市 宇都宮市空き缶等の散乱防止に関する条例 平成9年4月1日
栃木県 足利市 足利空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成7年12月25日
栃木県 栃木市 栃木市空き缶等のごみの散乱防止に関する条例 平成8年9月24日
栃木県 佐野市 佐野市空き缶等散乱防止条例 平成17年2月28日
栃木県 佐野市 佐野市あき地環境保全条例 平成17年2月28日
栃木県 鹿沼市 鹿沼市きれいなまちづくり推進条例 平成15年12月26日
栃木県 日光市 日光市環境美化都市に関する条例 平成15年3月24日
栃木県 今市市 今市市空き缶等の散乱防止に関する条例 平成7年9月27日
栃木県 小山市 小山市環境美化条例 平成15年12月25日
栃木県 真岡市 真岡市空き缶等散乱防止条例 平成7年9月21日
栃木県 真岡市 真岡市空き地の適正管理に関する条例 平成14年6月19日
栃木県 矢板市 矢板市あき地の環境保全に関する条例 昭和59年3月21日
栃木県 那須塩原市 那須塩原市空き缶等のポイ捨て及び散乱防止に関する条例 平成17年1月1日
栃木県 さくら市 さくら市空き缶等の散乱防止条例 平成17年3月28日
栃木県 さくら市 さくら市空き地の環境保全に関する条例 平成17年3月28日
栃木県 上三川町 上三川町空き缶等散乱防止条例 平成8年12月20日
栃木県 南河内町 南河内町空き缶等散乱防止条例 平成8年12月17日
栃木県 上河内町 上河内町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成8年12月11日
栃木県 上河内町 上河内町あき地の環境保全に関する条例 昭和52年9月20日
栃木県 河内町 河内町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成8年12月18日
栃木県 河内町 河内町あき地の環境保全に関する条例 昭和51年3月12日
栃木県 西方町 西方町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成9年4月1日
栃木県 西方町 西方町あき地の環境保全に関する条例 平成14年4月1日
栃木県 足尾町 足尾町環境美化保全に伴うごみ等不法投棄禁止条例 平成13年4月1日
栃木県 益子町 益子町空き缶等散乱防止条例 平成8年3月22日
栃木県 市貝町 市貝町空き缶等散乱防止条例 平成9年3月14日
栃木県 芳賀町 芳賀町から不法投棄をなくす条例 平成15年3月17日
栃木県 壬生町 壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成8年12月11日
栃木県 石橋町 環境美化条例 平成14年3月15日
栃木県 国分寺町 国分寺町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成9年3月21日
栃木県 野木町 野木町空き地の環境保全に関する条例 昭和61年6月24日
栃木県 大平町 大平町まちをきれいにする条例 平成13年4月1日
栃木県 藤岡町 藤岡町まちの環境美化条例 平成17年4月1日
栃木県 岩舟町 岩舟町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成8年12月16日
栃木県 都賀町 都賀町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成9年6月17日
栃木県 栗山村 栗山村環境美化保護条例 平成17年4月1日
栃木県 藤原町 藤原町美化推進及び美観の保護に関する条例 平成8年3月19日
栃木県 塩谷町 塩谷町の美観を保護する条例 平成9年3月25日
栃木県 高根沢町 高根沢町のあき地の環境保全に関する条例 昭和58年9月30日
栃木県 高根沢町 高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例 平成9年3月10日
栃木県 南那須町 南那須町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例 平成16年1月1日
栃木県 湯津上村 湯津上村空き缶等のポイ捨及び散乱防止に関する条例 平成8年9月13日
栃木県 黒羽町 黒羽町空き缶等のポイ捨て及び散乱防止に関する条例 平成8年9月27日
栃木県 那須町 那須町空き缶等のポイ捨て及び散乱防止に関する条例 平成8年9月18日
群馬県 太田市 太田市あき地の環境保全に関する条例 平成17年3月28日
群馬県 太田市 太田市ポイ捨ての防止に関する条例 平成17年3月28日
群馬県 太田市 太田市南一番街クリーンアップ条例 平成17年3月28日
群馬県 館林市 館林市みんなでまちをきれいにする条例 平成16年3月24日
群馬県 富岡市 富岡市きれいなまちづくり条例 平成17年4月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

群馬県 安中市 安中市ポイ捨て等防止条例 平成13年3月21日
群馬県 榛名町 榛名町環境美化に関する条例 平成13年6月21日
群馬県 箕郷町 箕郷町環境美化に関する条例 平成13年9月19日
群馬県 神流町 神流町環境美化に関する条例 平成15年4月1日
群馬県 下仁田町 下仁田町環境美化に関する条例 平成17年3月23日
群馬県 嬬恋村 嬬恋村美しいむらづくり条例 平成10年12月17日
群馬県 草津町 草津町ポイ捨て禁止条例 平成12年12月21日
群馬県 月夜野町 月夜野町環境美化に関する条例 平成12年12月25日
群馬県 新治村 新治村ポイ捨ての防止に関する条例 平成13年3月22日
群馬県 板倉町 板倉町美しいまちづくり条例 平成17年3月17日
群馬県 明和町 明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例 平成16年3月22日
群馬県 千代田町 千代田町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例 平成17年4月1日
群馬県 大泉町 大泉町ポイ捨て等の防止に関する条例 平成16年3月10日
群馬県 邑楽町 邑楽町ごみのポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例 平成15年3月10日
埼玉県 川越市 川越市あき地の環境保全に関する条例 昭和44年11月1日
埼玉県 熊谷市 熊谷市あき地の環境保全に関する条例 昭和47年4月1日
埼玉県 川口市 川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例 平成17年3月25日
埼玉県 川口市 川口市あき地の環境保全に関する条例 昭和45年10月15日
埼玉県 川口市 川口市路上喫煙の防止等に関する条例 平成17年3月25日
埼玉県 行田市 行田市あき地の環境保全に関する条例 昭和47年9月27日
埼玉県 所沢市 所沢市あき地の雑草除去に関する条例 昭和44年10月1日
埼玉県 本庄市 本庄市あき地の環境保全に関する条例 昭和52年7月1日
埼玉県 東松山市 東松山市あき地の環境保全に関する条例 昭和48年3月24日
埼玉県 春日部市 春日部市あき地の環境保全に関する条例 昭和54年9月21日
埼玉県 狭山市 狭山市あき地の環境保全に関する条例 昭和44年12月27日
埼玉県 狭山市 狭山市ポイ捨ての防止に関する条例 平成11年7月1日
埼玉県 羽生市 羽生市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成7年3月30日
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市あき地の環境保全に関する条例 昭和45年4月20日
埼玉県 深谷市 深谷市くらしの環境美化条例 平成15年3月28日
埼玉県 上尾市 上尾市空き地の環境保全に関する条例 昭和52年12月26日
埼玉県 上尾市 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 平成11年3月30日
埼玉県 蕨市 蕨市さわやか環境条例 平成10年6月23日
埼玉県 戸田市 戸田市あき地の環境保全に関する条例 平成13年9月28日
埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市あき地の環境保全に関する条例 昭和46年3月31日
埼玉県 朝霞市 朝霞市あき地の環境保全に関する条例 昭和44年12月25日
埼玉県 朝霞市 朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例 平成12年3月21日
埼玉県 志木市 志木市あき地の環境保全に関する条例 昭和45年9月21日
埼玉県 志木市 志木市ポイ捨て防止に関する条例 平成11年12月12日
埼玉県 和光市 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
平成13年12月27日

埼玉県 和光市 和光市あき地の環境保全に関する条例 昭和48年6月30日
埼玉県 新座市 新座市あき地の環境保全に関する条例 昭和46年12月23日
埼玉県 新座市 新座市飼い犬ふん害等防止条例 平成13年3月30日
埼玉県 新座市 新座市ポイ捨ての防止に関する条例 平成12年3月30日
埼玉県 桶川市 桶川市あき地の環境保全に関する条例 昭和61年6月30日
埼玉県 久喜市 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
平成16年3月24日

埼玉県 久喜市 久喜市空き地の環境保全に関する条例 平成14年3月26日
埼玉県 北本市 北本市空き地環境保全に関する条例 昭和49年6月20日
埼玉県 八潮市 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
平成16年9月28日

埼玉県 三郷市 三郷市空き地の環境保全に関する条例 昭和48年9月29日
埼玉県 幸手市 幸手市あき地の環境保全に関する条例 昭和51年10月13日
埼玉県 日高市 日高市あき地の環境保全に関する条例 昭和48年3月27日
埼玉県 吹上町 吹上町あき地の環境保全に関する条例 昭和54年6月23日
埼玉県 川島町 川島町あき地等の環境保全に関する条例 昭和58年12月23日
埼玉県 吉見町 吉見町空地の環境保全に関する条例 平成4年4月1日
埼玉県 長瀞町 長瀞町環境美化の促進に関する条例 昭和57年7月1日
埼玉県 大里町 大里町あき地の管理の適正化に関する条例 昭和48年3月20日
埼玉県 江南町 江南町あき地等の環境保全に関する条例 昭和49年3月19日



条　　例　　名 制定（改正）
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埼玉県 騎西町 騎西町あき地の環境保全に関する条例 昭和59年3月23日
埼玉県 北川辺町 北川辺町あき地の環境保全に関する条例 昭和59年3月21日
埼玉県 大利根町 大利根町あき地等の環境保全に関する条例 平成5年3月17日
埼玉県 宮代町 宮代町あき地環境保全条例 昭和62年3月18日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町あき地の環境保全に関する条例 昭和51年10月1日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置の防止に関する条

例
平成16年3月23日

埼玉県 杉戸町 杉戸町あき地の環境保全に関する条例 平成11年6月28日
千葉県 市川市 空地にかかる環境衛生の保全に関する条例 平成15年12月10日
千葉県 船橋市 船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成16年3月31日
千葉県 船橋市 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 平成16年3月31日
千葉県 木更津市 木更津市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例 平成8年3月29日
千葉県 松戸市 あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和51年4月1日
千葉県 松戸市 松戸市安全で快適なまちづくり条例 平成16年4月1日
千葉県 茂原市 茂原市空き地に係る雑草等の除去に関する条例 平成12年6月29日
千葉県 茂原市 茂原市ポイ捨て防止条例 平成12年6月29日
千葉県 成田市 成田市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例 平成8年12月27日
千葉県 成田市 成田市空き地に係る雑草等の除去に関する条例 昭和63年3月24日
千葉県 成田市 成田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成12年3月31日
千葉県 佐倉市 佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例 平成16年3月26日
千葉県 佐倉市 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条

例
平成15年3月14日

千葉県 八日市場市 八日市場市まちをきれいにする条例 平成13年3月19日
千葉県 旭市 旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例
平成10年7月1日

千葉県 習志野市 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和43年10月15日
千葉県 習志野市 習志野市空き缶等の投棄、違反ごみ出し並びに飼い犬及び飼い猫

のふんの放置をしないまちづくり条例
平成14年12月27日

千葉県 柏市 あき地の雑草等の除去に関する条例 平成13年9月28日
千葉県 柏市 柏市ぽい捨て等防止条例 平成17年3月22日
千葉県 勝浦市 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例 平成14年9月26日
千葉県 流山市 流山市ポイ捨て防止条例 平成14年6月28日
千葉県 八千代市 八千代市あき地に係る雑草等の除去に関する条例 昭和55年3月31日
千葉県 八千代市 八千代市ポイ捨て防止に関する条例 平成10年3月25日
千葉県 我孫子市 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和43年11月20日
千葉県 我孫子市 我孫子市さわやかな環境づくり条例 平成16年12月28日
千葉県 鴨川市 鴨川市まちをきれいにする条例 平成17年2月11日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例 平成5年12月22日
千葉県 君津市 君津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年12月19日
千葉県 君津市 君津市まちをきれいにする条例 平成9年3月31日
千葉県 浦安市 浦安市空き缶等の散乱防止等に関する条例 平成9年3月31日
千葉県 四街道市 四街道市まちをきれいにする条例 平成11年3月30日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市まちをきれいにする条例 平成9年3月28日
千葉県 八街市 八街市あき地の管理の適正化に関する条例 昭和48年7月1日
千葉県 八街市 八街市さわやかな環境づくり条例 平成10年6月29日
千葉県 白井市 白井市まちをきれいにする条例 平成14年9月24日
千葉県 白井市 白井市あき地に係る環境衛生の保全に関する条例 平成1年3月11日
千葉県 富里市 富里市ポイ捨て防止条例 平成12年3月27日
千葉県 酒々井町 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成10年3月18日
千葉県 神崎町 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和52年3月12日
千葉県 神崎町 神崎町ポイ捨て防止条例 平成13年12月18日
千葉県 大栄町 大栄町あき地に係る雑草等の除去に関する条例 平成14年9月24日
千葉県 多古町 あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和52年6月18日
千葉県 多古町 多古町空き缶等の散乱防止に関する条例 昭和52年6月18日
千葉県 東庄町 東庄町空き缶等の散乱防止に関する条例 平成10年3月12日
千葉県 成東町 成東町環境美化の推進に関する条例 平成10年3月23日
千葉県 蓮沼村 蓮沼村空き地の適正管理に関する条例 昭和52年6月20日
千葉県 芝山町 芝山町をきれいにする条例 平成13年6月18日
千葉県 白子町 白子町環境美化推進に関する条例 平成8年6月14日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

千葉県 富山町 富山町環境美化推進に関する条例 平成9年6月16日
千葉県 白浜町 白浜町環境美化推進に関する条例 平成10年3月17日
千葉県 千倉町 千倉町空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成10年3月19日
千葉県 丸山町 丸山町環境美化推進に関する条例 平成9年7月1日
東京都 千代田区 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例 平成14年6月25日
東京都 中央区 中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 平成16年3月30日
東京都 港区 港区を清潔できれいにする条例 平成9年10月3日
東京都 新宿区 新宿区美化推進重点地区を定める条例 平成9年3月25日
東京都 新宿区 新宿区空き缶・吸い殻等散乱防止に関する条例 平成11年12月6日
東京都 台東区 台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例 平成9年9月26日
東京都 江東区 江東区みんなでまちをきれいにする条例 平成9年10月14日
東京都 品川区 品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関す

る条例
平成15年3月31日

東京都 目黒区 目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例 平成15年3月17日
東京都 大田区 清潔で美しい大田区をつくる条例 平成16年3月16日
東京都 世田谷区 世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例 平成16年3月12日
東京都 世田谷区 世田谷区環境美化推進地区の指定に関する条例 平成12年7月10日
東京都 渋谷区 きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 平成9年12月2日
東京都 中野区 中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する

条例
平成17年3月28日

東京都 杉並区 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 平成15年3月17日
東京都 豊島区 豊島区空き缶等の投げ捨て防止に関する条例 平成9年7月18日
東京都 荒川区 荒川区まちの環境美化条例 平成8年10月15日
東京都 板橋区 エコポリス板橋クリーン条例 平成16年7月1日
東京都 練馬区 あき地の管理の適正化に関する条例 昭和45年10月12日
東京都 練馬区 練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例 平成9年3月17日
東京都 足立区 足立区まちをきれいにする条例 平成9年10月28日
東京都 葛飾区 あき地の管理の適正化に関する条例 昭和45年12月14日
東京都 江戸川区 あき地をきれいにする条例 昭和45年12月7日
東京都 立川市 立川市自転車等放置防止条例 昭和59年3月31日
東京都 青梅市 青梅市あき地の管理の適正化に関する条例 昭和49年3月30日
東京都 府中市 府中市まちの環境美化条例 平成15年12月26日
東京都 昭島市 昭島市まちをきれいにする条例 平成14年4月1日
東京都 調布市 調布市都市美化の推進に関する条例 平成9年9月18日
東京都 町田市 町田市あきかん･吸い殻等の散乱防止に関する条例 平成10年9月30日
東京都 町田市 町田市あき地の環境保全に関する条例 昭和52年4月1日
東京都 小金井市 小金井市あき地の管理の適正化に関する条例 昭和45年12月17日
東京都 小金井市 小金井市まちをきれいにする条例 平成15年3月26日
東京都 小平市 小平市あき地の管理の適正化に関する条例 昭和46年3月23日
東京都 日野市 日野市あき地の環境保全に関する条例 昭和50年7月21日
東京都 日野市 日野市みんなでまちをきれいにする条例 平成12年9月29日
東京都 国立市 国立市あき地の環境保全に関する条例 昭和44年4月1日
東京都 清瀬市 清瀬市空き地管理条例 昭和51年4月1日
東京都 清瀬市 清瀬市まちを美しくする条例 平成10年3月20日
東京都 東久留米市 東久留米市あき地の管理の適正に関する条例 昭和46年3月30日
東京都 稲城市 稲城市あき地の環境保全に関する条例 昭和50年3月31日
東京都 稲城市 稲城市まちをきれいにする市民条例 平成12年3月31日
東京都 羽村市 羽村市捨て看板防止条例 平成15年12月25日
東京都 あきる野市 あき地の管理の適正化関する条例 平成7年9月1日
東京都 瑞穂町 あき地の管理の適正化に関する条例 昭和55年3月13日
東京都 利島村 利島村ポイ捨てによる空き缶等の散乱防止・環境美化条例 平成14年3月16日
東京都 八丈町 八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例 平成10年3月16日
東京都 青ヶ島村 青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例 平成12年3月9日

神奈川県 横須賀市 ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例 平成9年3月27日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市落書き防止条例 平成16年12月21日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市あき地の環境保全に関する条例 平成6年12月27日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例 平成13年3月26日
神奈川県 小田原市 小田原市まちをきれいにする条例 平成13年6月29日
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例 平成14年6月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

神奈川県 逗子市 逗子市空き缶等の散乱防止等に関する条例 平成10年6月22日
神奈川県 相模原市 相模原市ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関する条例 平成9年10月1日
神奈川県 秦野市 秦野市ごみの散乱防止等に関する条例 平成8年9月27日
神奈川県 厚木市 厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例 平成15年3月31日
神奈川県 海老名市 まちの美化に関する条例 平成11年4月8日
神奈川県 南足柄市 南足柄市美しい環境をつくる条例 平成9年7月1日
神奈川県 南足柄市 南足柄市自転車等の放置防止に関する条例 平成9年7月1日
神奈川県 葉山町 葉山町の美化促進に関する条例 平成12年7月4日
神奈川県 寒川町 寒川町飲食容器等及び吸い殻等のポイ捨て防止に関する条例 平成13年3月28日
神奈川県 大井町 大井町環境美化条例 平成13年3月21日
神奈川県 箱根町 箱根町をきれいにする条例 平成13年6月25日
神奈川県 湯河原町 湯河原町の環境美化促進に関する条例 平成16年2月16日
新潟県 長岡市 長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例 平成17年3月22日
新潟県 三条市 三条市ポイ捨て等防止条例 平成12年10月1日
新潟県 柏崎市 柏崎市環境クリーン推進条例 平成13年12月20日
新潟県 新発田市 新発田市環境美化推進条例 平成12年4月1日
新潟県 見附市 見附市ふるさと美化条例 平成16年10月1日
新潟県 村上市 村上市ごみの散乱等防止条例 平成12年12月18日
新潟県 燕市 燕市ポイ捨て等防止条例 平成11年12月28日
新潟県 栃尾市 栃尾市をきれいにするための条例 平成16年7月1日
新潟県 妙高市 妙高市ごみの散乱防止に関する条例 平成8年12月19日
新潟県 阿賀野市 阿賀野市ごみの散乱防止等に関する条例 平成16年4月1日
新潟県 魚沼市 魚沼市ごみの散乱及びふん害防止条例 平成17年4月1日
新潟県 聖籠町 聖籠町環境美化推進条例 平成12年3月24日
新潟県 加治川村 加治川村環境美化推進条例 平成12年3月1日
新潟県 紫雲寺町 紫雲寺町環境美化推進条例 平成15年6月13日
新潟県 中条町 中条町環境美化推進条例 平成12年10月1日
新潟県 黒川村 黒川村環境美化推進条例 平成12年3月31日
新潟県 村松町 村松町空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例 平成11年7月1日
新潟県 弥彦村 弥彦村環境美化条例 平成11年3月26日
新潟県 分水町 分水町ポイ捨て等防止条例 平成13年12月17日
新潟県 吉田町 吉田町環境美化条例 平成11年9月24日
新潟県 巻町 巻町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成11年10月7日
新潟県 下田村 下田村空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例 平成10年9月28日
新潟県 栄町 栄町飲料容器等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例 平成15年10月1日
新潟県 出雲崎町 出雲崎町環境美化推進条例 平成14年3月25日
新潟県 寺泊町 寺泊町空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例 平成10年3月24日
新潟県 津南町 津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例 平成9年3月19日
新潟県 西山町 西山町環境美化推進条例 平成14年3月20日
新潟県 関川村 関川村ごみの散乱防止等条例 平成12年12月26日
新潟県 荒川町 荒川町ごみの散乱等防止条例 平成12年12月27日
新潟県 神林村 神林村ごみの散乱等防止条例 平成12年12月22日
新潟県 朝日村 朝日村ごみの散乱等防止条例 平成12年12月26日
新潟県 山北町 山北町ごみの散乱等防止条例 平成12年12月26日
新潟県 粟島浦村 粟島浦村ごみの散乱防止等防止条例 平成12年12月21日
富山県 富山市 富山市あき地の環境保全に関する条例 平成17年4月1日
富山県 富山市 富山市まちの環境美化条例 平成17年4月1日
富山県 高岡市 高岡市市民の手による美しいまちづくり推進条例 平成15年3月24日
富山県 新湊市 新湊市空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例 平成12年3月23日
富山県 魚津市 魚津市まちの環境美化推進条例 平成15年10月1日
富山県 滑川市 滑川市環境美化促進条例 平成13年12月25日
富山県 砺波市 砺波市環境美化及びポイ捨て防止に関する条例 平成16年11月1日
富山県 小矢部市 小矢部市をきれいにするまちづくり条例 平成12年6月27日
富山県 舟橋村 舟橋村環境美化の促進に関する条例 平成13年3月12日
富山県 上市町 上市町環境美化の促進に関する条例 平成11年3月31日
富山県 立山町 立山町環境美化の推進に関する条例 平成13年3月28日
富山県 宇奈月町 宇奈月町環境美化の促進に関する条例 平成16年6月22日
富山県 入善町 入善町ポイ捨て防止に関する条例 平成11年3月19日
富山県 小杉町 小杉町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成11年3月19日
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富山県 小杉町 小杉町あき地の環境保全に関する条例 昭和50年3月28日
富山県 大門町 大門町空き缶の散乱及びポイ捨てに関する条例 平成10年9月22日
富山県 大島町 大島町空地の環境保全に関する条例 昭和45年9月28日
石川県 かほく市 かほく市空き缶等のポイ捨て防止条例 平成16年3月1日
石川県 野々市町 野々市町環境美化推進条例 平成9年9月22日
石川県 津幡町 津幡町緑化、美化の推進に関する条例 昭和49年3月18日
石川県 内灘町 内灘町環境美化条例 平成16年3月31日
福井県 福井市 福井市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例 平成8年12月25日
福井県 福井市 福井市あき地等の清潔保持に関する条例 平成11年3月24日
福井県 敦賀市 あき地の環境保全に関する条例 昭和56年3月31日
福井県 大野市 大野市環境美化推進条例 平成12年6月29日
福井県 勝山市 勝山市環境美化推進条例 平成12年6月28日
福井県 和泉村 和泉村環境美化推進条例 平成12年7月3日
福井県 清水町 清水町生活環境美化条例 平成9年3月27日
福井県 名田庄村 ごみの投げ捨て禁止条例 平成15年7月1日
福井県 名田庄村 名田庄村空き地等の適正管理に関する条例 平成15年7月1日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 昭和52年6月23日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月24日
山梨県 都留市 都留市まちをきれいにする条例 平成12年4月1日
山梨県 大月市 大月市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和60年2月1日
山梨県 韮崎市 韮崎市あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 昭和52年3月26日
山梨県 韮崎市 韮崎市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年9月29日
山梨県 南アルプス市 南アルプス市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成15年4月1日
山梨県 南アルプス市 南アルプス市あき地に繁茂した雑草な等の除去に関する条例 平成15年4月1日
山梨県 北杜市 北杜市あき地の適正な管理に関する条例 平成16年11月1日
山梨県 北杜市 北杜市まちをきれいにする条例 平成16年11月1日
山梨県 甲斐市 甲斐市あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 平成16年9月1日
山梨県 笛吹市 笛吹市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成16年10月12日
山梨県 笛吹市 笛吹市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成16年10月12日
山梨県 上野原市 上野原市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成16年2月13日
山梨県 中道町 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成10年6月28日
山梨県 中道町 中道町空き缶等散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月20日
山梨県 上九一色村 上九一色村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成12年3月22日
山梨県 昭和町 昭和町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月24日
山梨県 昭和町 昭和町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和50年4月1日
山梨県 道志村 道志村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年10月1日
山梨県 西桂町 西桂町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月21日
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成15年11月15日
山梨県 小菅村 小菅村空き缶の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月27日
山梨県 丹波山村 丹波山村空き缶の散乱防止及び回収に関する条例 昭和60年3月1日
長野県 松本市 松本市ポイ捨て防止等及び環境美化に関する条例 平成13年3月16日
長野県 上田市 あき地の環境保全に関する条例 昭和48年8月31日
長野県 上田市 上田市ポイ捨ての防止等に関する条例 平成15年12月17日
長野県 諏訪市 諏訪市空き缶等のポイ捨てに関する条例 平成9年9月22日
長野県 須坂市 須坂市を清潔で美しくする条例 平成16年4月1日
長野県 小諸市 小諸市ポイ捨て防止等美しい環境づくりを進める条例 平成16年3月19日
長野県 大町市 大町市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例 平成13年12月27日
長野県 塩尻市 塩尻市ポイ捨て禁止等によるきれいなまちづくり市民条例 平成16年3月25日
長野県 千曲市 千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例 平成15年9月1日
長野県 軽井沢町 軽井沢町の美しい環境を維持する条例 平成9年12月15日
長野県 長門町 長門町ポイ捨て等及び不法投棄防止に関する条例 平成16年9月28日
長野県 武石村 武石村ポイ捨て防止及び環境美化に関する条例 平成14年9月25日
長野県 天龍村 天龍村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成9年9月29日
長野県 泰阜村 泰阜村放置自転車等の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成14年3月28日
長野県 大桑村 大桑村ポイ捨て等防止条例 平成13年3月21日
長野県 麻績村 麻績村ポイ捨て等防止に関する条例 平成14年12月17日
長野県 朝日村 朝日村ポイ捨て禁止等による環境美化に関する条例 平成16年4月1日
長野県 池田町 池田町環境美化条例 平成15年3月27日
長野県 松川村 松川村環境美化条例 平成11年3月31日
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長野県 小布施町 小布施町廃棄物の不法投棄の防止に関する条例 平成13年6月15日
長野県 高山村 高山村を清潔で美しい生活環境とする条例 平成14年6月21日
長野県 山ノ内町 山ノ内町をきれいにする条例 平成9年10月29日
長野県 三水村 三水村ごみポイ捨て防止条例 平成11年3月23日
岐阜県 岐阜市 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月1日
岐阜県 岐阜市 岐阜市まちを美しくする条例 平成11年3月30日
岐阜県 大垣市 大垣市美しいまちづくり条例 平成11年3月26日
岐阜県 多治見市 多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例 平成15年12月22日
岐阜県 関市 関市ポイ捨て等防止条例 平成9年9月30日
岐阜県 中津川市 中津川市ポイ捨て等防止条例 平成12年3月23日
岐阜県 美濃市 美濃市まちを美しくする条例 平成11年12月17日
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市まちをきれいにする条例 平成9年12月24日
岐阜県 羽島市 羽島市美しいまちづくり条例 平成12年3月28日
岐阜県 恵那市 恵那市あき地の環境保全に関する条例 平成16年10月25日
岐阜県 恵那市 恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成16年10月25日
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市ポイ捨て等防止条例 平成10年12月25日
岐阜県 各務原市 各務原市美しいまちづくり条例 平成11年7月1日
岐阜県 可児市 可児市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成11年3月25日
岐阜県 山県市 山県市環境保全条例 平成15年4月1日
岐阜県 瑞穂市 瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例 平成15年5月1日
岐阜県 飛騨市 飛騨市ポイ捨て等防止条例 平成16年2月1日
岐阜県 郡上市 郡上市ポイ捨て等防止条例 平成16年3月1日
岐阜県 下呂市 下呂市ごみの不法投棄の防止等に関する条例 平成16年3月1日
岐阜県 海津市 海津市ポイ捨て等防止条例 平成17年3月28日
岐阜県 柳津町 柳津町空き地の環境保全に関する条例 昭和59年7月10日
岐阜県 柳津町 柳津町を清潔で美しいまちにする条例 平成12年12月28日
岐阜県 養老町 養老町美しいまちづくり条例 平成16年4月1日
岐阜県 垂井町 垂井町ポイ捨て等防止条例 平成11年3月26日
岐阜県 輪之内町 輪之内町ポイ捨て等防止条例 平成11年3月23日
岐阜県 安八町 あき地の環境保全に関する条例 昭和63年3月16日
岐阜県 墨俣町 あき地の環境保全条例 昭和57年9月30日
岐阜県 揖斐川町 揖斐川町美しいまちづくり条例 平成17年1月31日
岐阜県 池田町 池田町美しいまちづくり条例 平成13年3月30日
岐阜県 北方町 北方町を清潔で美しいまちにする条例 平成6年9月26日
岐阜県 坂祝町 坂祝町を清潔で美しいまちにする条例 平成9年12月22日
岐阜県 富加町 富加町ポイ捨て等防止条例 平成11年3月23日
岐阜県 川辺町 川辺町環境美化条例 平成15年12月22日
岐阜県 七宗町 七宗町を清潔で美しいまちにする条例 平成14年3月15日
岐阜県 八百津町 八百津町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成12年3月27日
岐阜県 白川町 白川町美しいまちづくり条例 平成15年4月1日
岐阜県 御嵩町 御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成12年6月15日
岐阜県 御嵩町 御嵩町生活環境の確保に関する条例 平成10年6月19日
岐阜県 御嵩町 御嵩町清潔で快適なまちづくり条例 平成14年12月27日
岐阜県 白川村 白川村ポイ捨て等防止条例 平成12年3月14日
静岡県 浜松市 浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例 平成15年7月1日
静岡県 沼津市 沼津市まちをきれいにする条例 平成10年3月26日
静岡県 三島市 三島市空き地の適切な管理に関する条例 昭和52年6月21日
静岡県 三島市 三島市ごみの不法投棄等防止条例 平成9年12月17日
静岡県 富士宮市 富士宮市ごみの散乱防止に関する条例 平成15年12月12日
静岡県 富士宮市 富士宮市あき地の環境保全に関する条例 平成15年12月12日
静岡県 島田市 ごみのない美しいまちづくり条例 平成7年12月26日
静岡県 磐田市 磐田市環境美化条例 平成17年4月1日
静岡県 焼津市 焼津市環境美化推進条例 平成14年4月1日
静岡県 掛川市 空き地の環境保全に関する条例 平成17年4月1日
静岡県 藤枝市 藤枝市まちをきれいにする条例 平成15年7月1日
静岡県 下田市 下田市美しいまちづくりを推進する条例 平成16年10月7日
静岡県 御前崎市 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成16年4月1日
静岡県 菊川市 小笠町あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和51年3月5日
静岡県 函南町 函南町あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和57年2月23日
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静岡県 函南町 函南町まちをきれいにする条例 平成10年3月6日
静岡県 清水町 清水町環境美化条例 平成10年4月1日
静岡県 長泉町 長泉町清潔で美しいまちづくり条例 平成9年3月27日
静岡県 小山町 小山町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年12月20日
静岡県 芝川町 芝川町空き缶等散乱防止に関する条例 平成7年1月10日
静岡県 富士川町 あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 昭和50年4月1日
静岡県 蒲原町 蒲原町まちをきれいにする条例 平成15年3月12日
静岡県 大井川町 大井川町環境美化条例 平成14年12月19日
静岡県 吉田町 吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例 平成10年3月20日
静岡県 森町 森町環境美化条例 平成14年12月19日
静岡県 新居町 新居町あき地の環境保全に関する条例 昭和49年12月25日
愛知県 岡崎市 岡崎市空き缶等のごみの散乱の防止に関する条例 平成8年3月22日
愛知県 一宮市 一宮市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成17年3月24日
愛知県 一宮市 一宮市飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成13年12月20日
愛知県 瀬戸市 瀬戸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成12年6月30日
愛知県 半田市 半田市空き缶等ごみ散乱及びふん害防止条例 平成12年3月30日
愛知県 半田市 半田市枯草等の除去に関する条例 昭和51年3月31日
愛知県 春日井市 春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和44年3月31日
愛知県 春日井市 春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成8年3月29日
愛知県 豊川市 豊川市空き缶等のごみの散乱の防止に関する条例 平成8年3月26日
愛知県 津島市 津島市あき地の管理及び環境保全に関する条例 昭和52年12月23日
愛知県 津島市 津島市飼犬を伴う散歩に関する条例 昭和57年4月1日
愛知県 碧南市 碧南市空き缶等ごみ散乱防止に関する条例 平成7年12月22日
愛知県 刈谷市 刈谷市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年12月21日
愛知県 豊田市 豊田市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年12月25日
愛知県 豊田市 豊田市あき地環境保全条例 平成8年9月30日
愛知県 安城市 安城市空き缶等散乱防止条例 平成7年9月29日
愛知県 西尾市 西尾市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成13年3月26日
愛知県 西尾市 西尾市空き地の環境保全に関する条例 平成6年3月29日
愛知県 蒲郡市 蒲郡市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年12月25日
愛知県 犬山市 犬山市空き缶等ポイ捨て防止に関する条例 平成10年3月27日
愛知県 犬山市 犬山市飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成10年3月27日
愛知県 常滑市 常滑市あき地の管理及び環境保全に関する条例 昭和55年3月25日
愛知県 常滑市 常滑市環境美化条例 平成16年12月27日
愛知県 江南市 江南市空き地等の雑草の除去に関する条例 平成15年6月30日
愛知県 江南市 江南市飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成15年6月30日
愛知県 小牧市 小牧市ポイ捨てによるごみの散乱防止に関する条例 平成9年3月28日
愛知県 稲沢市 稲沢市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年9月22日
愛知県 東海市 東海市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成13年3月30日
愛知県 大府市 大府市あき地の環境保全に関する条例 昭和48年9月29日
愛知県 知多市 知多市環境美化条例 平成15年3月26日
愛知県 知立市 知立市空き缶等散乱防止条例 平成7年12月22日
愛知県 知立市 知立市あき地環境条例 平成4年12月22日
愛知県 高浜市 高浜市空き缶等散乱防止条例 平成7年12月25日
愛知県 高浜市 高浜市自転車等放置防止条例 平成11年3月31日
愛知県 岩倉市 岩倉市清潔で美しいまちづくり条例 平成13年12月21日
愛知県 豊明市 豊明市空き缶等のごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成8年12月24日
愛知県 日進市 日進市空き地の雑草等の除去に関する条例 平成12年12月21日
愛知県 日進市 日進市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成12年12月21日
愛知県 愛西市 愛西市空き缶等ごみ散乱防止条例 平成17年4月1日
愛知県 長久手町 長久手町美しいまちづくり条例 平成17年1月11日
愛知県 西枇杷島町 西枇杷島町飼い犬ふん公害の防止に関する条例 平成10年3月24日
愛知県 豊山町 豊山町空き地管理条例 昭和59年9月28日
愛知県 西春町 西春町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成7年6月23日
愛知県 西春町 西春町飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成7年6月23日
愛知県 新川町 新川町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成14年6月24日
愛知県 新川町 新川町飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成14年6月24日
愛知県 扶桑町 扶桑町空き地の雑草等の除去に関する条例 平成1年3月30日
愛知県 七宝町 七宝町空き地の管理及び環境保全に関する条例 昭和56年12月18日
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愛知県 大治町 大治町あき地の管理及び環境保全に関する条例 昭和53年12月21日
愛知県 十四山村 十四山村空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例 平成7年12月25日
愛知県 東浦町 東浦町ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成9年3月21日
愛知県 武豊町 武豊町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成8年3月25日
愛知県 一色町 一色町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成8年3月6日
愛知県 吉良町 吉良町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成8年3月28日
愛知県 幡豆町 幡豆町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成8年3月25日
愛知県 幸田町 幸田町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年12月22日
愛知県 幸田町 幸田町あき地の環境保全に関する条例 昭和54年12月25日
愛知県 額田町 額田町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成7年12月20日
愛知県 設楽町 設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年3月12日
愛知県 東栄町 東栄町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年4月1日
愛知県 豊根村 豊根村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年3月15日
愛知県 富山村 富山村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成8年3月8日
愛知県 御津町 御津町空き缶等ごみ散乱防止条例 平成8年9月25日
三重県 四日市市 四日市市を美しくする条例 平成16年12月28日
三重県 四日市市 四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例 平成16年12月28日
三重県 伊勢市 伊勢市を美しくする条例 平成12年3月31日
三重県 桑名市 桑名市環境美化条例 平成16年12月6日
三重県 名張市 名張市あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和62年4月1日
三重県 名張市 名張市まちをきれいにする条例 平成10年6月25日
三重県 尾鷲市 尾鷲市ポイ捨て防止条例 平成11年9月24日
三重県 亀山市 亀山市まちをきれいにする条例 平成17年1月11日
三重県 鳥羽市 鳥羽市を美しくする条例 平成10年6月25日
三重県 熊野市 熊野市ごみポイ捨て防止条例 平成10年3月31日
三重県 久居市 あき地の雑草除去に関する条例 平成13年9月27日
三重県 久居市 久居市ごみポイ捨て防止条例 平成9年3月31日
三重県 いなべ市 いなべ市環境美化条例 平成15年12月1日
三重県 いなべ市 いなべ市自転車の放置防止に関する条例 平成15年12月1日
三重県 志摩市 志摩市まちを美しくする条例 平成16年10月1日
三重県 伊賀市 伊賀市あき地の雑草等の除去に関する条例 平成16年11月1日
三重県 伊賀市 伊賀市ごみポイ捨て防止条例 平成16年11月1日
三重県 木曽岬町 木曽岬町環境美化条例 平成16年12月6日
三重県 東員町 東員町環境美化条例 平成14年3月29日
三重県 菰野町 菰野町を美しくする条例 平成9年6月27日
三重県 朝日町 朝日町を美しくする条例 平成9年6月20日
三重県 川越町 川越町を美しくする条例 平成17年3月15日
三重県 香良洲町 香良洲町ごみポイ捨て条例 平成9年3月27日
三重県 一志町 一志町ごみポイ捨て防止条例 平成9年3月24日
三重県 白山町 白山町ごみポイ捨て防止条例 平成9年4月1日
三重県 美杉村 美杉村ごみポイ捨て防止条例 平成9年3月27日
三重県 多気町 多気町美しいまちづくり条例 平成14年1月1日
三重県 明和町 あき地等に繁茂した雑草等の刈り取りに関する条例 昭和54年3月28日
三重県 明和町 明和町を美しくする条例 平成11年9月24日
三重県 大台町 大台町まちをきれいにする条例 平成12年3月23日
三重県 宮川村 空き地等土地利用の適正管理に関する条例 平成11年3月23日
三重県 玉城町 玉城町まちをきれいにする条例 平成10年6月24日
三重県 小俣町 小俣町自転車等の放置防止に関する条例 平成9年6月27日
三重県 小俣町 小俣町まちをきれいにする条例 平成9年6月27日
三重県 南勢町 南勢町まちを美しくする条例 平成10年3月24日
三重県 南島町 南島町まちを美しくする条例 平成10年3月24日
三重県 御薗村 御薗村まちを美しくする条例 平成10年6月24日
三重県 度会町 度会町まちをきれいにする条例 平成10年3月27日
三重県 紀伊長島町 環境の保全と美化に関する条例 昭和46年7月17日
三重県 御浜町 御浜町ごみポイ捨て防止条例 平成10年3月26日
三重県 紀宝町 紀宝町ごみポイ捨て防止条例 平成10年3月30日
三重県 紀和町 紀和町ごみポイ捨て防止条例 平成10年3月23日
滋賀県 彦根市 彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例 平成14年10月1日
滋賀県 長浜市 長浜市ポイ捨ておよびふん害に関する条例 平成13年3月28日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市ごみのないまちさわやか条例 平成2年6月25日
滋賀県 草津市 草津市ポイ捨て防止に関する条例 平成12年4月1日
滋賀県 湖南市 湖南市環境美化に関する条例 平成16年10月1日
滋賀県 高島市 安曇川町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例 昭和51年3月26日
滋賀県 高島市 今津町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例 昭和51年3月22日
滋賀県 高島市 今津町放置自転車等の防止に関する条例 平成17年3月31日
滋賀県 高島市 朽木村あき地に繁茂する雑草等の除去およびあき家の管理に関す

る条例
昭和51年6月25日

滋賀県 高島市 新旭町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例 昭和55年4月1日
滋賀県 安土町 安土町あき地に係る雑草等の除去に関する条例 昭和48年3月30日
滋賀県 蒲生町 蒲生町環境美化に関する条例 昭和62年3月30日
滋賀県 日野町 日野町環境美化に関する条例 平成14年3月28日
滋賀県 竜王町 竜王町環境美化に関する条例 平成7年3月28日
滋賀県 甲良町 甲良町環境美化条例 平成14年12月17日
京都府 舞鶴市 舞鶴市環境美化条例 昭和59年3月30日
京都府 宇治市 宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例 平成9年3月31日
京都府 宇治市 宇治市環境美化推進条例 平成11年10月8日
京都府 亀岡市 亀岡市環境美化条例 平成17年3月29日
京都府 城陽市 城陽市あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和58年3月29日
京都府 城陽市 城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例 平成17年4月1日
京都府 向日市 あき地の雑草等除去に関する条例 昭和47年9月29日
京都府 長岡京市 あき地にはえている雑草等の除去に関する条例 平成12年3月31日
京都府 八幡市 八幡市空き地の除草等に関する条例 昭和61年4月1日
京都府 京田辺市 京田辺市あき地の除草等に関する条例 昭和46年7月15日
京都府 京田辺市 京田辺市まちをきれいにする条例 平成10年10月1日
京都府 大山崎町 あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和47年6月26日
京都府 大山崎町 大山崎町生活環境美化に関する条例 平成14年3月29日
京都府 宇治田原町 宇治田原町あき地の除草等に関する条例 平成9年1月5日
京都府 山城町 山城町あき地管理の適正化に関する条例 昭和49年6月28日
京都府 木津町 木津町あき地の除草等に関する条例 昭和46年6月18日
京都府 加茂町 加茂町あき地等の雑草除去に関する条例 平成8年3月26日
京都府 精華町 精華町あき地の管理の適正化に関する条例 昭和48年12月18日
京都府 丹波町 丹波町あき地の管理の適正化に関する条例 昭和49年9月25日
京都府 日吉町 日吉町の自然を守り町を美しくする条例 平成9年12月19日
京都府 瑞穂町 生活環境美化に関する条例 平成10年4月1日
京都府 岩滝町 岩滝町のまちを美しくする条例 平成14年6月24日
大阪府 堺市 堺市まちの美化を推進する条例 平成13年9月21日
大阪府 堺市 市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例 昭和44年12月20日
大阪府 豊中市 豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例 平成17年4月1日
大阪府 吹田市 吹田市環境美化に関する条例 平成16年12月28日
大阪府 高槻市 あき地の清潔保持に関する条例 平成13年3月28日
大阪府 守口市 守口市まちの美化推進に関する条例 平成15年3月3日
大阪府 守口市 空閑地の維持管理に関する条例 昭和57年3月30日
大阪府 枚方市 枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関

する条例
平成14年3月19日

大阪府 茨木市 茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平成11年3月30日
大阪府 八尾市 八尾市あき地の適正管理に関する条例 平成8年3月29日
大阪府 八尾市 八尾市環境の美化に関する条例 平成8年3月29日
大阪府 泉佐野市 泉佐野市を美しくする条例 昭和57年3月31日
大阪府 富田林市 富田林市あき地の適正管理に関する条例 昭和53年6月30日
大阪府 寝屋川市 寝屋川市美しいまちづくり条例 平成17年4月1日
大阪府 松原市 空地のキリン草等の除去に関する条例 昭和49年7月10日
大阪府 大東市 大東市空き缶等および吸い殻等の散乱防止に関する条例 平成9年6月30日
大阪府 柏原市 空き地の清潔保持に関する条例 平成9年7月1日
大阪府 羽曳野市 羽曳野市環境美化条例 平成5年4月1日
大阪府 門真市 門真市美しいまちづくり条例 平成15年3月28日
大阪府 高石市 高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例 昭和57年4月1日
大阪府 藤井寺市 藤井寺市美しいまちづくり推進条例 平成15年3月31日
大阪府 東大阪市 東大阪市空地の適正管理に関する条例 平成13年3月31日



条　　例　　名 制定（改正）
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大阪府 東大阪市 東大阪市まちの美化推進に関する条例 平成15年3月31日
大阪府 泉南市 泉南市きれいなまちづくり条例 平成17年3月31日
大阪府 泉南市 泉南市あき地の適正管理に関する条例 昭和54年3月31日
大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平成8年10月1日
大阪府 阪南市 阪南市まちの美化に関する条例 平成14年3月29日
大阪府 阪南市 阪南市あき地の適正管理に関する条例 昭和63年3月28日
大阪府 島本町 島本町あき地等の清潔保持に関する条例 昭和47年3月12日
大阪府 島本町 島本町生活環境美化に関する条例 昭和61年4月5日
大阪府 忠岡町 忠岡町ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平成11年9月17日
大阪府 熊取町 熊取町美しいまちづくり条例 平成9年10月8日
大阪府 熊取町 自転車等放置防止条例 平成9年12月25日
大阪府 岬町 岬町環境の美化に関する条例 平成10年6月29日
大阪府 河南町 河南町市街化区域内のあき地の環境保全に関する条例 平成16年3月22日
兵庫県 姫路市 姫路のまちを美しくする条例 平成13年3月28日
兵庫県 尼崎市 尼崎市空き缶等の散乱防止に関する条例 平成8年5月30日
兵庫県 明石市 明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例 平成11年6月30日
兵庫県 西宮市 あき地の環境を守る条例 昭和47年12月26日
兵庫県 西宮市 快適な市民生活の確保に関する条例 平成12年3月30日
兵庫県 洲本市 洲本市ポイ捨て等防止条例 平成11年12月27日
兵庫県 加古川市 加古川市あき缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止に関す

る条例
平成13年3月29日

兵庫県 三田市 三田市空き缶及びたばこの吸殻等のポイ捨て防止に関する条例 平成12年3月31日
兵庫県 篠山市 篠山市ポイ捨て等防止条例 平成12年12月18日
兵庫県 丹波市 丹波市美しいまちづくり条例 平成16年11月1日
兵庫県 淡路市 淡路市あき地の環境保全に関する条例 平成17年4月1日
兵庫県 淡路市 ポイ捨てをなくす淡路市美しいまちづくり条例 平成17年4月1日
兵庫県 淡路市 淡路市放置自転車等の防止に関する条例 平成17年4月1日
兵庫県 五色町 ポイ捨てをなくす五色町美しいまちづくり条例 平成11年12月24日
奈良県 奈良市 奈良市ポイ捨て防止に関する条例 平成6年9月19日
奈良県 大和高田市 大和高田市内のあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 平成12年12月14日
奈良県 大和郡山市 大和郡山市美しいまちづくり条例 平成16年12月24日
奈良県 橿原市 橿原市美しいまちづくり条例 平成16年9月30日
奈良県 御所市 御所市あき地の雑草等の除去に関する条例 平成15年4月1日
奈良県 香芝市 香芝市空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和58年4月1日
奈良県 平群町 平群町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和47年9月1日
奈良県 三郷町 三郷町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和49年3月16日
奈良県 高取町 高取町をきれいにする条例 平成14年3月18日
奈良県 河合町 河合町飼い犬ふん害等防止条例 平成9年3月28日
奈良県 野迫川村 野迫川村ごみポイ捨て禁止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成11年4月1日

奈良県 上北山村 上北山村環境美化条例 平成8年10月1日
和歌山県 和歌山市 和歌山市空き地における雑草等及び廃棄物の除去に関する条例 平成5年9月1日
和歌山県 和歌山市 和歌山市美化推進及び景観の保護に関する条例 平成13年7月9日
和歌山県 海南市 海南市美しいまちづくり条例 平成17年4月1日
和歌山県 有田市 有田市美しいまちづくり条例 平成12年1月1日
和歌山県 田辺市 田辺市環境美化条例 平成13年12月28日
和歌山県 新宮市 新宮市美化条例 平成12年10月1日
和歌山県 打田町 打田町あき地管理の適正化に関する条例 昭和56年5月25日
和歌山県 桃山町 桃山町あき地管理の適正化に関する条例 昭和57年3月16日
和歌山県 貴志川町 貴志川町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和56年3月23日
和歌山県 高野町 高野町まちの美化を推進する条例 平成16年3月15日
和歌山県 白浜町 あき地等の清潔保持に関する条例 平成4年5月7日
和歌山県 上富田町 上富田町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例 昭和51年3月30日
和歌山県 日置川町 日置川町空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例 平成12年3月23日
和歌山県 串本町 串本町の豊かな自然と住よい環境を守る条例 平成14年6月26日
鳥取県 日野町 日野町空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成12年9月26日
島根県 松江市 みんなで守るポイ捨て、犬猫ふん害及び落書きの防止に関する条

例
平成13年6月27日

島根県 出雲市 出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例 平成17年3月22日
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島根県 益田市 益田市飲料容器等の散乱防止に関する条例 平成11年12月22日
島根県 雲南市 雲南市ポイ捨て及び飼い犬等ふん害の防止に関する条例 平成16年11月1日
島根県 東出雲町 東出雲町ポイ捨て及び、ふん害の防止に関する条例 平成12年7月10日
島根県 斐川町 斐川町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例 平成10年3月20日
島根県 三隅町 三隅町空き缶ポイ捨て禁止に関する条例 平成10年12月28日
島根県 海士町 海士町環境美化条例 平成15年12月24日
島根県 西ノ島町 西ノ島町飲料容器及び吸い殻等の散乱防止に関する条例 平成17年4月1日
岡山県 岡山市 岡山市環境美化条例 平成10年3月24日
岡山県 倉敷市 倉敷市環境美化条例 平成12年3月24日
岡山県 井原市 井原市環境美化条例 平成11年12月17日
岡山県 赤磐市 赤磐市環境美化条例 平成17年3月7日
岡山県 真庭市 真庭市美化条例 平成17年3月31日
岡山県 瀬戸町 瀬戸町環境美化条例 平成12年12月18日
岡山県 和気町 和気町環境美化条例 平成13年3月12日
岡山県 早島町 早島町をきれいにする条例 平成11年3月18日
岡山県 金光町 金光町アメニティタウンづくり条例 平成6年3月25日
岡山県 新庄村 新庄村環境美化及び源流保全対策条例 平成14年9月28日
広島県 呉市 呉市ポイ捨て等防止に関する条例 平成7年3月14日
広島県 尾道市 尾道市環境美化に関する条例 平成8年9月1日
広島県 因島市 因島市環境美化に関する条例 平成10年12月22日
広島県 福山市 福山市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成7年6月27日
広島県 三次市 三次市ポイ捨て等禁止条例 平成17年3月25日
広島県 東広島市 東広島市環境の美化及び保護に関する条例 平成4年10月1日
広島県 東広島市 東広島市ポイ捨て等防止に関する条例 平成7年12月21日
広島県 安芸高田市 安芸高田市環境美化条例 平成16年3月1日
広島県 坂町 坂町環境美化の推進に関する条例 平成9年4月1日
広島県 北広島町 北広島町環境美化に関する条例 平成17年2月1日
広島県 瀬戸田町 瀬戸田町環境美化に関する条例 平成11年3月31日
広島県 世羅町 世羅町環境美化に関する条例 平成11年1月7日
広島県 世羅町 世羅町生活環境保全等に関する条例 平成16年10月1日
山口県 下関市 下関市環境美化条例 平成17年2月13日
山口県 山口市 山口市の生活環境の保全に関する条例 平成15年9月30日
山口県 防府市 防府市空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条

例
平成13年12月26日

山口県 下松市 下松市空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成9年12月18日
山口県 岩国市 岩国市環境美化条例 平成10年12月19日
山口県 光市 光市空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成16年10月4日
山口県 長門市 長門市ポイ捨て等防止条例 平成12年12月21日
山口県 美祢市 美祢市空き缶ポイ捨て禁止条例 平成11年3月29日
山口県 周南市 周南市空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成15年4月21日
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成17年3月22日
山口県 周防大島町 サザンセト周防大島町をきれいにする条例 平成16年10月1日
山口県 和木町 和木町環境美化条例 平成13年4月1日
山口県 玖珂町 玖珂町あき地の環境保全に関する条例 平成14年7月1日
山口県 玖珂町 玖珂町空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成10年6月29日
山口県 本郷村 本郷村空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成13年3月19日
山口県 周東町 周東町空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成10年3月24日
山口県 田布施町 田布施町空缶等のポイ捨て禁止条例 平成9年12月24日
山口県 秋穂町 秋穂町飼い犬ふん害防止条例 平成6年3月30日
山口県 美東町 美東町空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成11年3月30日
山口県 秋芳町 秋芳町空き缶等のポイ捨て禁止条例 平成11年3月30日
山口県 阿東町 阿東町空缶等の散乱防止条例 平成13年3月26日
徳島県 徳島市 徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例 平成13年12月27日
徳島県 鳴門市 鳴門市ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な

処理に関する条例
平成14年12月25日

徳島県 阿南市 阿南市ポイ捨て等防止に関する条例 平成15年10月1日
徳島県 吉野川市 吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例 平成16年10月1日
徳島県 吉野川市 吉野川市飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成16年10月1日
徳島県 阿波市 阿波市ポイ捨て等及び犬のふん害防止に関する条例 平成17年4月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

徳島県 美馬市 美馬市の環境美化の推進に関する条例 平成17年3月1日
徳島県 羽ノ浦町 羽ノ浦町あき地の環境保持に関する条例 昭和51年1月5日
徳島県 由岐町 由岐町ごみのないきれいな町にする条例 平成17年4月1日
徳島県 牟岐町 牟岐町ごみのないきれいな町にする条例 平成14年12月19日
徳島県 北島町 北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例 平成16年3月26日
徳島県 藍住町 藍住町ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例 平成15年9月25日
徳島県 上板町 上板町環境美化の推進に関する条例 平成14年12月25日
香川県 高松市 高松市環境美化条例 平成9年3月27日
香川県 丸亀市 丸亀市まちをきれいにする条例 平成17年3月22日
香川県 坂出市 坂出市環境美化条例 平成14年3月19日
香川県 善通寺市 善通寺市環境美化条例 平成9年12月26日
香川県 さぬき市 さぬき市環境美化の促進に関する条例 平成14年4月1日
香川県 東かがわ市 東かがわ市環境美化の促進に関する条例 平成16年4月1日
香川県 内海町 内海町きれいなまちづくり条例 平成16年3月30日
香川県 土庄町 土庄町美しいまちづくり条例 平成17年3月28日
香川県 三木町 三木町環境美化条例 平成13年3月23日
香川県 牟礼町 牟礼町環境美化条例 平成16年4月1日
香川県 香南町 香南町環境美化の促進に関する条例 平成13年4月1日
香川県 綾上町 綾上町環境美化条例 平成14年4月1日
香川県 綾南町 綾南町環境美化条例 平成10年4月1日
香川県 国分寺町 国分寺町環境美化の促進に関する条例 平成10年3月26日
香川県 宇多津町 快適かつ安全な生活環境の保全に関する条例 平成8年12月19日
香川県 琴南町 琴南町環境美化条例 平成11年9月23日
香川県 満濃町 満濃町環境美化条例 平成11年12月17日
香川県 琴平町 琴平町環境美化条例 平成10年3月24日
香川県 多度津町 多度津町美化条例 平成13年4月1日
香川県 仲南町 仲南町環境美化条例 平成12年3月17日
香川県 高瀬町 高瀬町環境美化条例 平成12年4月1日
香川県 大野原町 大野原町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成9年12月24日
愛媛県 松山市 松山のまちをみんなで美しくする条例 平成15年3月24日
愛媛県 宇和島市 きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例 平成15年3月24日
愛媛県 新居浜市 きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例 平成13年12月25日
愛媛県 久万高原町 美川村環境美化推進条例 平成7年12月20日
愛媛県 久万高原町 面河村美化推進条例 平成7年6月20日
愛媛県 鬼北町 鬼北町自転車等の放置防止に関する条例 平成17年1月1日
高知県 安芸市 安芸市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例 平成15年3月25日
高知県 南国市 南国市ごみのポイ捨て防止条例 平成11年3月24日
高知県 土佐市 土佐市環境美化条例 平成15年12月25日
高知県 土佐清水市 土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成6年12月26日
高知県 香我美町 香我美町の環境をよくする条例 平成10年12月22日
高知県 土佐山田町 環境美化条例 平成12年3月22日
高知県 野市町 野市町ごみ捨て防止条例 平成10年12月21日
高知県 香北町 香北町環境美化条例 平成10年3月18日
高知県 佐川町 佐川町環境美化条例 平成16年9月14日
福岡県 大牟田市 大牟田市空き地等の雑草等の除去に関する条例 平成6年3月31日
福岡県 大牟田市 大牟田市ごみ散乱防止条例 平成5年12月17日
福岡県 久留米市 久留米市環境美化促進条例 平成11年3月31日
福岡県 直方市 直方市ごみ散乱防止条例 平成6年6月1日
福岡県 飯塚市 飯塚市空き缶等散乱防止条例 平成5年12月20日
福岡県 柳川市 柳川市クリーン条例 平成17年3月21日
福岡県 甘木市 甘木市ごみ散乱防止条例 平成5年10月1日
福岡県 筑後市 筑後市美しい環境をつくる条例 平成9年4月1日
福岡県 大川市 大川市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年6月25日

福岡県 中間市 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和50年7月22日
福岡県 中間市 中間市都市環境美化条例 平成4年12月28日
福岡県 小郡市 小郡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月22日

福岡県 小郡市 小郡市空閑地等の雑草の除去に関する条例 昭和47年10月4日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

福岡県 筑紫野市 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和48年4月2日
福岡県 筑紫野市 筑紫野市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する

条例
平成5年3月30日

福岡県 春日市 あき地の除草等に関する条例 昭和46年10月20日
福岡県 春日市 春日市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月30日

福岡県 大野城市 大野城市空き缶の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成5年3月24日

福岡県 大野城市 大野城市のあき地の環境保全に関する条例 昭和47年3月11日
福岡県 太宰府市 太宰府市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する

条例
平成5年3月31日

福岡県 太宰府市 太宰府市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和48年3月12日
福岡県 前原市 前原市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月23日

福岡県 前原市 前原市あき地等の管理及び環境保全に関する条例 昭和54年3月31日
福岡県 古賀市 古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成9年8月5日

福岡県 福津市 福津市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成17年1月24日

福岡県 福津市 福津市あき地等管理の適正化に関する条例 平成17年1月24日
福岡県 うきは市 うきは市環境美化促進条例 平成17年3月20日
福岡県 那珂川町 那珂川町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する

条例
平成17年2月22日

福岡県 那珂川町 那珂川町あき地の保全に関する条例 昭和61年4月28日
福岡県 宇美町 宇美町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年7月1日

福岡県 篠栗町 篠栗町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成5年3月29日

福岡県 志免町 志免町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成5年3月29日

福岡県 志免町 志免町空き地の環境保全に関する条例 昭和47年12月25日
福岡県 志免町 志免町飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平成12年9月28日
福岡県 須恵町 須恵町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月29日

福岡県 須恵町 須恵町あき地の環境保全に関する条例 昭和52年6月30日
福岡県 新宮町 新宮町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月16日

福岡県 新宮町 新宮町自転車の放置防止に関する条例 平成13年12月25日
福岡県 久山町 久山町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月30日

福岡県 粕屋町 粕屋町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成5年10月1日

福岡県 粕屋町 粕屋町雑草の刈取及び除去に関する条例 昭和49年8月7日
福岡県 芦屋町 芦屋町環境美化に関する条例 平成13年4月1日
福岡県 水巻町 水巻町空き缶等散乱防止条例 平成6年6月23日
福岡県 岡垣町 岡垣町環境美化に関する条例 平成7年1月23日
福岡県 遠賀町 遠賀町環境美化に関する条例 平成6年12月28日
福岡県 小竹町 小竹町の環境をよくする条例 平成5年10月4日
福岡県 鞍手町 鞍手町環境美化に関する条例 平成12年12月25日
福岡県 宮田町 宮田町空き缶等の散乱防止条例 平成5年12月24日
福岡県 稲築町 稲築町環境美化条例 平成15年9月26日
福岡県 碓井町 碓井町空き缶等の散乱防止条例 平成5年12月22日
福岡県 嘉穂町 嘉穂町空き缶等散乱防止条例 平成5年12月28日
福岡県 筑穂町 筑穂町空き缶等の散乱防止条例 平成5年12月24日
福岡県 庄内町 庄内町空き缶等散乱防止条例 平成5年12月24日
福岡県 杷木町 杷木町空き缶等の散乱防止による環境美化条例 平成5年3月31日
福岡県 杷木町 杷木町空き地の雑草等の除去に関する条例 平成4年7月3日
福岡県 筑前町 筑前町環境美化推進条例 平成17年3月22日
福岡県 東峰村 東峰村ごみ散乱防止条例 平成17年3月28日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

福岡県 二丈町 二丈町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条
例

平成5年3月29日

福岡県 二丈町 二丈町空き地等の管理の適正化に関する条例 昭和53年12月27日
福岡県 志摩町 志摩町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条

例
平成5年3月15日

福岡県 志摩町 志摩町空き地等の管理の適正化に関する条例 昭和54年7月3日
福岡県 大刀洗町 大刀洗町環境美化に関する条例 平成12年3月29日
福岡県 黒木町 黒木町の環境をよくする条例 平成5年3月24日
福岡県 立花町 立花町の環境をよくする条例 平成4年9月11日
福岡県 広川町 広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 平成4年12月28日
福岡県 矢部村 矢部村の環境をよくする条例 平成5年3月19日
福岡県 瀬高町 瀬高町環境を美しくする条例 平成6年4月1日
福岡県 高田町 高田町環境美化条例 平成6年6月29日
福岡県 香春町 香春町ごみ散乱防止条例 平成6年4月14日
福岡県 添田町 添田町ごみ散乱防止条例 平成6年3月28日
福岡県 金田町 金田町ごみ散乱防止条例 平成6年3月9日
福岡県 糸田町 糸田町環境美化に関する条例 平成6年7月8日
福岡県 川崎町 川崎町ごみ散乱防止条例 平成6年3月25日
福岡県 赤池町 赤池町ごみ散乱防止条例 平成6年3月28日
福岡県 方城町 方城町ごみ散乱防止条例 平成6年3月7日
福岡県 大任町 大任町ごみ散乱防止条例 平成6年3月31日
福岡県 赤村 赤村ごみ散乱防止条例 平成6年3月11日
福岡県 苅田町 苅田町環境美化に関する条例 平成5年6月30日
福岡県 勝山町 勝山町環境美化に関する条例 平成5年7月6日
福岡県 豊津町 豊津町環境美化に関する条例 平成5年7月2日
福岡県 椎田町 椎田町環境美化推進及び生活環境保全に関する条例 平成5年3月10日
福岡県 吉富町 吉富町環境美化に関する条例 平成5年12月22日
福岡県 築城町 築城町環境美化に関する条例 平成12年9月20日
佐賀県 唐津市 唐津市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成17年1月1日
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市あき地等の環境保全に関する条例 昭和50年6月23日
佐賀県 武雄市 武雄市空き地等の環境保全に関する条例 昭和51年9月30日
佐賀県 小城市 小城市環境美化条例 平成17年3月1日
佐賀県 川副町 川副町環境美化に関する条例 平成14年12月16日
佐賀県 東与賀町 東与賀町ポイ捨て防止等環境美化に関する条例 平成16年9月24日
佐賀県 久保田町 久保田町環境美化条例 平成9年4月1日
佐賀県 大和町 大和町空き地等の環境保全に関する条例 平成1年3月31日
佐賀県 富士町 富士町環境美化に関する条例 平成16年9月17日
佐賀県 神埼町 神埼町ポイ捨て防止に関する条例 平成10年7月1日
佐賀県 三田川町 三田川町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成7年3月16日
佐賀県 基山町 基山町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成13年12月28日
佐賀県 上峰町 上峰町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成6年6月30日
佐賀県 みやき町 みやき町生活環境の保全に関する条例 平成17年3月1日
佐賀県 有田町 有田町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成6年4月1日
佐賀県 大町町 大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例 平成17年3月22日
佐賀県 江北町 江北町ごみのポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例 平成15年9月22日
佐賀県 塩田町 塩田町環境美化条例 平成14年7月1日
佐賀県 嬉野町 嬉野町空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条

例
平成16年6月24日

長崎県 長崎市 長崎市空き缶等の散乱防止及び再資源化の推進に関する条例 平成16年9月24日
長崎県 佐世保市 佐世保市空き缶等の散乱防止及び緑化の推進に関する条例 平成6年7月1日
長崎県 島原市 島原市環境美化の推進に関する条例 平成6年10月4日
長崎県 諫早市 諫早市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する

条例
平成17年3月1日

長崎県 大村市 大村市環境美化条例 平成6年12月21日
長崎県 平戸市 平戸市の環境を美しくする条例 平成6年3月30日
長崎県 対馬市 対馬市環境美化の推進に関する条例 平成16年3月1日
長崎県 壱岐市 壱岐市環境美化の推進に関する条例 平成16年4月1日
長崎県 五島市 五島市環境美化条例 平成16年8月1日
長崎県 西海市 西海市環境美化の推進に関する条例 平成17年4月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

長崎県 長与町 長与町環境美化条例 平成5年12月24日
長崎県 時津町 時津町環境美化条例 平成5年12月22日
長崎県 琴海町 琴海町環境美化に関する条例 平成5年12月22日
長崎県 東彼杵町 東彼杵町環境美化の推進に関する条例 平成5年12月24日
長崎県 川棚町 川棚町環境美化の推進に関する条例 平成5年12月24日
長崎県 波佐見町 波佐見町環境美化の推進に関する条例 平成6年3月24日
長崎県 有明町 有明町環境美化の推進に関する条例 平成6年3月25日
長崎県 国見町 国見町ごみ散乱防止条例 平成6年10月11日
長崎県 瑞穂町 環境美化条例 平成6年9月30日
長崎県 吾妻町 吾妻町環境美化の推進に関する条例 平成7年3月27日
長崎県 愛野町 愛野町環境美化の推進に関する条例 平成6年12月22日
長崎県 千々石町 千々石町環境美化の推進に関する条例 平成6年10月4日
長崎県 小浜町 小浜町環境美化の推進に関する条例 平成6年9月19日
長崎県 南串山町 南串山町環境美化の推進に関する条例 平成6年10月3日
長崎県 加津佐町 加津佐町環境美化の推進に関する条例 平成12年3月17日
長崎県 口之津町 口之津町環境美化の推進に関する条例 平成6年12月15日
長崎県 南有馬町 南有馬町環境美化の推進に関する条例 平成6年10月12日
長崎県 北有馬町 北有馬町環境美化の推進に関する条例 平成6年9月26日
長崎県 西有家町 西有家町環境美化の推進に関する条例 平成6年9月28日
長崎県 有家町 有家町環境美化条例 平成7年4月1日
長崎県 布津町 布津町環境美化の推進に関する条例 平成6年9月21日
長崎県 深江町 深江町環境美化の推進に関する条例 平成6年9月26日
長崎県 生月町 生月町の環境を美しくする条例 平成6年9月30日
長崎県 小値賀町 小値賀町の環境を美しくする条例 平成6年3月14日
長崎県 田平町 田平町の環境を美しくする条例 平成6年3月25日
長崎県 鷹島町 鷹島町の環境を美しくする条例 平成6年3月22日
長崎県 江迎町 江迎町の環境を美しくする条例 平成6年3月16日
長崎県 鹿町町 鹿町町の環境を美しくする条例 平成6年3月28日
長崎県 小佐々町 小佐々町環境美化条例 平成6年12月22日
長崎県 佐々町 佐々町の環境を美しくする条例 平成6年6月1日
熊本県 熊本市 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和48年3月28日
熊本県 熊本市 熊本市ごみのない街を創る条例 平成12年3月31日
熊本県 八代市 八代市環境美化の推進に関する条例 平成12年9月29日
熊本県 人吉市 人吉市放置自転車等対策条例 平成15年3月24日
熊本県 本渡市 本渡市環境美化条例 平成12年3月1日
熊本県 山鹿市 山鹿市空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成17年1月15日
熊本県 山鹿市 山鹿市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 平成17年1月15日
熊本県 牛深市 牛深市環境美化条例 平成12年3月22日
熊本県 上天草市 上天草市環境美化条例 平成16年3月31日
熊本県 宇城市 宇城市ふるさと環境美化条例 平成17年1月15日
熊本県 阿蘇市 阿蘇市環境美化条例 平成17年2月11日
熊本県 城南町 城南町ふるさと環境美化条例 平成7年12月21日
熊本県 富合町 富合町環境美化条例 平成8年6月14日
熊本県 美里町 美里町ふるさと環境美化条例 平成16年11月1日
熊本県 菊水町 菊水町環境美化条例 平成14年12月18日
熊本県 三加和町 三加和町環境美化に関する条例 平成8年3月22日
熊本県 南関町 南関町環境美化に関する条例 平成8年3月31日
熊本県 植木町 植木町空き缶等の散乱の防止に関する条例 平成11年4月1日
熊本県 大津町 大津町美しい町づくり条例 平成12年6月16日
熊本県 菊陽町 菊陽町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和54年12月19日
熊本県 菊陽町 菊陽町美しい町づくり条例 平成12年6月30日
熊本県 合志町 合志町美しい町づくり条例 平成12年6月22日
熊本県 西合志町 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和51年3月26日
熊本県 小国町 小国町環境美化条例 平成6年3月14日
熊本県 産山村 産山村環境美化条例 平成6年3月22日
熊本県 高森町 高森町環境美化条例 平成8年6月26日
熊本県 西原村 西原村環境美化条例 平成16年3月22日
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村環境美化条例 平成17年2月13日
熊本県 竜北町 竜北町環境美化条例 平成9年6月10日



条　　例　　名 制定（改正）
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熊本県 芦北町 芦北町環境美化条例 平成17年1月1日
熊本県 多良木町 多良木町環境美化条例 平成12年6月16日
熊本県 湯前町 湯前町環境美化条例 平成13年3月16日
熊本県 五木村 五木村環境美化条例 平成14年4月1日
熊本県 山江村 山江村美しい村づくり条例 平成10年9月25日
熊本県 球磨村 球磨村環境美化条例 平成13年1月1日
熊本県 あさぎり町 あさぎり町環境美化条例 平成15年4月1日
熊本県 有明町 有明町環境美化条例 平成12年3月31日
熊本県 御所浦町 御所浦町環境美化条例 平成12年3月17日
熊本県 倉岳町 倉岳町環境美化条例 平成12年6月1日
熊本県 栖本町 栖本町環境美化条例 平成12年3月29日
熊本県 新和町 新和町環境美化条例 平成12年3月23日
熊本県 五和町 五和町環境美化条例 平成12年6月1日
熊本県 苓北町 苓北町環境美化推進に関する条例 平成12年3月17日
熊本県 河浦町 河浦町ふるさと環境美化条例 平成10年4月1日
大分県 大分市 大分市環境美化に関する条例 平成17年1月1日
大分県 別府市 別府市地域環境美化条例 平成12年9月29日
大分県 中津市 中津市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和62年3月25日
大分県 中津市 中津市あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例 昭和59年10月18日
大分県 日田市 日田市放置自転車等の放置の防止に関する条例 平成15年3月25日
大分県 佐伯市 佐伯市環境美化条例 平成17年3月3日
大分県 佐伯市 佐伯市自転車等放置防止条例 平成17年3月3日
大分県 臼杵市 臼杵市環境美化に関する条例 平成6年3月18日
大分県 竹田市 竹田市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 平成17年4月1日
大分県 大田村 大田村空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和61年4月1日
大分県 姫島村 姫島村空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和59年6月22日
大分県 国東町 国東町環境美化条例 昭和56年10月1日
大分県 武蔵町 武蔵町空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和59年10月4日
大分県 安岐町 安岐町空き缶等の散乱防止による環境美化に関する条例 平成5年3月19日
大分県 日出町 日出町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例 平成7年3月30日
大分県 挾間町 挾間町空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和60年3月15日
大分県 庄内町 庄内町空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和59年12月22日
大分県 湯布院町 湯布院町空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和59年10月1日
大分県 湯布院町 湯布院町あき地の雑草等の除去に関する条例 昭和51年9月30日
大分県 玖珠町 玖珠町使用済み乾電池等の散乱の防止及び回収の促進に関する

条例
昭和60年3月25日

宮崎県 宮崎市 宮崎市ピンクちらし等の配付行為等の防止に関する条例 平成16年12月20日
宮崎県 宮崎市 宮崎市自転車の放置防止に関する条例 平成4年3月17日
宮崎県 宮崎市 空き地に放置された雑草または枯れ草の除去に関する条例 昭和49年3月30日
宮崎県 延岡市 延岡市空き缶等散乱防止条例 平成6年6月28日
宮崎県 日南市 空き地に放置された雑草又は枯れ草の除去に関する条例 昭和50年3月31日
宮崎県 日南市 日南市空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年12月26日
宮崎県 小林市 小林市空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年3月31日
宮崎県 日向市 日向市空き缶散乱防止に関する条例 平成6年3月23日
宮崎県 串間市 串間市空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年10月6日
宮崎県 えびの市 えびの市空き缶散乱防止に関する条例 平成6年7月1日
宮崎県 清武町 清武町空き缶等散乱防止条例 平成6年6月30日
宮崎県 田野町 田野町空き缶等散乱防止条例 平成6年3月18日
宮崎県 北郷町 北郷町の環境をまもる条例 平成6年6月24日
宮崎県 南郷町 南郷町空き缶等散乱防止条例 平成6年9月29日
宮崎県 三股町 三股町空き缶等散乱防止条例 平成6年3月28日
宮崎県 三股町 三股町河川をきれいにする条例 平成6年3月28日
宮崎県 山之口町 山之口町空き缶等散乱防止条例 平成5年12月24日
宮崎県 高城町 高城町空き缶等散乱防止条例 平成6年3月18日
宮崎県 高岡町 高岡町空き缶散乱防止条例 平成6年10月11日
宮崎県 高岡町 高岡町美しいふるさとづくり条例 平成4年10月8日
宮崎県 国富町 国富町空き缶等散乱防止条例 平成6年10月1日
宮崎県 綾町 綾町空き缶等散乱防止条例 平成6年10月5日
宮崎県 高鍋町 高鍋町環境美化条例 平成6年3月28日
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宮崎県 南郷村 南郷村空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年3月24日
宮崎県 西郷村 西郷村空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年4月1日
宮崎県 北郷村 北郷村空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年4月1日
宮崎県 北方町 北方町空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年3月17日
宮崎県 北川町 北川町の環境をきれいにする条例 平成6年3月16日
宮崎県 北浦町 北浦町空き缶等散乱防止条例 平成6年1月4日
宮崎県 諸塚村 諸塚村空き缶等散乱防止に関する条例 平成6年3月16日
宮崎県 椎葉村 椎葉村空き缶散乱防止に関する条例 平成6年7月1日
宮崎県 高千穂町 高千穂町の美観保護及び美化推進に関する条例 平成6年9月28日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市みんなでまちを美しくする条例 平成16年7月1日
鹿児島県 大口市 大口市環境美化推進条例 平成16年12月27日
鹿児島県 指宿市 指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例 平成16年3月25日
鹿児島県 西之表市 西之表市空き缶等散乱防止条例 平成8年9月13日
鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市環境美化推進条例 平成16年10月12日
鹿児島県 三島村 十島村自動車放置防止条例 平成14年3月25日
鹿児島県 頴娃町 頴娃町空き缶等のポイ捨て防止条例 平成10年3月23日
鹿児島県 知覧町 知覧町空き缶等のポイ捨て防止条例 平成16年3月30日
鹿児島県 さつま町 さつま町環境美化条例 平成17年3月22日
鹿児島県 長島町 長島町空き缶等ポイ捨て防止条例 平成15年4月1日
鹿児島県 菱刈町 菱刈町環境美化防止推進条例 平成16年3月30日
鹿児島県 姶良町 姶良町環境美化条例 平成16年9月1日
鹿児島県 牧園町 牧園町生活環境美化条例 平成16年9月1日
鹿児島県 松山町 松山町環境美化条例 平成17年4月1日
鹿児島県 中種子町 中種子町空き缶等散乱防止条例 平成8年9月25日
鹿児島県 南種子町 南種子町空き缶等散乱防止条例 平成8年9月30日
鹿児島県 上屋久町 上屋久町空き缶等散乱防止条例 平成9年12月26日
鹿児島県 屋久町 屋久町空き缶等散乱防止条例 平成9年3月25日
鹿児島県 屋久町 屋久町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成12年12月27日
鹿児島県 天城町 天城町自動車等放置防止条例 平成12年3月13日
鹿児島県 与論町 ごみのない島さわやか条例 平成7年10月1日
沖縄県 那覇市 那覇市あき地管理の適正化に関する条例 昭和51年4月12日
沖縄県 那覇市 那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例 平成7年7月10日
沖縄県 平良市 平良市環境美化推進条例 平成7年3月30日
沖縄県 浦添市 浦添市空き缶・吸殻等のポイ捨て防止による環境美化促進条例 平成15年6月30日
沖縄県 浦添市 浦添市ハブによる被害の防止及びあき地の雑草等の除去に関する

条例
昭和62年3月31日

沖縄県 名護市 空き地に係る環境衛生の保全に関する条例 昭和49年4月1日
沖縄県 名護市 名護市あきかん及びあきびん回収条例 昭和48年8月1日
沖縄県 糸満市 糸満市空地管理の適正化に関する条例 昭和52年3月31日
沖縄県 糸満市 糸満市環境美化推進に関する条例 平成8年3月29日
沖縄県 糸満市 糸満市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年9月30日
沖縄県 沖縄市 沖縄市環境クリーン促進条例 平成8年12月19日
沖縄県 豊見城市 豊見城市ポイ捨てのない快適なまちづくり条例 平成17年4月1日
沖縄県 うるま市 うるま市あき地管理の適正化に関する条例 平成17年4月1日
沖縄県 うるま市 うるま市環境美化推進条例 平成17年4月1日
沖縄県 伊江村 伊江村自動車放置防止条例 平成13年6月22日
沖縄県 読谷村 読谷村環境美化推進条例 平成6年4月13日
沖縄県 北谷町 北谷町あき地管理の適正化に関する条例 平成7年10月3日
沖縄県 西原町 西原町あき地管理の適正化に関する条例 昭和57年3月19日
沖縄県 東風平町 東風平町清掃条例 平成16年4月1日
沖縄県 南風原町 南風原町ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例 平成10年4月1日
沖縄県 城辺町 城辺町環境美化推進条例 平成7年3月27日
沖縄県 下地町 下地町環境美化推進条例 平成12年3月29日
沖縄県 上野村 上野村環境美化推進条例 平成12年3月31日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   1,020

平成17年4月1日現在条例数   1,193
平成16年度に制定・改正された条例数     131



表１－(15)－ア 廃棄物・リサイクル関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

青森県 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 平成16年12月20日
青森県 青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例 平成17年3月25日
岩手県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例 平成13年3月30日
宮城県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例 平成15年10月16日
秋田県 秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 平成16年12月24日
秋田県 秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推進に関する条例 平成16年3月26日
福島県 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 平成16年7月6日
茨城県 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成12年4月1日
千葉県 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例 平成16年3月23日
東京都 東京都廃棄物条例 平成17年3月31日
新潟県 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例 平成16年12月27日
新潟県 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成11年12月27日
山梨県 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例 平成15年11月2日
岐阜県 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例 平成15年7月10日
愛知県 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 平成15年12月19日
三重県 三重県リサイクル製品利用推進条例 平成17年3月28日
京都府 京都府産業廃棄物税条例 平成16年3月30日
京都府 京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例 平成14年12月24日
京都府 京都府民の生活環境等を守るための硫酸ピッチの規制に関する緊急措置条

例
平成15年12月19日

大阪府 大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例 平成16年3月30日
兵庫県 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例 平成15年3月17日
鳥取県 鳥取県廃自動車等の適切な保管の確保に関する条例 平成16年12月28日
香川県 香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例 平成16年3月26日
高知県 高知県放置自動車の発生の防止及び処理の推進に関する条例 平成13年3月27日
福岡県 福岡県産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例 平成17年3月30日
長崎県 長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成9年3月21日

鹿児島県 鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例 昭和60年10月11日
札幌市 札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成17年3月31日
仙台市 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年10月3日

さいたま市 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 平成17年3月25日
千葉市 千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例 平成12年12月19日
横浜市 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成17年3月25日
横浜市 横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成16年12月24日
川崎市 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 平成16年10月4日
静岡市 静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例 平成16年3月25日

名古屋市 名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 昭和45年12月25日
京都市 京都市産業廃棄物の不適正な処理に関する条例 平成17年4月1日
京都市 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月25日
大阪市 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関す

る条例
平成16年5月24日

神戸市 神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例 平成15年10月10日
広島市 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年9月28日

北九州市 北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成12年12月13日
北九州市 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年6月22日
福岡市 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月29日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   36

平成17年4月1日現在条例数   44
平成16年度に制定・改正された条例数   17



表１－(15)－イ 廃棄物・リサイクル関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成16年11月17日
北海道 小樽市 小樽市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成16年10月18日
北海道 旭川市 旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月25日
北海道 室蘭市 室蘭市廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理等に関する条例 平成15年3月20日
北海道 釧路市 釧路市自動車放置防止条例 平成17年3月23日
北海道 釧路市 釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例 平成16年6月25日
北海道 帯広市 帯広市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
北海道 北見市 北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例 平成16年9月30日
北海道 夕張市 夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
北海道 岩見沢市 岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月28日
北海道 網走市 網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月23日
北海道 留萌市 留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例 平成9年3月26日
北海道 苫小牧市 苫小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月30日
北海道 美唄市 美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
北海道 江別市 江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例 平成12年12月12日
北海道 赤平市 赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条

例
平成14年12月12日

北海道 紋別市 紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月10日
北海道 士別市 士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条

例
平成15年3月24日

北海道 名寄市 名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成15年3月4日
北海道 根室市 根室市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月26日
北海道 千歳市 千歳市廃棄物の処理等に関する条例 平成16年3月26日
北海道 滝川市 滝川市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条

例
平成15年4月1日

北海道 砂川市 砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月27日
北海道 歌志内市 歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
北海道 深川市 深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日
北海道 登別市 登別市廃棄物の再利用及び処理に関する条例 平成5年10月1日
北海道 恵庭市 恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月16日
北海道 北広島市 北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年1月6日
北海道 松前町 松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月25日
北海道 福島町 福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月14日
北海道 知内町 知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月26日
北海道 木古内町 木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月21日
北海道 上磯町 上磯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
北海道 大野町 大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月10日
北海道 七飯町 七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
北海道 鹿部町 鹿部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和58年11月21日
北海道 森町 森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
北海道 八雲町 八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月27日
北海道 長万部町 長万部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月27日
北海道 奥尻町 奥尻町廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成14年12月20日
北海道 ニセコ町 ニセコ町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年12月25日
北海道 真狩村 真狩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月19日
北海道 倶知安町 倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年2月16日
北海道 古平町 古平町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成14年9月1日
北海道 北村 北村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月14日
北海道 奈井江町 奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月19日
北海道 上砂川町 上砂川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年10月1日
北海道 栗山町 栗山町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成17年1月21日
北海道 月形町 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月13日
北海道 浦臼町 浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
北海道 新十津川町 新十津川町廃棄物の減量、適正処理及び清掃に関する条例 平成14年9月24日
北海道 妹背牛町 妹背牛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月15日
北海道 秩父別町 秩父別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月14日
北海道 雨竜町 雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月25日
北海道 北竜町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月19日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

北海道 幌加内町 幌加内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月13日
北海道 東神楽町 東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
北海道 当麻町 当麻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
北海道 比布町 比布町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
北海道 愛別町 愛別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月13日
北海道 上川町 上川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月25日
北海道 美瑛町 美瑛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月9日
北海道 上富良野町 上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年7月11日
北海道 南富良野町 南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
北海道 占冠村 占冠村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年9月30日
北海道 和寒町 和寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年7月1日
北海道 剣淵町 剣淵町生ごみの処理に関する条例 平成14年11月19日
北海道 剣淵町 剣淵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月13日
北海道 風連町 風連町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月14日
北海道 下川町 下川町廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条

例
平成15年6月25日

北海道 美深町 美深町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月1日
北海道 音威子府村 音威子府村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月6日
北海道 増毛町 増毛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月19日
北海道 小平町 小平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月31日
北海道 苫前町 苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月22日
北海道 羽幌町 羽幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日
北海道 初山別村 初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年6月24日
北海道 中頓別町 中頓別町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例 平成12年9月21日
北海道 歌登町 歌登町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
北海道 礼文町 礼文町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月15日
北海道 東藻琴村 東藻琴村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
北海道 女満別町 女満別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月14日
北海道 美幌町 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月14日
北海道 津別町 津別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月30日
北海道 斜里町 斜里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月23日
北海道 清里町 清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月24日
北海道 小清水町 小清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月28日
北海道 端野町 端野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月20日
北海道 訓子府町 訓子府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年11月28日
北海道 置戸町 置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月15日
北海道 佐呂間町 佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月24日
北海道 常呂町 常呂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月16日
北海道 上湧別町 上湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月20日
北海道 湧別町 湧別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年11月11日
北海道 滝上町 滝上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年5月20日
北海道 興部町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月26日
北海道 西興部村 西興部村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
北海道 雄武町 雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月14日
北海道 豊浦町 豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月17日
北海道 虻田町 虻田町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成16年2月21日
北海道 洞爺村 洞爺村廃棄物の再利用及び適正処理等に関する条例 平成15年6月23日
北海道 大滝村 大滝村廃棄物の処理及び減量に関する条例 平成16年4月1日
北海道 壮瞥町 壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例 平成15年12月18日
北海道 壮瞥町 壮瞥町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
北海道 白老町 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成12年3月29日
北海道 追分町 追分町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和61年12月26日
北海道 厚真町 厚真町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年4月1日
北海道 日高町 日高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月16日
北海道 新冠町 新冠町生活環境保全及びリサイクル推進に関する条例 平成14年9月19日
北海道 様似町 様似町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成13年7月2日
北海道 えりも町 えりも町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成14年1月23日
北海道 音更町 音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月25日
北海道 上士幌町 上士幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年7月2日



条　　例　　名 制定（改正）
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北海道 鹿追町 鹿追町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
北海道 新得町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年1月31日
北海道 清水町 清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月6日
北海道 芽室町 芽室町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月24日
北海道 中札内村 中札内村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月27日
北海道 更別村 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月25日
北海道 忠類村 忠類村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月25日
北海道 幕別町 幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月18日
北海道 池田町 池田町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成16年9月29日
北海道 豊頃町 豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月10日
北海道 本別町 本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月25日
北海道 足寄町 足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月20日
北海道 陸別町 陸別町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成14年9月12日
北海道 厚岸町 厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月19日
北海道 浜中町 浜中町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月17日
北海道 阿寒町 阿寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月17日
北海道 白糠町 白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年1月14日
北海道 別海町 別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月10日
北海道 中標津町 中標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
青森県 青森市 青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
青森県 弘前市 弘前市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年10月9日
青森県 八戸市 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月18日
青森県 黒石市 黒石市不法投棄防止条例 平成14年12月18日
青森県 黒石市 黒石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年3月20日
青森県 五所川原市 五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
青森県 三沢市 三沢市廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成14年12月13日
青森県 つがる市 つがる市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月11日
青森県 今別町 今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月12日
青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
青森県 藤崎町 藤崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
青森県 大鰐町 大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月18日
青森県 平賀町 平賀町廃棄物の不法投棄の防止に関する条例 平成14年12月25日
青森県 平賀町 平賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和57年12月27日
青森県 碇ヶ関村 碇ヶ関村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和54年3月22日
青森県 板柳町 板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月19日
青森県 鶴田町 鶴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月24日
青森県 中泊町 中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
青森県 七戸町 七戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
青森県 百石町 百石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
青森県 六ヶ所村 六ヶ所村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月25日
青森県 風間浦村 風間浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月13日
青森県 佐井村 佐井村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月17日
青森県 五戸町 五戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月22日
青森県 田子町 田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月19日
青森県 福地村 福地村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月25日
青森県 新郷村 新郷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月13日
岩手県 盛岡市 盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年9月30日
岩手県 宮古市 宮古市廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例 平成14年3月8日
岩手県 室根村 室根村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年3月20日
岩手県 田老町 田老町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例 平成16年4月1日
宮城県 石巻市 石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条

例
平成13年3月22日

宮城県 気仙沼市 気仙沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月25日
宮城県 白石市 白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月8日
宮城県 名取市 名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月13日
宮城県 角田市 角田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和60年12月24日
宮城県 多賀城市 多賀城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月1日
宮城県 岩沼市 岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月19日



条　　例　　名 制定（改正）
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宮城県 東松島市 東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
宮城県 蔵王町 蔵王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和58年3月25日
宮城県 七ヶ宿町 七ヶ宿町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条

例
平成14年12月25日

宮城県 七ヶ宿町 七ヶ宿町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成13年3月26日
宮城県 村田町 村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
宮城県 川崎町 川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月26日
宮城県 丸森町 丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年3月20日
宮城県 亘理町 亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年10月1日
宮城県 松島町 松島町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成13年3月30日
宮城県 利府町 利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年3月19日
宮城県 大和町 大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年3月28日
宮城県 大郷町 大郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月11日
宮城県 富谷町 富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月22日
宮城県 大衡村 大衡村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年12月19日
宮城県 岩出山町 岩出山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月8日
宮城県 田尻町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月25日
宮城県 南郷町 南郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月13日
宮城県 女川町 女川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
宮城県 志津川町 志津川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
宮城県 本吉町 本吉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年4月30日
宮城県 歌津町 歌津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年7月6日
秋田県 秋田市 秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例 平成15年10月1日
秋田県 能代市 能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成14年3月27日
秋田県 横手市 横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月28日
秋田県 湯沢市 湯沢市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成17年3月22日
秋田県 鹿角市 鹿角市廃棄物不法投棄防止条例 平成12年3月21日
秋田県 由利本荘市 由利本荘市廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例 平成17年3月22日
秋田県 大仙市 大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
秋田県 北秋田市 北秋田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
秋田県 小坂町 小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年12月28日
秋田県 比内町 比内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
秋田県 琴丘町 琴丘町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成14年3月28日
秋田県 二ツ井町 二ツ井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月22日
秋田県 八森町 八森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年6月28日
秋田県 八竜町 八竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年10月1日
秋田県 峰浜村 峰浜村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
秋田県 五城目町 五城目町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年11月1日
秋田県 八郎潟町 八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月1日
秋田県 井川町 井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月16日
秋田県 大潟村 大潟村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年11月11日
秋田県 金浦町 金浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年6月1日
秋田県 角館町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月22日
秋田県 西木村 西木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月28日
秋田県 美郷町 美郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年11月1日
秋田県 増田町 増田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年7月1日
秋田県 平鹿町 平鹿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月27日
秋田県 十文字町 十文字町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月23日
秋田県 山内村 山内村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月19日
秋田県 大雄村 大雄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年6月25日
秋田県 羽後町 羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年2月26日
山形県 山形市 山形市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年12月19日
山形県 米沢市 米沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月29日
山形県 鶴岡市 鶴岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月28日
山形県 酒田市 酒田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月19日
山形県 新庄市 新庄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月26日
山形県 寒河江市 寒河江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日
山形県 上山市 上山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
山形県 村山市 村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

山形県 長井市 長井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月28日
山形県 天童市 天童市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月24日
山形県 東根市 東根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
山形県 尾花沢市 尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
山形県 南陽市 南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月24日
山形県 山辺町 山辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
山形県 中山町 中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月23日
山形県 河北町 河北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月30日
山形県 西川町 西川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年9月30日
山形県 朝日町 朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年9月25日
山形県 大石田町 大石田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月15日
山形県 金山町 金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月15日
山形県 真室川町 真室川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月24日
山形県 大蔵村 大蔵村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月17日
山形県 鮭川村 鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年2月18日
山形県 戸沢村 戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月24日
山形県 高畠町 高畠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
山形県 川西町 川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月24日
山形県 小国町 小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
山形県 白鷹町 白鷹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月25日
山形県 飯豊町 飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月25日
山形県 立川町 立川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年4月1日
山形県 余目町 余目町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月23日
山形県 藤島町 藤島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年11月28日
山形県 櫛引町 櫛引町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月15日
山形県 温海町 温海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月26日
山形県 遊佐町 遊佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月26日
山形県 八幡町 八幡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月25日
福島県 福島市 福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月27日
福島県 郡山市 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例 平成16年3月24日
福島県 いわき市 いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月31日
福島県 原町市 原町市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例 平成10年3月19日
福島県 須賀川市 須賀川市特定地域戸別合併処理浄化槽整備事業条例 平成11年3月15日
福島県 須賀川市 須賀川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年9月28日
福島県 喜多方市 喜多方市廃棄物の減量化・適正処理及び環境美化に関する条例 昭和47年3月30日
福島県 梁川町 梁川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月26日
福島県 鏡石町 鏡石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月26日
福島県 田島町 田島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
福島県 只見町 只見町放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関

する条例
平成14年6月28日

福島県 塩川町 塩川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月22日
福島県 高郷村 高郷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
福島県 磐梯町 磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
福島県 河東町 河東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年10月1日
福島県 三島町 三島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和61年6月30日
福島県 平田村 平田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
福島県 浅川町 浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年6月19日
福島県 古殿町 古殿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年10月1日
福島県 三春町 三春町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和61年3月31日
福島県 小野町 小野町廃棄物処理及び清掃に関する条例 昭和62年3月16日
茨城県 日立市 日立市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月28日
茨城県 土浦市 土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成14年9月27日
茨城県 結城市 結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月31日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月21日
茨城県 常陸太田市 常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月21日
茨城県 北茨城市 北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月24日
茨城県 笠間市 笠間市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
茨城県 取手市 取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成17年3月25日
茨城県 牛久市 牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例 平成16年3月26日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

茨城県 牛久市 牛久市不法投棄防止条例 平成16年3月26日
茨城県 つくば市 つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成3年3月20日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年12月24日
茨城県 筑西市 筑西市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年3月28日
茨城県 稲敷市 稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
茨城県 茨城町 茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成14年3月29日
茨城県 小川町 小川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月21日
茨城県 友部町 友部町空き缶等回収に関する条例 昭和59年3月28日
茨城県 東海村 東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月21日
茨城県 美浦村 美浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年4月1日
茨城県 伊奈町 伊奈町廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例 平成15年12月22日
茨城県 谷和原村 谷和原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月25日
茨城県 総和町 総和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
茨城県 五霞町 五霞町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
茨城県 利根町 利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
栃木県 宇都宮市 宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
栃木県 栃木市 栃木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月15日
栃木県 佐野市 佐野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月28日
栃木県 鹿沼市 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月24日
栃木県 日光市 日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年9月29日
栃木県 今市市 今市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月12日
栃木県 小山市 小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和61年3月15日
栃木県 真岡市 真岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
栃木県 大田原市 大田原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月18日
栃木県 矢板市 矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成7年10月1日
栃木県 那須塩原市 那須塩原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
栃木県 さくら市 さくら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
栃木県 河内町 河内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月13日
栃木県 野木町 野木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月25日
栃木県 岩舟町 岩舟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月24日
栃木県 都賀町 都賀町不法投棄防止条例 平成14年3月27日
栃木県 塩谷町 塩谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月18日
栃木県 烏山町 烏山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月19日
栃木県 那須町 那須町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月8日
群馬県 前橋市 前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月5日
群馬県 高崎市 高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月21日
群馬県 桐生市 桐生市不法投棄防止条例 平成13年3月26日
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月1日
群馬県 安中市 安中市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例 平成15年3月20日
群馬県 黒保根村 黒保根村ごみ及び家電等の不法投棄禁止条例 平成13年3月23日
群馬県 勢多郡東村 東村ごみ及び家電等の不法投棄禁止条例 平成13年3月8日
群馬県 群馬町 群馬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月16日
群馬県 小野上村 小野上村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月16日
群馬県 伊香保町 伊香保町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月16日
群馬県 榛東村 榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
群馬県 鬼石町 鬼石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
群馬県 吉井町 吉井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
群馬県 中之条町 中之条町廃棄物の処理および清掃に関する条例 昭和47年9月29日
群馬県 草津町 草津町廃物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
群馬県 水上町 水上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月18日
群馬県 笠懸町 笠懸町ごみ等の不法投棄防止条例 平成13年3月15日
群馬県 笠懸町 笠懸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月11日
群馬県 大間々町 大間々町ごみ及び家電等の不法投棄禁止条例 平成13年3月7日
群馬県 邑楽町 邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月10日
埼玉県 川越市 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 平成16年7月12日
埼玉県 熊谷市 熊谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月26日
埼玉県 川口市 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年12月19日
埼玉県 所沢市 所沢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年6月29日
埼玉県 本庄市 本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成16年3月9日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日
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埼玉県 東松山市 東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
埼玉県 春日部市 春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年9月30日
埼玉県 狭山市 狭山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年6月22日
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
埼玉県 深谷市 深谷市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年3月24日
埼玉県 上尾市 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年9月26日
埼玉県 草加市 草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 昭和47年9月30日
埼玉県 蕨市 蕨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月22日
埼玉県 戸田市 戸田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月29日
埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月25日
埼玉県 朝霞市 朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年3月30日
埼玉県 志木市 志木市廃棄物の減量化、再利用及び適正処理に関する条例 平成15年7月1日
埼玉県 和光市 和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成10年12月24日
埼玉県 新座市 新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年9月30日
埼玉県 桶川市 桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月22日
埼玉県 北本市 北本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
埼玉県 坂戸市 坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成14年12月20日
埼玉県 日高市 日高市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年10月25日
埼玉県 嵐山町 嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月9日
埼玉県 小川町 小川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月16日
埼玉県 神川町 神川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
埼玉県 神泉村 神泉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月11日
埼玉県 大里町 大里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月5日
埼玉県 江南町 江南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月7日
埼玉県 妻沼町 妻沼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月10日
埼玉県 騎西町 騎西町廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例 平成12年4月1日
埼玉県 川里町 川里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年12月26日
埼玉県 栗橋町 栗橋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月24日
埼玉県 杉戸町 杉戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
埼玉県 松伏町 松伏町廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 平成15年12月1日
埼玉県 庄和町 庄和町廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年6月28日
千葉県 市川市 市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月22日
千葉県 船橋市 船橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
千葉県 木更津市 木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月19日
千葉県 松戸市 松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成13年3月28日
千葉県 成田市 成田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年10月1日
千葉県 東金市 東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月7日
千葉県 八日市場市 八日市場市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
千葉県 習志野市 習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年10月1日
千葉県 柏市 柏市廃棄物処理清掃条例 平成17年3月22日
千葉県 流山市 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月26日
千葉県 八千代市 八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成13年3月30日
千葉県 八千代市 八千代市不法投棄防止条例 平成14年3月26日
千葉県 我孫子市 我孫子市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例 平成16年3月30日
千葉県 鴨川市 鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成17年2月11日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成12年12月22日
千葉県 君津市 君津市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例 平成15年12月19日
千葉県 富津市 富津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成16年3月26日
千葉県 浦安市 浦安市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月29日
千葉県 四街道市 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月29日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月26日
千葉県 八街市 八街市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
千葉県 印西市 印西市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月26日
千葉県 白井市 白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年6月27日
千葉県 酒々井町 酒々井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日
千葉県 神崎町 神崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年3月25日
千葉県 大栄町 大栄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年7月3日
千葉県 栗源町 栗源町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年4月1日
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千葉県 多古町 多古町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月27日
千葉県 東庄町 東庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月17日
千葉県 光町 光町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月10日
千葉県 大網白里町 大網白里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
千葉県 成東町 成東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月26日
千葉県 松尾町 松尾町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月18日
千葉県 芝山町 芝山町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月21日
千葉県 千倉町 千倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月19日
東京都 千代田区 千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年10月16日
東京都 千代田区 千代田区浄化槽条例 平成11年12月9日
東京都 中央区 中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年10月17日
東京都 港区 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年10月1日
東京都 新宿区 新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例 平成15年9月26日
東京都 文京区 文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成12年12月8日
東京都 台東区 台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年12月1日
東京都 墨田区 墨田区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関

する条例
平成16年12月10日

東京都 墨田区 墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成15年9月30日
東京都 江東区 江東区清掃リサイクル条例 平成11年12月16日
東京都 品川区 品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例 平成13年3月30日
東京都 目黒区 目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する

条例
平成15年12月1日

東京都 大田区 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年10月15日
東京都 世田谷区 世田谷区清掃・リサイクル条例 平成15年12月9日
東京都 渋谷区 渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例 平成15年10月23日
東京都 中野区 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年10月29日
東京都 杉並区 杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年3月19日
東京都 豊島区 豊島区廃棄物の発生抑制､再利用による減量及び適正処理に関す

る条例
平成15年10月23日

東京都 北区 東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成11年12月8日
東京都 荒川区 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年10月29日
東京都 板橋区 板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関す

る条例
平成16年4月1日

東京都 練馬区 練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成15年10月20日
東京都 練馬区 練馬区リサイクル推進条例 平成13年3月23日
東京都 葛飾区 葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例 平成15年12月1日
東京都 江戸川区 江戸川区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例
平成17年1月1日

東京都 江戸川区 江戸川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成15年12月1日
東京都 八王子市 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年3月26日
東京都 立川市 立川市廃棄物処理及び再利用促進条例 平成5年4月1日
東京都 武蔵野市 武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関す

る条例
平成16年12月27日

東京都 青梅市 青梅市廃棄物の処理および再利用の促進に関する条例 平成16年7月12日
東京都 府中市 府中市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 平成4年12月14日
東京都 昭島市 昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成15年12月24日
東京都 調布市 調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成15年9月24日
東京都 町田市 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年3月31日
東京都 小金井市 小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年3月26日
東京都 小平市 小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成13年12月26日
東京都 日野市 日野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年10月12日
東京都 東村山市 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年3月26日
東京都 国分寺市 国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例 平成5年3月9日
東京都 福生市 福生市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年12月20日
東京都 東大和市 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成11年12月16日
東京都 清瀬市 清瀬市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成4年12月25日
東京都 多摩市 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年12月28日
東京都 稲城市 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成15年12月25日
東京都 羽村市 羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年10月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

東京都 西東京市 西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成13年1月21日
東京都 檜原村 檜原村廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成5年3月25日
東京都 奥多摩町 奥多摩町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成5年3月22日
東京都 大島町 自動車の投棄を規制する条例 平成4年3月19日
東京都 利島村 自動車及び建設機械等の投棄を規制する条例 平成16年12月17日
東京都 新島村 自動車の投棄を規制する条例 平成16年12月16日
東京都 神津島村 自動車の投棄を規制する条例 平成17年1月1日
東京都 三宅村 自動車の投棄を規制する条例 平成10年10月1日
東京都 御蔵島村 自動車の投棄を規制する条例 平成10年4月1日
東京都 御蔵島村 御蔵島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
東京都 八丈町 自動車の投棄を規制する条例 平成9年3月21日
東京都 青ヶ島村 自動車の投棄を規制する条例 平成7年3月9日
東京都 小笠原村 自動車等の投棄を規制する条例 平成17年1月1日

神奈川県 横須賀市 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成13年3月30日
神奈川県 平塚市 平塚市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月22日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例 平成15年3月26日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市廃棄物の不法投棄の防止に関する条例 平成6年12月27日
神奈川県 藤沢市 藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成13年6月25日
神奈川県 小田原市 小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成16年12月24日
神奈川県 小田原市 小田原市廃棄物処理施設の設置等に関する条例 平成13年6月29日
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成14年6月1日
神奈川県 逗子市 逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成13年12月26日
神奈川県 相模原市 相模原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
神奈川県 秦野市 秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月14日
神奈川県 厚木市 厚木市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年12月27日
神奈川県 大和市 大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例 平成15年7月1日
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する条例 平成6年12月21日
神奈川県 南足柄市 南足柄市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例 平成11年10月1日
神奈川県 南足柄市 南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成13年4月1日
神奈川県 葉山町 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例 平成10年3月30日
神奈川県 葉山町 葉山町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成14年7月12日
神奈川県 寒川町 寒川町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月16日
神奈川県 大磯町 大磯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月15日
神奈川県 二宮町 二宮町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成13年3月16日
神奈川県 開成町 開成町グリーンリサイクルセンター条例 平成16年3月25日
神奈川県 開成町 開成町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月30日
神奈川県 箱根町 箱根町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月14日
神奈川県 真鶴町 真鶴町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月19日
神奈川県 湯河原町 湯河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
神奈川県 清川村 清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
新潟県 長岡市 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月22日
新潟県 柏崎市 柏崎市廃棄物及び清掃条例 平成9年12月24日
新潟県 見附市 見附市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月19日
新潟県 見附市 見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月27日
新潟県 糸魚川市 糸魚川市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例 平成17年3月19日
新潟県 妙高市 妙高市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例 平成16年3月24日
新潟県 上越市 上越市廃棄物の減量及び適性処理等に関する条例 平成9年12月15日
新潟県 阿賀野市 阿賀野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
新潟県 佐渡市 佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月1日
新潟県 南魚沼市 南魚沼市資源を大切にする条例 平成16年11月1日
新潟県 中条町 中条町廃棄物の減量化及び適正処理当に関する条例 平成15年7月3日
新潟県 分水町 分水町浄化槽条例 平成12年4月1日
新潟県 分水町 分水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年10月1日
新潟県 巻町 巻町浄化槽条例 平成12年3月31日
新潟県 巻町 巻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月31日
新潟県 下田村 下田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年8月20日
新潟県 阿賀町 阿賀町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成17年4月1日
新潟県 和島村 和島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
新潟県 湯沢町 湯沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年6月21日
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新潟県 津南町 津南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月15日
新潟県 刈羽村 刈羽村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
新潟県 関川村 関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月22日
新潟県 荒川町 荒川町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月26日
新潟県 神林村 神林村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月22日
新潟県 朝日村 朝日村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成14年3月29日
新潟県 山北町 山北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成14年3月26日
富山県 富山市 富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年4月1日
富山県 高岡市 高岡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年3月24日
富山県 新湊市 新湊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
富山県 魚津市 魚津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成12年3月21日
富山県 滑川市 滑川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月23日
富山県 黒部市 黒部市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成12年3月24日
富山県 砺波市 砺波市廃棄物及び清掃に関する条例 平成16年11月1日
富山県 小矢部市 小矢部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月28日
富山県 南砺市 南砺市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年11月1日
富山県 舟橋村 舟橋村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成12年3月14日
富山県 上市町 上市町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成15年9月26日
富山県 立山町 立山町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成5年12月22日
富山県 宇奈月町 宇奈月町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年3月26日
富山県 入善町 入善町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成15年9月24日
富山県 朝日町 朝日町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月26日
富山県 朝日町 朝日町不法投棄の防止等に関する条例 平成14年3月22日
富山県 小杉町 小杉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月17日
富山県 大島町 大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月17日
富山県 福岡町 福岡町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成14年3月20日
石川県 小松市 小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成13年3月23日
石川県 加賀市 加賀市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成16年6月25日
石川県 白山市 白山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成17年2月1日
石川県 山中町 山中町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年9月25日
石川県 川北町 川北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年4月1日
石川県 野々市町 野々市町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成5年12月20日
福井県 福井市 福井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年10月1日
福井県 敦賀市 敦賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成12年3月27日
福井県 小浜市 小浜市廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成17年3月17日
福井県 大野市 大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
福井県 勝山市 勝山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月28日
福井県 鯖江市 鯖江市廃棄物の減量化、資源化および適正処理等に関する条例 平成13年12月25日
福井県 あわら市 あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月1日
福井県 和泉村 和泉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
福井県 三国町 三国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年9月13日
福井県 丸岡町 丸岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月27日
福井県 坂井町 坂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月15日
福井県 池田町 池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年9月30日
福井県 越前町 越前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月1日
福井県 清水町 清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年9月13日
福井県 名田庄村 名田庄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年3月31日
福井県 高浜町 高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月26日
福井県 大飯町 大飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和54年4月1日
山梨県 甲府市 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成16年3月25日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市ごみの散乱のないさわやかなまちづくり推進に関する

条例
平成12年6月30日

山梨県 塩山市 塩山市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成4年3月27日
山梨県 都留市 都留市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月27日
山梨県 山梨市 山梨市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成17年3月22日
山梨県 大月市 大月市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月27日
山梨県 韮崎市 韮崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
山梨県 南アルプス市 南アルプス市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月30日
山梨県 北杜市 北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成16年11月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

山梨県 甲斐市 甲斐市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成16年9月1日
山梨県 甲斐市 甲斐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月1日
山梨県 笛吹市 笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成16年10月12日
山梨県 上野原市 上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年2月13日
山梨県 勝沼町 勝沼町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年11月1日
山梨県 大和村 大和村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月24日
山梨県 芦川村 芦川村空き缶等散乱防止及び回収に関する条例 平成12年3月22日
山梨県 豊富村 豊富村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月19日
山梨県 上九一色村 上九一色村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月25日
山梨県 三珠町 三珠町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成12年3月10日
山梨県 市川大門町 市川大門町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成12年3月25日
山梨県 六郷町 六郷町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成12年3月24日
山梨県 増穂町 増穂町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年11月1日
山梨県 鰍沢町 鰍沢町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年9月29日
山梨県 早川町 早川町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年9月22日
山梨県 身延町 身延町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成16年9月13日
山梨県 南部町 南部町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 平成15年3月1日
山梨県 昭和町 昭和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年4月1日
山梨県 西桂町 西桂町廃棄物等の散乱防止及び回収に関する条例 平成10年3月23日
山梨県 鳴沢村 鳴沢村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例 昭和59年12月24日
山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年11月15日
長野県 長野市 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月28日
長野県 松本市 松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月27日
長野県 上田市 上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月27日
長野県 岡谷市 岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成17年3月29日
長野県 飯田市 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
長野県 諏訪市 諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日
長野県 須坂市 須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例 平成15年3月24日
長野県 伊那市 伊那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月23日
長野県 中野市 中野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
長野県 大町市 大町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月27日
長野県 大町市 大町市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年12月27日
長野県 飯山市 飯山市廃棄物及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
長野県 塩尻市 塩尻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
長野県 佐久市 佐久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
長野県 千曲市 千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月1日
長野県 東御市 東部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月31日
長野県 南牧村 南牧村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
長野県 軽井沢町 軽井沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年4月30日
長野県 御代田町 御代田町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月24日
長野県 御代田町 御代田町廃棄物の不法投棄の防止に関する条例 平成8年6月25日
長野県 立科町 立科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月12日
長野県 丸子町 丸子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月17日
長野県 真田町 真田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年3月22日
長野県 原村 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年9月25日
長野県 高遠町 高遠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月11日
長野県 辰野町 辰野町放置自動車等の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成15年12月17日
長野県 辰野町 辰野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月24日
長野県 箕輪町 箕輪町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月22日
長野県 飯島町 飯島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月25日
長野県 南箕輪村 南箕輪村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月25日
長野県 中川村 中川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月10日
長野県 松川町 松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年6月26日
長野県 松川町 松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月10日
長野県 高森町 高森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月20日
長野県 清内路村 清内路村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
長野県 浪合村 浪合村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月24日
長野県 平谷村 平谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年4月1日
長野県 下條村 下條村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

長野県 泰阜村 泰阜村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
長野県 南信濃村 南信濃村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
長野県 上松町 上松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月8日
長野県 明科町 明科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年2月29日
長野県 生坂村 生坂村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月22日
長野県 波田町 波田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
長野県 山形村 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月19日
長野県 朝日村 朝日村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月16日
長野県 穂高町 穂高町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年6月19日
長野県 堀金村 堀金村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月20日
長野県 池田町 池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月28日
長野県 松川村 松川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月20日
長野県 小谷村 小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月22日
長野県 坂城町 坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月22日
長野県 小布施町 小布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年6月25日
長野県 高山村 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
長野県 山ノ内町 山ノ内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月28日
長野県 木島平村 木島平村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月16日
長野県 信州新町 信州新町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
長野県 信濃町 信濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月9日
長野県 三水村 三水村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
長野県 中条村 中条村廃棄物不法投棄防止条例 平成12年4月1日
岐阜県 大垣市 大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成6年3月28日
岐阜県 高山市 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
岐阜県 多治見市 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月20日
岐阜県 関市 関市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月31日
岐阜県 中津川市 中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月23日
岐阜県 美濃市 美濃市産業廃棄物保管の規制に関する条例 平成12年3月23日
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
岐阜県 羽島市 羽島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年3月28日
岐阜県 恵那市 恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月25日
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
岐阜県 土岐市 土岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月28日
岐阜県 各務原市 各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月1日
岐阜県 可児市 可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年10月1日
岐阜県 山県市 山県市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
岐阜県 飛騨市 飛騨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年2月1日
岐阜県 飛騨市 飛騨市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成16年2月1日
岐阜県 郡上市 郡上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月1日
岐阜県 下呂市 下呂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月1日
岐阜県 海津市 海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月28日
岐阜県 柳津町 柳津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年3月17日
岐阜県 垂井町 垂井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成6年3月28日
岐阜県 神戸町 神戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和61年3月28日
岐阜県 富加町 富加町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月26日
岐阜県 川辺町 川辺町廃棄物清掃に関する条例 平成15年3月25日
岐阜県 七宗町 七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
岐阜県 八百津町 八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
岐阜県 御嵩町 御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月28日
岐阜県 兼山町 兼山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月16日
岐阜県 笠原町 笠原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月27日
岐阜県 白川村 白川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年6月30日
静岡県 浜松市 浜松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月14日
静岡県 沼津市 沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月29日
静岡県 三島市 三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年9月20日
静岡県 島田市 島田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月27日
静岡県 富士市 富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月23日
静岡県 掛川市 掛川市廃棄物の処分及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
静岡県 御殿場市 御殿場市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年12月22日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

静岡県 菊川市 菊川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月17日
静岡県 函南町 函南町廃棄物の処理及び減量に関する条例 平成12年3月7日
静岡県 小山町 小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年9月30日
愛知県 豊橋市 豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成14年3月29日
愛知県 岡崎市 岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月24日
愛知県 瀬戸市 瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月31日
愛知県 半田市 半田市廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成13年3月30日
愛知県 春日井市 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年4月1日
愛知県 豊川市 豊川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月12日
愛知県 津島市 津島市循環システムの促進及び廃棄物の適正処理に関する条例 平成14年3月29日
愛知県 碧南市 碧南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成12年3月9日
愛知県 刈谷市 刈谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年10月1日
愛知県 豊田市 豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年12月27日
愛知県 安城市 安城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年9月29日
愛知県 蒲郡市 蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成14年3月28日
愛知県 犬山市 犬山市廃棄物処理場等の設置及び管理に関する条例 平成5年12月28日
愛知県 犬山市 犬山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年6月29日
愛知県 犬山市 犬山市産業廃棄物保管の規制に関する条例 平成10年3月27日
愛知県 江南市 江南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年12月22日
愛知県 小牧市 小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月23日
愛知県 稲沢市 稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成17年3月25日
愛知県 東海市 東海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年11月28日
愛知県 東海市 東海市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年3月28日
愛知県 大府市 大府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月28日
愛知県 知立市 知立市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月19日
愛知県 高浜市 高浜市自動車放置防止条例 平成15年9月30日
愛知県 高浜市 高浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
愛知県 岩倉市 岩倉市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成9年3月31日
愛知県 豊明市 豊明市産業廃棄物屋外保管の規制に関する条例 平成10年12月18日
愛知県 豊明市 豊明市廃棄物不法投棄の防止に関する条例 平成10年12月18日
愛知県 日進市 日進市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月28日
愛知県 日進市 日進市廃棄物不法投棄の防止に関する条例 平成12年12月21日
愛知県 愛西市 愛西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
愛知県 西枇杷島町 西枇杷島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年6月19日
愛知県 豊山町 豊山町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成9年3月31日
愛知県 清洲町 清洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月26日
愛知県 清洲町 清洲町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年3月26日
愛知県 新川町 新川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月25日
愛知県 大口町 大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年12月21日
愛知県 扶桑町 扶桑町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成7年3月24日
愛知県 蟹江町 蟹江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和54年12月22日
愛知県 東浦町 東浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
愛知県 武豊町 武豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月24日
愛知県 吉良町 吉良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年3月28日
愛知県 幡豆町 幡豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
愛知県 幸田町 幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月31日
愛知県 音羽町 音羽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月22日
愛知県 一宮町 一宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月28日
愛知県 小坂井町 小坂井町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月24日
愛知県 御津町 御津町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月16日
愛知県 渥美町 渥美町廃棄物の減量及び処理に関する条例 平成12年3月15日
三重県 津市 津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例 平成15年12月24日
三重県 四日市市 四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年3月28日
三重県 伊勢市 伊勢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年10月17日
三重県 伊勢市 伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年4月1日
三重県 松阪市 松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条 平成17年1月1日
三重県 桑名市 桑名市廃棄物の処理及び適正処理に関する条例 平成16年12月6日
三重県 鈴鹿市 鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月30日
三重県 名張市 名張市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例 平成10年6月25日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

三重県 尾鷲市 尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
三重県 亀山市 亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月11日
三重県 鳥羽市 鳥羽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月29日
三重県 久居市 久居市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月31日
三重県 いなべ市 いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月1日
三重県 いなべ市 いなべ市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成15年12月1日
三重県 志摩市 志摩市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
三重県 伊賀市 伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年11月1日
三重県 木曽岬町 木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
三重県 東員町 東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成6年3月22日
三重県 菰野町 菰野町廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境保全に関する

条例
平成11年9月28日

三重県 朝日町 朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月16日
三重県 川越町 川越町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月1日
三重県 芸濃町 芸濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
三重県 美里村 美里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年6月29日
三重県 安濃町 安濃町廃棄物処理施設の設置および管理に関する条例 平成6年9月26日
三重県 安濃町 安濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月28日
三重県 香良洲町 香良洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
三重県 一志町 一志町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
三重県 美杉村 美杉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年4月1日
三重県 多気町 多気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
三重県 明和町 明和町一般廃棄物処理施設の設置並びに使用に関する条例 平成14年7月1日
三重県 明和町 明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年7月1日
三重県 勢和村 勢和村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月7日
三重県 二見町 二見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
三重県 二見町 二見町放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成14年10月21日
三重県 小俣町 小俣町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成3年6月27日
三重県 小俣町 小俣町放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成14年3月29日
三重県 南勢町 南勢町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例 平成5年3月16日
三重県 南勢町 南勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
三重県 南島町 南島町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例 平成3年3月25日
三重県 南島町 南島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
三重県 南島町 南島町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年6月27日
三重県 御薗村 御薗村廃棄物投棄場の設置ならびに使用料に関する条例 平成11年9月28日
三重県 御薗村 御薗村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
三重県 度会町 度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
三重県 大紀町 大紀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月14日
三重県 海山町 海山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年6月28日
三重県 御浜町 御浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月27日
三重県 紀宝町 紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月10日
三重県 鵜殿村 鵜殿村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月11日
滋賀県 大津市 大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関す

る条例
平成16年3月23日

滋賀県 長浜市 長浜市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する
条例

平成13年3月28日

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成13年3月28日
滋賀県 草津市 草津市廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関す

る条例
平成12年3月24日

滋賀県 守山市 守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する
条例

平成16年4月1日

滋賀県 栗東市 栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
滋賀県 甲賀市 甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
滋賀県 野洲市 野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条

例
平成16年10月1日

滋賀県 高島市 今津町一般廃棄物処理施設の設置および管理に関する条例 平成17年3月31日
滋賀県 高島市 高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成17年4月1日
滋賀県 志賀町 志賀町廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成9年12月22日
滋賀県 安土町 安土町廃棄物の処理および清掃に関する条例 昭和48年3月30日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

滋賀県 秦荘町 廃棄物の処理および清掃に関する条例 昭和61年3月29日
滋賀県 木之本町 木之本町廃棄物の処理および環境の美化に関する条例 平成12年3月24日
滋賀県 余呉町 余呉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年9月20日
京都府 福知山市 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月28日
京都府 舞鶴市 舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成16年12月28日
京都府 綾部市 綾部市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成16年4月1日
京都府 宇治市 宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月31日
京都府 宮津市 宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成15年12月25日
京都府 城陽市 城陽市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成8年12月25日
京都府 向日市 向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年3月21日
京都府 長岡京市 長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月28日
京都府 八幡市 八幡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年3月31日
京都府 京田辺市 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和50年3月25日
京都府 京丹後市 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
京都府 大山崎町 大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年10月1日
京都府 久御山町 久御山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月23日
京都府 宇治田原町 宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
京都府 山城町 山城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和55年3月28日
京都府 山城町 山城町放置自動車防止条例 平成7年12月25日
京都府 木津町 木津町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成12年4月1日
京都府 木津町 木津町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成8年12月26日
京都府 加茂町 加茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月23日
京都府 笠置町 笠置町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
京都府 和束町 和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月15日
京都府 精華町 精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月22日
京都府 南山城村 南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月6日
京都府 夜久野町 夜久野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
京都府 伊根町 伊根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月21日
京都府 野田川町 野田川町廃棄物に処理及び清掃に関する条例 昭和47年6月28日
大阪府 堺市 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成16年12月22日
大阪府 岸和田市 岸和田市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成16年3月22日
大阪府 豊中市 豊中市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年4月1日
大阪府 吹田市 吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月24日
大阪府 泉大津市 泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成16年4月1日
大阪府 高槻市 高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例 平成16年3月26日
大阪府 高槻市 高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成16年3月26日
大阪府 貝塚市 貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 平成5年6月28日
大阪府 枚方市 枚方市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例 平成16年6月7日
大阪府 八尾市 八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年12月27日
大阪府 泉佐野市 泉佐野市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成5年6月30日
大阪府 富田林市 富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成7年3月24日
大阪府 寝屋川市 寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成12年12月21日
大阪府 松原市 松原市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月29日
大阪府 大東市 大東市廃棄物の減量および適正処理に関する条例 平成12年3月17日
大阪府 和泉市 和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 平成6年4月1日
大阪府 箕面市 箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理に関する条例 平成16年4月1日
大阪府 柏原市 柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月1日
大阪府 高石市 高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関

する条例
平成13年3月27日

大阪府 藤井寺市 藤井寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月29日
大阪府 東大阪市 東大阪市自動車等放置防止条例 平成15年7月28日
大阪府 東大阪市 東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例 平成12年3月31日
大阪府 東大阪市 東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成16年3月31日
大阪府 四條畷市 四條畷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月9日
大阪府 交野市 交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年3月31日
大阪府 阪南市 阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成17年3月31日
大阪府 島本町 島本町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例 平成13年3月29日
大阪府 豊能町 豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年3月30日
大阪府 忠岡町 忠岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年6月25日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日
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大阪府 熊取町 熊取町廃棄物処理条例 平成16年3月30日
大阪府 田尻町 田尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
大阪府 岬町 岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例 平成11年12月20日
大阪府 太子町 太子町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成13年4月1日
大阪府 河南町 河南町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成17年3月8日
大阪府 千早赤阪村 千早赤阪村廃棄物の減量化および適正処理等に関する条例 平成13年3月14日
兵庫県 姫路市 姫路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月29日
兵庫県 姫路市 姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成15年10月3日
兵庫県 尼崎市 尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成15年9月30日
兵庫県 尼崎市 尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月26日
兵庫県 明石市 明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
兵庫県 西宮市 西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平成15年9月30日
兵庫県 西宮市 西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成6年12月26日
兵庫県 伊丹市 伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成16年3月26日
兵庫県 加古川市 加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月30日
兵庫県 赤穂市 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月25日
兵庫県 三木市 三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
兵庫県 高砂市 高砂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年10月31日
兵庫県 篠山市 篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
兵庫県 養父市 養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
兵庫県 丹波市 丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例 平成16年11月1日
兵庫県 淡路市 淡路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
兵庫県 宍粟市 宍粟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
兵庫県 猪名川町 猪名川町不法投棄防止条例 平成12年6月24日
兵庫県 家島町 家島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月9日
兵庫県 浜坂町 浜坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年2月1日
兵庫県 温泉町 温泉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月27日
兵庫県 五色町 五色町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月29日
奈良県 奈良市 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日
奈良県 大和郡山市 大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月25日
奈良県 天理市 天理市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月28日
奈良県 橿原市 橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成14年9月30日
奈良県 桜井市 桜井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年10月1日
奈良県 五條市 五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月26日
奈良県 生駒市 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月30日
奈良県 香芝市 香芝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
奈良県 葛城市 葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
奈良県 三郷町 三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月19日
奈良県 大宇陀町 大宇陀町廃棄物の投棄並びに埋立処分の規制に関する条例 平成4年12月18日
奈良県 榛原町 榛原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月27日
奈良県 明日香村 明日香村廃棄物の処分及び清掃に関する条例 平成14年12月17日
奈良県 上牧町 上牧町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
奈良県 野迫川村 野迫川村自動車の投棄を規制する条例 平成5年6月1日
奈良県 野迫川村 廃棄物の投棄又は埋立処分の規制に関する条例 平成1年11月1日

和歌山県 和歌山市 和歌山市特定美観地域等における建設廃材等の処理に関する条
例

平成13年3月28日

和歌山県 和歌山市 和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 平成16年3月25日
和歌山県 橋本市 橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平成15年9月24日
和歌山県 御坊市 御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和60年12月26日
和歌山県 野上町 野上町放棄自動車の防止並びに処理に関する条例 平成12年3月27日
和歌山県 桃山町 桃山町放棄自動車追放条例 平成8年10月9日
和歌山県 湯浅町 湯浅町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成13年9月25日
和歌山県 吉備町 吉備町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年3月28日
和歌山県 白浜町 白浜町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成12年4月1日
和歌山県 白浜町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年10月1日
和歌山県 那賀町 那賀町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成8年8月1日
和歌山県 日置川町 日置川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月22日
和歌山県 すさみ町 すさみ町放棄自動車等の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成9年12月17日
和歌山県 古座川町 古座川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月15日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

和歌山県 古座川町 古座川町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成8年3月27日
和歌山県 熊野川町 熊野川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
和歌山県 熊野川町 熊野川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成9年3月21日
和歌山県 本宮町 本宮町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成11年12月13日
和歌山県 北山村 北山村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成8年12月26日
鳥取県 鳥取市 鳥取市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年9月30日
鳥取県 米子市 米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
鳥取県 倉吉市 倉吉市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例 平成17年3月1日
鳥取県 境港市 境港市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成16年3月26日
鳥取県 若桜町 若桜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
鳥取県 八頭町 八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
鳥取県 北条町 北条町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成9年3月25日
鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年12月24日
鳥取県 日吉津村 日吉津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年10月1日
鳥取県 南部町 南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
鳥取県 伯耆町 伯耆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月1日
鳥取県 日南町 日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年3月27日
鳥取県 日野町 日野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年3月11日
鳥取県 江府町 江府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月24日
島根県 松江市 松江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
島根県 出雲市 出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
島根県 益田市 益田市廃棄物の処理清掃に関する条例 平成15年12月10日
島根県 斐川町 斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年10月9日
島根県 金城町 金城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月27日
岡山県 岡山市 岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月24日
岡山県 倉敷市 倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年6月28日
岡山県 総社市 総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月22日
岡山県 真庭市 真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
岡山県 早島町 早島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年12月17日
岡山県 鴨方町 鴨方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年8月1日
岡山県 里庄町 里庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月19日
岡山県 鏡野町 鏡野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月1日
岡山県 勝央町 勝央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月9日
岡山県 吉備中央町 加茂川町清掃条例 平成14年3月8日
岡山県 吉備中央町 賀陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月28日
広島県 呉市 呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月25日
広島県 三原市 三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
広島県 東広島市 東広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月21日
広島県 廿日市市 廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清

潔保持に関する条例
平成16年3月24日

山口県 下関市 下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年2月13日
山口県 宇部市 宇部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年11月1日
山口県 山口市 山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月25日
山口県 萩市 萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例 平成17年3月6日
山口県 防府市 防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月14日
山口県 防府市 防府市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年12月26日
山口県 下松市 下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例 平成13年3月30日
山口県 下松市 下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成16年3月31日
山口県 岩国市 岩国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年10月1日
山口県 光市 光市廃棄物の減量・適正処理に関する条例 平成17年3月28日
山口県 柳井市 柳井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月21日
山口県 周南市 周南市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成15年12月25日
山口県 周南市 周南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成16年3月30日
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月22日
山口県 山陽小野田市 山陽小野田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する

条例
平成17年3月22日

山口県 周防大島町 周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
山口県 由宇町 由宇町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月25日
山口県 玖珂町 玖珂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

山口県 阿知須町 阿知須町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
山口県 阿武町 阿武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年6月28日
山口県 阿東町 阿東町廃棄物の減量及び適正に関する条例 平成13年12月26日
徳島県 吉野川市 吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年10月1日
徳島県 阿波市 阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
徳島県 上勝町 上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例 平成16年3月26日
徳島県 佐那河内村 佐那河内村特定家庭用機器再商品化に関する条例 平成13年3月30日
徳島県 神山町 神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年3月21日
徳島県 藍住町 藍住町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
徳島県 藍住町 藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例 平成16年12月27日
徳島県 山城町 山城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年9月26日
徳島県 三加茂町 三加茂町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年6月27日
徳島県 東祖谷山村 東祖谷山村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
徳島県 東祖谷山村 東祖谷山村特定家庭用機器再商品化に関する条例 平成13年4月1日
徳島県 東祖谷山村 東祖谷山村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条

例
平成9年7月1日

徳島県 西祖谷山村 西祖谷山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年4月1日
香川県 高松市 高松市廃棄物の適正処理および再生利用の促進に関する条例 平成16年3月25日
愛媛県 松山市 松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年12月21日
愛媛県 新居浜市 新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例 平成5年4月1日
愛媛県 新居浜市 新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例 平成11年12月27日
愛媛県 新居浜市 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年7月1日
愛媛県 新居浜市 新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年12月25日
愛媛県 大洲市 大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年1月11日
愛媛県 大洲市 長浜町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成17年1月11日
愛媛県 四国中央市 四国中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
愛媛県 鬼北町 鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月1日
愛媛県 愛南町 愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例 平成16年10月1日
高知県 安芸市 安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
高知県 土佐市 土佐市廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例 平成12年3月23日
高知県 中村市 中村市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成9年3月19日
高知県 宿毛市 宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
高知県 宿毛市 宿毛市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年10月1日
高知県 土佐清水市 土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月24日
高知県 奈半利町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月30日
高知県 安田町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月20日
高知県 北川村 北川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
高知県 赤岡町 赤岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月20日
高知県 赤岡町 赤岡町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年12月21日
高知県 香我美町 香我美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
高知県 土佐山田町 土佐山田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年12月21日
高知県 土佐山田町 土佐山田町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条

例
平成13年9月20日

高知県 野市町 野市町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年4月1日
高知県 夜須町 夜須町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月29日
高知県 香北町 香北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月19日
高知県 吉川村 吉川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月18日
高知県 大豊町 大豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和46年12月24日
高知県 池川町 廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例 平成14年12月16日
高知県 春野町 春野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年6月25日
高知県 いの町 いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年10月1日
高知県 中土佐町 中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年4月1日
高知県 越知町 廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例 平成16年3月19日
高知県 窪川町 窪川町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成14年12月24日
高知県 梼原町 梼原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月16日
高知県 日高村 日高村廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成12年3月22日
高知県 津野町 津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月1日
高知県 佐賀町 廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
高知県 大方町 大方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

高知県 大月町 大月町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
高知県 西土佐村 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月14日
高知県 三原村 三原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月18日
福岡県 大牟田市 大牟田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月31日
福岡県 久留米市 久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成10年3月31日
福岡県 久留米市 久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月28日
福岡県 飯塚市 飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例 平成9年10月1日
福岡県 田川市 田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月9日
福岡県 柳川市 柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月21日
福岡県 甘木市 甘木市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成10年4月1日
福岡県 八女市 八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月25日
福岡県 筑後市 筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
福岡県 豊前市 豊前市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月28日
福岡県 小郡市 小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成12年12月27日
福岡県 筑紫野市 筑紫野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日
福岡県 春日市 春日市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成8年3月27日
福岡県 大野城市 大野城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成16年3月25日
福岡県 太宰府市 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和53年3月27日
福岡県 前原市 前原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年3月29日
福岡県 古賀市 古賀市浄化槽の設置等に関する条例 平成13年6月25日
福岡県 古賀市 古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年3月29日
福岡県 福津市 福津市自動車駐車場条例 平成17年1月24日
福岡県 福津市 福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年1月24日
福岡県 うきは市 うきは市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月20日
福岡県 宇美町 宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月22日
福岡県 篠栗町 篠栗町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成14年6月21日
福岡県 志免町 志免町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月27日
福岡県 須恵町 須恵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年6月20日
福岡県 新宮町 新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成15年12月25日
福岡県 久山町 久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年12月20日
福岡県 粕屋町 粕屋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年10月1日
福岡県 宮田町 宮田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月31日
福岡県 杷木町 杷木町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成15年3月24日
福岡県 朝倉町 朝倉町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成15年6月19日
福岡県 筑前町 筑前町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成17年3月22日
福岡県 東峰村 東峰村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平成17年3月28日
福岡県 二丈町 二丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月24日
福岡県 志摩町 志摩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成4年12月25日
福岡県 大刀洗町 大刀洗町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年4月1日
福岡県 黒木町 黒木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年4月1日
福岡県 上陽町 上陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月10日
福岡県 立花町 立花町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月25日
福岡県 広川町 広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月15日
福岡県 香春町 香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成14年10月1日
福岡県 糸田町 糸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月30日
福岡県 赤池町 赤池町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年12月25日
福岡県 方城町 方城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月21日
福岡県 大任町 大任町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月23日
佐賀県 佐賀市 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例 平成16年9月1日
佐賀県 唐津市 唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月1日
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 平成12年12月26日
佐賀県 多久市 多久市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例 平成16年4月1日
佐賀県 伊万里市 伊万里市廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条

例
平成17年4月1日

佐賀県 武雄市 武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年3月29日
佐賀県 鹿島市 鹿島市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成13年4月1日
佐賀県 小城市 小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例 平成17年3月1日
佐賀県 諸富町 諸富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月30日
佐賀県 大和町 大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月20日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

佐賀県 富士町 富士町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成16年9月17日
佐賀県 東脊振村 東脊振村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月25日
佐賀県 脊振村 脊振村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月3日
佐賀県 三瀬村 三瀬村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月19日
佐賀県 みやき町 みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月1日
佐賀県 七山村 七山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月22日
佐賀県 玄海町 玄海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月28日
佐賀県 西有田町 西有田町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成16年9月24日
佐賀県 山内町 山内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
佐賀県 北方町 北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月24日
佐賀県 大町町 大町町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日
佐賀県 白石町 白石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月1日
佐賀県 太良町 太良町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成17年3月30日
佐賀県 嬉野町 嬉野町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成17年3月25日
長崎県 長崎市 長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年9月24日
長崎県 佐世保市 佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月28日
長崎県 島原市 島原市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月29日
長崎県 諫早市 諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月1日
長崎県 大村市 大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月24日
長崎県 平戸市 平戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
長崎県 松浦市 松浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月26日
長崎県 対馬市 対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月1日
長崎県 壱岐市 壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
長崎県 五島市 五島市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成17年3月29日
長崎県 西海市 西海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
長崎県 長与町 長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月22日
長崎県 時津町 時津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月10日
長崎県 東彼杵町 東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月12日
長崎県 川棚町 川棚町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月8日
長崎県 波佐見町 波佐見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
長崎県 吾妻町 吾妻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月12日
長崎県 愛野町 愛野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月16日
長崎県 千々石町 千々石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
長崎県 小浜町 小浜町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年3月17日
長崎県 南串山町 南串山町廃棄物の減量化，資源化及び適正処理に関する条例 平成12年3月10日
長崎県 布津町 布津町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成12年3月22日
長崎県 深江町 深江町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 平成11年12月21日
長崎県 大島村 大島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月27日
長崎県 生月町 生月町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月15日
長崎県 小値賀町 小値賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年6月28日
長崎県 宇久町 宇久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年4月1日
長崎県 田平町 田平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
長崎県 福島町 福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
長崎県 鷹島町 鷹島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年6月26日
長崎県 江迎町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年6月22日
長崎県 鹿町町 鹿町町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月22日
長崎県 新上五島町 新上五島町廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 平成16年8月1日
熊本県 熊本市 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月24日
熊本県 熊本市 熊本市放置自動車防止条例 平成14年3月28日
熊本県 八代市 八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平成16年3月29日
熊本県 人吉市 人吉市し尿処理場条例 昭和40年3月30日
熊本県 人吉市 人吉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年9月28日
熊本県 荒尾市 荒尾市廃棄物の処理及び清掃並びにリサイクルに関する条例 平成12年3月23日
熊本県 荒尾市 荒尾市放置自動車の防止及び処理に関する条例 平成15年3月28日
熊本県 玉名市 玉名市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 昭和52年3月25日
熊本県 本渡市 本渡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成8年9月19日
熊本県 山鹿市 山鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月15日
熊本県 牛深市 牛深市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 昭和47年6月16日
熊本県 菊池市 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成17年3月22日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

熊本県 宇土市 宇土市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成14年3月7日
熊本県 宇土市 宇土市放置自動車の防止に関する条例 平成16年12月21日
熊本県 上天草市 上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月31日
熊本県 宇城市 宇城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年1月15日
熊本県 城南町 城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年12月21日
熊本県 美里町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年11月1日
熊本県 美里町 美里町浄化槽に関する条例 平成16年11月1日
熊本県 岱明町 岱明町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月18日
熊本県 天水町 天水町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成11年3月19日
熊本県 長洲町 長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年5月1日
熊本県 大津町 大津町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成17年3月24日
熊本県 菊陽町 菊陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月20日
熊本県 合志町 合志町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成17年3月29日
熊本県 西合志町 美しい町づくり条例 平成12年10月1日
熊本県 西合志町 西合志町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月22日
熊本県 嘉島町 嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和48年11月15日
熊本県 芦北町 一般廃棄物処理条例 平成17年1月1日
熊本県 津奈木町 津奈木町一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例 平成14年12月14日
熊本県 錦町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年12月13日
熊本県 多良木町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月26日
熊本県 水上村 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月19日
熊本県 相良村 相良村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年12月20日
熊本県 山江村 山江村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
熊本県 球磨村 球磨村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例 平成12年3月21日
熊本県 あさぎり町 あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年4月1日
熊本県 有明町 有明町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月21日
熊本県 新和町 新和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月23日
熊本県 苓北町 苓北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年3月16日
大分県 別府市 別府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月30日
大分県 日田市 日田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年3月25日
大分県 佐伯市 佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月3日
大分県 臼杵市 臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月24日
大分県 津久見市 津久見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年3月30日
大分県 豊後高田市 豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月31日
大分県 大田村 大田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年9月27日
大分県 庄内町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和60年12月23日
大分県 湯布院町 湯布院町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月26日
宮崎県 宮崎市 宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例 平成15年12月19日
宮崎県 都城市 都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月29日
宮崎県 延岡市 延岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月30日
宮崎県 日南市 日南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月30日
宮崎県 日向市 日向市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和47年3月30日
宮崎県 串間市 串間市廃棄物の減量化、資源化および適正処理等に関する条例 平成11年12月22日
宮崎県 えびの市 えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年10月13日
宮崎県 清武町 清武町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する条例 平成17年3月17日
宮崎県 佐土原町 佐土原町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例 平成17年4月1日
宮崎県 佐土原町 佐土原町不法投棄防止条例 平成15年12月25日
宮崎県 高城町 高城町不法投棄の防止に関する条例 平成16年3月16日
宮崎県 須木村 須木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年4月2日
宮崎県 高鍋町 高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年2月7日
宮崎県 川南町 川南町廃棄物の適正処理及び資源の再利用促進に関する条例 平成17年3月25日
宮崎県 北方町 北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月14日
宮崎県 北川町 北川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
宮崎県 北浦町 北浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和53年3月16日
宮崎県 椎葉村 椎葉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成9年3月13日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年7月1日
鹿児島県 阿久根市 阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月24日
鹿児島県 名瀬市 名瀬市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成13年3月27日
鹿児島県 出水市 出水市廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和47年3月31日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

鹿児島県 大口市 大口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日
鹿児島県 指宿市 指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成15年7月1日
鹿児島県 国分市 国分市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成6年3月30日
鹿児島県 西之表市 西之表市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月31日
鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市廃棄物の適正処理，減量化，資源化等に関する条例 平成16年10月12日
鹿児島県 三島村 十島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月13日
鹿児島県 川辺町 川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成11年12月24日
鹿児島県 金峰町 金峰町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成13年3月15日
鹿児島県 菱刈町 菱刈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月30日
鹿児島県 姶良町 姶良町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年9月1日
鹿児島県 隼人町 隼人町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成5年3月31日
鹿児島県 末吉町 末吉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年12月26日
鹿児島県 南大隅町 南大隅町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月31日
鹿児島県 上屋久町 上屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年6月28日
鹿児島県 屋久町 屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年6月17日
鹿児島県 大和村 大和村自動車放置防止条例 平成11年10月1日
鹿児島県 大和村 大和村廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平成9年3月26日
鹿児島県 宇検村 宇検村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年6月21日
鹿児島県 喜界町 喜界町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月22日
鹿児島県 天城町 天城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成3年10月7日
鹿児島県 和泊町 和泊町自動車放置防止条例 平成13年4月1日
沖縄県 那覇市 那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 平成5年4月1日
沖縄県 那覇市 那覇市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年9月30日
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 平成15年12月26日
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年6月27日
沖縄県 浦添市 浦添市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月31日
沖縄県 浦添市 浦添市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月1日
沖縄県 名護市 名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年4月1日
沖縄県 名護市 名護市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年6月6日
沖縄県 糸満市 糸満市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年9月30日
沖縄県 沖縄市 沖縄市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年7月8日
沖縄県 沖縄市 沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平成17年3月14日
沖縄県 豊見城市 豊見城市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 平成8年1月8日
沖縄県 豊見城市 豊見城市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月28日
沖縄県 うるま市 うるま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年4月1日
沖縄県 うるま市 うるま市放置自動車の発生の防止防止及び適正処理に関する条例 平成17年4月1日
沖縄県 国頭村 国頭村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年1月31日
沖縄県 国頭村 国頭村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年9月24日
沖縄県 大宜味村 大宜味村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年9月27日
沖縄県 東村 東村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年9月20日
沖縄県 本部町 本部町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月8日
沖縄県 宜野座村 宜野座村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和50年4月4日
沖縄県 宜野座村 宜野座村放置自動車の発生及び適正な処理に関する条例 平成14年9月19日
沖縄県 金武町 金武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和50年4月10日
沖縄県 金武町 金武町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月1日
沖縄県 伊江村 伊江村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 平成15年12月22日
沖縄県 嘉手納町 嘉手納町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年7月1日
沖縄県 嘉手納町 嘉手納町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年12月26日
沖縄県 北谷町 北谷町廃棄物の減量および適正処理等に関する条例 平成16年9月30日
沖縄県 北谷町 北谷町放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例 平成14年10月21日
沖縄県 北中城村 北中城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年9月29日
沖縄県 北中城村 北中城村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月1日
沖縄県 中城村 中城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和53年3月31日
沖縄県 中城村 中城村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月15日
沖縄県 西原町 西原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成10年2月23日
沖縄県 東風平町 東風平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
沖縄県 東風平町 東風平町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成14年10月4日
沖縄県 具志頭村 具志頭村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年10月1日
沖縄県 玉城村 玉城村廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成15年12月26日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

沖縄県 知念村 久高島自動車放置防止に関する条例 平成13年6月28日
沖縄県 知念村 知念村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和62年10月5日
沖縄県 知念村 知念村放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成14年10月1日
沖縄県 佐敷町 佐敷町廃棄物処理及び清掃に関する条例 平成13年3月26日
沖縄県 与那原町 与那原町放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例 平成14年9月24日
沖縄県 与那原町 与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成13年3月23日
沖縄県 大里村 大里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年4月1日
沖縄県 南風原町 南風原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月21日
沖縄県 南風原町 南風原町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条

例
平成14年10月17日

沖縄県 座間味村 座間味村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成7年12月18日
沖縄県 粟国村 粟国村一般廃棄物処理条例 平成13年6月21日
沖縄県 粟国村 粟国村自動車放置条例 平成14年6月25日
沖縄県 渡名喜村 渡名喜村自動車放置防止条例 平成13年3月19日
沖縄県 南大東村 南大東村自動車放置防止条例 平成15年3月24日
沖縄県 伊是名村 伊是名村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月22日
沖縄県 伊是名村 伊是名村放置自動車の発生防止に関する条例 平成15年9月18日
沖縄県 久米島町 久米島町自動車放置防止条例 平成14年4月4日
沖縄県 久米島町 久米島町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 平成14年4月1日
沖縄県 久米島町 久米島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成14年4月1日
沖縄県 久米島町 久米島町廃棄物処理施設条例 平成14年4月2日
沖縄県 多良間村 多良間村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成1年3月29日
沖縄県 竹富町 竹富町自動車放置防止条例 平成13年10月3日
沖縄県 竹富町 竹富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月27日
沖縄県 与那国町 与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭和58年3月28日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   1,182

平成17年4月1日現在条例数   1,294
平成16年度に制定・改正された条例数     252



表１－(16)－ア 循環型社会形成推進基本条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

福島県 福島県循環型社会形成に関する条例 平成17年3月25日
大阪府 大阪府循環型社会形成推進条例 平成17年3月29日
兵庫県 ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）等の取扱いの規制に関する条例 平成4年3月27日
岡山県 岡山県循環型社会形成推進条例 平成13年12月21日
山口県 山口県循環型社会形成推進条例 平成16年12月21日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   5

平成17年4月1日現在条例数    5
平成16年度に制定・改正された条例数    3



表１－(16)－イ 循環型社会形成推進基本条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 江差町 江差町みどりの環境づくりに関する条例 平成10年3月25日
岩手県 紫波町 紫波町循環型まちづくり条例 平成13年6月15日
山形県 尾花沢市 尾花沢市雪国のくらしを明るくする条例 昭和59年6月21日
山形県 藤島町 人と環境にやさしいまちづくり条例 平成14年12月13日
群馬県 高山村 高山村の美しい星空を守る環境条例 平成10年3月20日
千葉県 市川市 リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例 平成7年3月31日
千葉県 館山市 館山市まちをきれいにする条例 平成10年3月31日
千葉県 東金市 東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例 平成12年12月27日
千葉県 富津市 富津市まちをきれいにする条例 平成9年3月27日
福井県 鯖江市 鯖江市環境市民条例 平成13年12月25日
岐阜県 可児市 可児市生活環境の確保に関する条例 平成14年12月1日
静岡県 河津町 河津町きれいな町づくり条例 平成13年3月7日
愛知県 清洲町 清洲町におけるみどりのまちづくりの推進に関する条例 昭和52年3月24日
三重県 二見町 二見町まちを美しくする条例 平成10年3月23日
滋賀県 志賀町 美しい志賀町の環境を守る条例 平成16年3月15日
京都府 亀岡市 亀岡市循環型社会推進条例 平成16年6月23日
京都府 久御山町 久御山町特別工業地区条例 平成7年3月30日
大阪府 堺市 堺市循環型社会形成推進条例 平成16年12月22日
大阪府 松原市 松原市きれいなまちづくり条例 平成14年12月25日
大阪府 太子町 太子町環境保全に関する条例 昭和53年12月15日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   20
平成17年4月1日現在条例数   20

平成16年度に制定・改正された条例数    2



表１－(17)－ア 地球環境関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

宮城県 宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例 平成15年2月21日
茨城県 茨城県地球環境保全行動条例 平成8年6月25日
鳥取県 鳥取県駐車時等エンジン停止の推進に関する条例 平成16年10月15日
大分県 大分県エコエネルギー導入促進条例 平成15年4月1日
京都市 京都市地球温暖化対策条例 平成16年12月24日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   5

平成17年4月1日現在条例数   5
平成16年度に制定・改正された条例数   2



表１－(17)－イ 地球環境関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

群馬県 太田市 太陽光のまち・おおた発電システム導入奨励金支給条例 平成17年3月28日

千葉県 市川市 市川市宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に
関する条例

平成17年3月30日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   2
平成17年4月1日現在条例数   2

平成16年度に制定・改正された条例数   2



表１－(18)－イ 化学物質関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

青森県 黒石市 黒石市からダイオキシン類等を少なくしきれいな環境を守る条例 平成10年3月20日
青森県 大鰐町 大鰐町からダイオキシン類等を少なくしきれいな大気を守る条例 平成11年3月19日
山形県 長井市 長井市ダイオキシン類から市民の健康と環境を守る条例 平成12年3月24日
埼玉県 熊谷市 熊谷市ダイオキシン類排出抑制条例 平成13年3月29日
埼玉県 所沢市 ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取戻すための条例 平成12年3月28日
埼玉県 所沢市 所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例 平成14年9月26日
埼玉県 狭山市 狭山市ダイオキシン類の排出の抑制に関する条例 平成16年9月12日
埼玉県 深谷市 深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例 平成13年9月28日
埼玉県 新座市 新座市ダイオキシン類規制条例 平成14年9月30日
埼玉県 三芳町 三芳町ダイオキシン類等排出抑制に関する条例 平成11年9月1日
千葉県 柏市 柏市ダイオキシン類発生抑制条例 平成17年3月22日
千葉県 四街道市 四街道市ダイオキシン類から大気を守る条例 平成9年12月22日
東京都 新宿区 新宿区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例 平成13年7月10日
東京都 杉並区 杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例 平成16年3月19日
東京都 清瀬市 清瀬市ダイオキシン類等規制条例 平成11年9月27日
高知県 高知市 高知市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全

に関する条例
平成14年7月5日

高知県 夜須町 夜須町ダイオキシン類規制条例 平成13年9月28日
注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   16
平成17年4月1日現在条例数   17

平成16年度に制定・改正された条例数    2



表１－(19)－ア 自動車交通公害防止条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

千葉県 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する
条例

平成14年3月26日

神戸市 神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行
等に関する条例

平成14年4月15日

福岡市 福岡市迷惑駐車の防止に関する条例 平成8年4月1日

平成17年4月1日現在制定団体数   3
平成17年4月1日現在条例数   3

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(19)－イ 自動車交通公害防止条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

埼玉県 入間市 入間市アイドリング・ストップ条例 平成13年9月28日
埼玉県 久喜市 久喜市アイドリング・ストップ条例 平成13年6月29日
富山県 立山町 立山町自動車の使用に伴う環境負荷の低減に関する条例 平成12年7月1日
山梨県 韮崎市 韮崎市アイドリングストップ条例 平成15年12月12日
奈良県 奈良市 奈良市アイドリング・ストップに関する条例 平成11年9月22日

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   5
平成17年4月1日現在条例数   5

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(20)－ア 景観条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

青森県 青森県景観条例 平成11年12月24日
秋田県 秋田県の景観を守る条例 平成5年3月30日
福島県 福島県景観条例 平成15年3月24日
茨城県 茨城県景観形成条例 平成13年3月28日
栃木県 栃木県景観条例 平成15年3月18日
群馬県 群馬県景観条例 平成17年3月24日
山梨県 山梨県景観条例 平成16年7月1日
山梨県 やまなしの歴史文化公園に関する条例 平成12年4月1日
長野県 長野県景観条例 平成14年3月25日
三重県 三重県屋外広告物条例 平成15年3月17日
滋賀県 ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例 平成13年10月12日
鳥取県 鳥取県景観形成条例 平成6年12月19日
島根県 ふるさと島根の景観づくり条例 平成12年3月17日
岡山県 岡山県景観条例 平成17年3月18日
広島県 ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例 平成17年3月18日
広島県 広島県自然海浜保全条例 平成16年12月17日
大分県 大分県沿道の景観保全等に関する条例 昭和63年3月30日
宮崎県 宮崎県沿道修景美化条例 平成11年12月24日
札幌市 札幌市都市景観条例 平成10年3月30日
川崎市 川崎市都市景観条例 平成6年12月26日
静岡市 静岡市都市景観条例 平成15年4月1日

名古屋市 名古屋市都市景観条例 平成13年4月1日
大阪市 大阪市屋外広告物条例 平成16年10月1日
大阪市 大阪市都市景観条例 平成10年9月25日

北九州市 関門景観条例 平成13年10月2日
北九州市 北九州市都市景観条例 平成16年9月29日
福岡市 福岡市都市景観条例 平成15年3月13日
福岡市 福岡市屋外広告物条例 平成12年4月1日
福岡市 福岡市風致地区内建築等規制条例 平成16年3月29日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   23

平成17年4月1日現在条例数   29
平成16年度に制定・改正された条例数    7



表１－(20)－イ 景観条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市都市景観条例 平成17年3月25日
北海道 小樽市 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例 平成12年3月27日
北海道 旭川市 旭川市景観条例 平成14年3月27日
北海道 士別市 士別市文化財保護条例 平成4年3月26日
北海道 北広島市 北広島市緑のまちづくり条例 平成4年4月1日
北海道 蘭越町 蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例 平成17年3月11日
北海道 上川町 上川町景観まちづくり条例 平成14年3月25日
北海道 美瑛町 美瑛の美しい景観を守り育てる条例 平成15年3月6日
北海道 上富良野町 かみふらの景観づくり条例 平成16年4月1日
北海道 占冠村 美しい占冠の風景を守り育てる条例 昭和62年3月18日
北海道 日高町 沙流川上流風景林設置条例 昭和50年3月20日
北海道 中札内村 中札内村豊かな自然を未来につなぐふるさと景観条例 平成13年3月12日
北海道 更別村 更別村景観保全条例 平成15年9月30日
北海道 中標津町 中標津町景観条例 平成8年7月1日
岩手県 雫石町 雫石町ふるさと景観条例 平成17年3月11日
岩手県 松尾村 松尾村ふるさと景観条例 平成6年9月22日
岩手県 平泉町 平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例 平成16年3月12日
岩手県 田野畑村 美しい田野畑村の風景を守り育てる条例 平成16年3月29日
宮城県 塩竈市 塩竈の景観を守り育てる条例 平成5年4月1日
宮城県 七ヶ宿町 七ヶ宿町街並み景観条例 平成12年3月13日
宮城県 松山町 松山町街なみ景観整備条例 平成7年9月29日
山形県 山形市 山形市景観条例 平成8年6月25日
山形県 酒田市 酒田市美観保護条例 平成14年3月26日
山形県 酒田市 酒田市まちなみ景観条例 平成15年3月14日
山形県 尾花沢市 銀山温泉家並保存条例 昭和61年3月31日
山形県 河北町 河北町美しいまちなみ景観条例 平成4年6月20日
山形県 金山町 金山町町並み景観条例 昭和61年3月18日
山形県 高畠町 まほろばの里高畠・まちづくり景観条例 平成9年9月25日
山形県 飯豊町 いいでみどりのまちづくり条例 平成6年3月25日
福島県 福島市 福島市景観条例 平成13年3月28日
福島県 只見町 うつくしい只見町の風景を守り育てる条例 平成11年12月24日
栃木県 日光市 日光市街並景観条例 昭和60年3月22日
栃木県 小山市 小山市都市景観条例 平成5年6月30日
群馬県 前橋市 前橋市都市景観条例 平成16年12月5日
群馬県 片品村 片品村花の谷景観条例 平成9年4月1日
群馬県 川場村 川場村美しい村づくり条例 平成4年3月23日
群馬県 新治村 美しい新治の風景を守り育てる条例 平成2年3月19日
埼玉県 春日部市 春日部市都市景観条例 平成5年3月22日
埼玉県 久喜市 久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例 平成15年10月1日
千葉県 市川市 市川市景観計画の策定の手順に関する条例 平成17年3月30日
千葉県 我孫子市 我孫子市景観条例 平成15年10月1日
東京都 新宿区 新宿区景観まちづくり条例 平成15年6月19日
東京都 文京区 文京区景観条例 平成11年12月10日
東京都 台東区 台東区景観まちづくり条例 平成14年10月25日
東京都 江東区 江東区都市景観条例 平成10年12月15日
東京都 青梅市 青梅市の美しい風景を育む条例 平成16年6月10日
東京都 あきる野市 都市環境条例 平成14年6月25日

神奈川県 横須賀市 景観条例 平成16年3月26日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市都市景観条例 平成13年3月26日
新潟県 上越市 上越市景観条例 平成12年3月24日
新潟県 湯沢町 豊かな自然と調和した美しい湯沢町を作る条例 平成4年10月1日
富山県 高岡市 高岡市町並み保存・都市景観形成に関する条例 平成10年3月25日
石川県 小松市 美しいこまつの景観を守り育てるまちづくり条例 平成14年12月25日
石川県 加賀市 加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例 平成16年6月25日
石川県 加賀市 加賀市ふるさとの歴史的景観を守り育てる条例 平成16年6月25日
福井県 福井市 福井市都市景観条例 平成3年3月27日
福井県 小浜市 小浜市景観条例 平成17年3月31日
福井県 大野市 大野市都市景観条例 平成11年3月25日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

福井県 大野市 大野都市計画フォレストタウン大野地区計画の区域内における建
築物の制限に関する条例

平成16年3月24日

福井県 勝山市 勝山市まちづくり景観条例 平成7年3月31日
福井県 三国町 三国町景観まちづくり条例 平成14年3月5日
福井県 丸岡町 丸岡町景観まちづくり条例 平成9年3月25日
長野県 長野市 長野市の景観を守り育てる条例 平成13年6月29日
長野県 上田市 上田市景観条例 平成13年3月27日
長野県 上田市 緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例 平成4年4月1日
長野県 日義村 日義村自然景観保護条例 平成2年2月21日
長野県 王滝村 王滝村おんたけ高原地域自然公園条例 昭和44年6月20日
長野県 松川村 松川村むらづくり条例 平成13年3月27日
岐阜県 大垣市 大垣市都市景観条例 平成9年9月25日
岐阜県 多治見市 多治見市美しい風景づくり条例 平成13年3月27日
岐阜県 飛騨市 飛騨市都市景観条例 平成16年2月1日
岐阜県 飛騨市 飛騨市ふるさと景観保全条例 平成16年2月1日
岐阜県 白川村 白川村景観条例 平成15年9月22日
静岡県 三島市 三島市都市景観条例 平成12年11月30日
静岡県 富士市 富士市都市景観条例 平成6年3月23日
愛知県 岡崎市 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例 平成15年6月23日
愛知県 半田市 半田市ふるさと景観条例 平成15年3月28日
愛知県 春日井市 春日井市都市景観条例 平成6年9月30日
愛知県 津島市 津島市都市公園条例 平成17年3月28日
愛知県 豊田市 豊田市都市景観条例 平成16年12月27日
愛知県 犬山市 犬山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例 平成16年9月30日
愛知県 犬山市 犬山市都市景観条例 平成5年3月30日
愛知県 清洲町 清洲町景観条例 平成7年3月29日
三重県 伊勢市 伊勢市まちなみ保全条例 平成1年9月30日
三重県 二見町 二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例 平成13年12月14日
三重県 南勢町 南勢町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例 平成14年12月25日
三重県 大紀町 大内山村熊野参詣道伊勢路景観保護条例 平成17年2月14日
三重県 紀伊長島町 紀伊長島熊野参詣道伊勢路景観保護条例 平成14年6月25日
三重県 海山町 海山町熊野参詣道伊勢路景観保護条例 平成14年6月21日
滋賀県 甲賀市 甲賀市の風景を守り育てる条例 平成16年10月1日
京都府 宇治市 宇治市都市景観条例 平成14年3月30日
京都府 八幡市 八幡市地区計画区域内における建物の制限に関する条例 平成12年12月25日
京都府 木津町 木津町研究開発地区建築条例 平成8年7月16日
京都府 木津町 木津町建築協定条例 昭和62年7月9日
京都府 木津町 木津町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 平成12年3月27日
京都府 加悦町 加悦町の美しく豊かな景観を守り育てる条例 平成6年9月28日
大阪府 堺市 堺市文化財保護条例 平成17年3月31日
大阪府 堺市 堺市景観条例 平成5年3月31日
大阪府 岸和田市 岸和田市都市景観条例 平成6年3月24日
大阪府 豊中市 豊中市都市景観条例 平成12年3月31日
大阪府 池田市 五月山景観保全条例 平成14年3月29日
大阪府 高槻市 高槻市屋外広告物条例 平成16年9月30日
大阪府 高槻市 高槻市文化財保護条例 平成17年3月25日
大阪府 富田林市 富田林市伝統的建造物群保存地区保存条例 平成3年6月25日
大阪府 交野市 交野市景観まちづくり条例 平成11年6月17日
兵庫県 姫路市 姫路市都市景観条例 昭和62年3月26日
兵庫県 尼崎市 尼崎市都市美形成条例 昭和59年12月22日
兵庫県 西宮市 西宮市都市景観条例 昭和63年4月1日
兵庫県 伊丹市 伊丹市都市景観条例 昭和59年3月31日
兵庫県 赤穂市 赤穂市都市景観の形成に関する条例 平成13年3月16日
兵庫県 篠山市 篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例 平成15年7月1日
兵庫県 篠山市 篠山市まちづくり条例 平成11年4月1日
兵庫県 温泉町 温泉町景観形成条例 平成14年3月27日
奈良県 奈良市 奈良市都市景観条例 平成17年3月30日

和歌山県 高野町 高野町の歴史と文化を活かした街並景観及び自然景観に関する条
例

平成17年3月25日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

和歌山県 白浜町 熊野古道大辺路富田坂周辺の文化的景観の保護に関する条例 平成14年8月22日
和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町歴史文化的景観保全条例 平成15年3月20日
和歌山県 本宮町 本宮町景観保全条例 平成14年7月22日
鳥取県 鳥取市 鳥取市景観形成条例 平成15年3月28日
島根県 斐川町 斐川町美しいまちづくり景観条例 平成9年12月22日
岡山県 岡山市 岡山市屋外広告物条例 平成13年9月26日
岡山県 高梁市 高梁市環境保全条例 平成16年10月1日
岡山県 新庄村 新庄村景観保全条例 平成4年3月12日
岡山県 勝央町 勝央町市街地景観条例 平成3年12月16日
山口県 防府市 防府市都市景観条例 平成14年3月29日
徳島県 つるぎ町 つるぎ町町並み保存条例 平成17年3月1日
香川県 高松市 高松市都市景観条例 平成5年3月25日
福岡県 久留米市 久留米市伝統的町並み保存条例 平成16年12月28日
福岡県 飯塚市 飯塚市都市景観条例 平成4年3月5日
佐賀県 佐賀市 佐賀市都市景観条例 平成4年6月26日
長崎県 小値賀町 小値賀町風致保存条例 昭和50年4月1日
熊本県 苓北町 苓北町景観条例 平成13年3月12日
大分県 佐伯市 佐伯市歴史的環境保存条例 平成17年3月3日
大分県 津久見市 津久見市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例 昭和61年3月25日
大分県 竹田市 竹田市史跡等環境保存条例 平成17年4月1日
宮崎県 宮崎市 宮崎市都市景観条例 平成14年12月13日
宮崎県 都城市 都城市都市景観条例 平成14年3月27日
宮崎県 延岡市 延岡市都市景観条例 平成7年3月29日
宮崎県 日向市 日向市伝統的建造物群保存地区保存条例 昭和61年3月31日
宮崎県 諸塚村 諸塚村名木巨樹保護条例 平成9年12月22日

鹿児島県 上屋久町 上屋久町景観保全の推進に関する条例 平成13年10月3日
注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

平成17年4月1日現在制定団体数   130
平成17年4月1日現在条例数   141

平成16年度に制定・改正された条例数    24



表１－(21)－ア 快適環境関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

千葉県 千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例 平成14年7月12日
岡山県 岡山県快適な環境の確保に関する条例 平成13年12月21日
広島県 広島県生活環境の保全等に関する条例 平成15年10月7日
大阪市 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例 平成14年3月29日

平成17年4月1日現在制定団体数   4
平成17年4月1日現在条例数   4

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(21)－イ 快適環境関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 新十津川町 新十津川町消融雪機設置費助成に関する条例 平成14年3月20日
青森県 八戸市 八戸市生活環境保全条例 平成11年6月30日
茨城県 谷和原村 自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 平成14年3月6日
埼玉県 所沢市 所沢市自転車駐車場の整備及び自転車の放置の防止に関する条

例
平成17年4月1日

埼玉県 所沢市 所沢市自転車駐車場条例 平成12年12月28日
埼玉県 入間市 入間市空閑地の環境保全に関する条例 昭和54年4月1日
埼玉県 桶川市 桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例 平成16年10月1日
埼玉県 桶川市 桶川市みどりの保全及び推進に関する条例 平成4年3月31日
埼玉県 久喜市 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 平成14年6月28日
千葉県 長南町 長南町を住みよくする条例 昭和48年6月25日
東京都 豊島区 豊島区アメニティ形成条例 平成16年4月1日
東京都 八王子市 八王子市サーチライト等の使用規制に関する条例 平成16年9月28日
東京都 八王子市 八王子市自転車等の放置の防止に関する条例 平成15年3月27日
東京都 八王子市 八王子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する

条例
平成8年6月28日

東京都 八王子市 八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成14年6月26日
東京都 八王子市 八王子市民の生活環境を守る条例 平成15年3月3日
東京都 八王子市 八王子市迷惑駐車等の防止に関する条例 平成13年12月17日
新潟県 妙高市 妙高市の快適な環境づくりを進める条例 昭和57年9月20日
新潟県 巻町 巻町ペット霊園の設置等に関する条例 平成16年12月16日
新潟県 与板町 与板町住みよい環境づくり条例 平成14年10月2日
山梨県 甲府市 甲府市環境の美化に関する条例 平成14年3月27日
長野県 上田市 上田市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年3月24日
長野県 上田市 上田市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例 昭和53年7月1日
長野県 上田市 開発事業の規制に関する条例 平成11年6月30日
岐阜県 飛騨市 飛騨市生活環境の確保及び改善に関する条例 平成16年2月1日
静岡県 浜松市 浜松市音・かおり・光環境創造条例 平成16年10月1日
静岡県 熱海市 熱海市路上等の喫煙防止に関する条例 平成17年3月18日
愛知県 豊田市 豊田市市街地における緑の保全条例 平成4年7月1日
愛知県 清洲町 清洲町飼い犬のふん害等の防止に関する条例 平成7年3月29日
京都府 福知山市 福知山市自転車等の放置防止に関する条例 平成7年3月23日
京都府 綾部市 綾部市自転車等の放置防止に関する条例 平成10年7月7日
京都府 亀岡市 亀岡市安全で住みよいまちづくりに関する条例 平成10年9月30日
京都府 亀岡市 亀岡市違法駐車等の防止に関する条例 平成5年4月1日
京都府 亀岡市 亀岡市放置自転車の防止に関する条例 平成5年4月1日
京都府 城陽市 城陽市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例 平成6年7月1日
京都府 長岡京市 長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例 平成7年10月1日
京都府 八幡市 八幡市自転車等放置防止条例 平成13年3月30日
京都府 八幡市 八幡市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成9年6月1日
京都府 大山崎町 大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例 平成6年7月1日
京都府 木津町 木津町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 平成7年12月25日
京都府 木津町 木津町自転車等の放置防止に関する条例 平成13年6月22日
京都府 野田川町 野田川町放置自転車等の防止及び適正な処理に関する条例 平成12年10月6日
大阪府 高槻市 開発事業の手続等に関する条例 平成14年12月20日
大阪府 高槻市 高槻市建築協定に関する条例 平成13年3月28日
大阪府 高槻市 高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例 平成13年3月28日
大阪府 高槻市 高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例 平成13年6月29日
大阪府 高槻市 高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例 平成13年3月28日
大阪府 高槻市 高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 平成17年3月25日
大阪府 高槻市 高槻都市計画阪急上牧駅北地区地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例
平成16年6月23日

大阪府 枚方市 枚方市一般旅館及びラブホテルの建築規制に関する条例 平成10年3月27日
大阪府 枚方市 枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例 平成10年3月27日
大阪府 八尾市 八尾市放置自転車の防止に関する条例 平成8年3月29日
大阪府 富田林市 富田林市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭和58年1月14日
大阪府 富田林市 富田林市自転車等の放置防止に関する条例 平成4年3月26日
大阪府 寝屋川市 寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例 平成8年3月29日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

大阪府 門真市 門真市自転車等の放置防止に関する条例 平成11年12月22日
大阪府 高石市 高石市自転車等の放置防止に関する条例 平成12年3月16日
大阪府 藤井寺市 藤井寺市ラブホテル建築の規制に関する条例 平成10年12月24日
大阪府 東大阪市 東大阪市自転車等の放置防止に関する条例 平成13年3月31日
大阪府 東大阪市 東大阪市ラブホテル建築規制に関する条例 平成13年3月31日
大阪府 四條畷市 四条畷市ラブホテル等建築規制に関する条例 昭和60年9月30日
大阪府 四條畷市 四條畷市自転車等の放置防止に関する条例 平成12年12月19日
大阪府 交野市 交野市自転車の放置防止に関する条例 昭和60年7月19日
大阪府 交野市 交野市民の生活環境を守る条例 平成13年6月29日
大阪府 田尻町 田尻町自転車等の駐車秩序に関する条例 昭和62年4月1日
大阪府 田尻町 田尻町迷惑駐車の防止に関する条例 平成6年7月14日
大阪府 田尻町 田尻町ラブホテル建築規制条例 昭和60年9月27日
兵庫県 篠山市 篠山市緑豊かな里づくり条例 平成11年4月2日
岡山県 久米南町 久米南町美しい町づくり条例 平成8年3月25日
山口県 平生町 快適な環境づくり推進条例 平成15年3月28日
愛媛県 大洲市 きれいなまち長浜をみんなでつくる条例（暫定条例） 平成17年1月11日
愛媛県 内子町 内子町環境にやさしいまちづくり基本条例 平成14年12月19日
福岡県 岡垣町 岡垣町飼犬条例 平成12年3月31日
沖縄県 那覇市 那覇市ハブ対策条例 昭和55年4月1日
沖縄県 国頭村 国頭村飼い犬条例 昭和48年6月30日
沖縄県 金武町 金武町ハブ等対策に関する条例 平成10年11月2日
沖縄県 伊江村 伊江村ハブ対策条例 昭和57年3月29日
沖縄県 中城村 中城村ハブ対策条例 平成1年4月1日
沖縄県 西原町 西原町ハブ対策条例 昭和56年6月26日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   53

平成17年4月1日現在条例数   79
平成16年度に制定・改正された条例数   9



表１－(22)－ア 環境教育、環境学習関連条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

三重県 三重県環境学習情報センター条例 平成11年7月1日
滋賀県 滋賀県環境学習の推進に関する条例 平成15年3月29日
札幌市 札幌市環境プラザ条例 平成15年3月5日
大阪市 環境学習センター条例 平成9年4月1日

北九州市 北九州市エコタウンセンター条例 平成15年12月18日
北九州市 北九州市環境ミュージアム条例 平成14年3月28日

平成17年4月1日現在制定団体数   5
平成17年4月1日現在条例数   6

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(22)－イ 環境教育、環境学習関連条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 石狩市 石狩市石狩浜海浜植物保護センター条例 平成12年3月30日
北海道 石狩市 石狩市リサイクルプラザ条例 平成12年3月30日
北海道 当別町 美しいまち当別をみんなでつくる条例 平成14年3月25日
宮城県 大和町 大和町升沢森の学び舎条例 平成8年3月29日
山形県 尾花沢市 尾花沢市徳良湖周辺施設等設置及び管理に関する条例 平成12年3月3日
茨城県 鉾田町 鉾田町環境学習施設設置及び管理に関する条例 平成15年3月14日
埼玉県 嵐山町 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例 平成8年3月22日
埼玉県 嵐山町 嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例 平成5年3月16日
東京都 新宿区 新宿区環境学習情報センター条例 平成17年3月24日
東京都 杉並区 杉並区立環境情報館条例 平成16年3月19日
東京都 板橋区 エコポリスセンター条例 平成16年12月21日
新潟県 上越市 上越市地球環境学校条例 平成11年6月24日
愛知県 岡崎市 岡崎市自然体験の森条例 平成14年3月25日
京都府 木津町 リサイクル研修ステーション設置条例 平成9年3月31日
大阪府 四條畷市 四條畷市立環境センター条例 平成17年3月31日
兵庫県 伊丹市 伊丹市立みどりのプラザ条例 平成13年3月26日
香川県 高松市 高松市環境プラザ条例 平成15年7月10日
愛媛県 松山市 松山市リサイクル等に関する啓発施設条例 平成14年6月26日
福岡県 福津市 福津市石けん工房条例 平成17年1月24日
佐賀県 佐賀市 佐賀市エコプラザ条例 平成15年7月7日
熊本県 熊本市 熊本市森林学習館条例 昭和62年3月16日
熊本県 熊本市 熊本市リサイクル情報プラザ条例 平成9年3月28日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   19
平成17年4月1日現在条例数   22

平成16年度に制定・改正された条例数    4



表１－(23)－ア 環境保全に係る経済的措置（法定外目的税等）に関する条例制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

青森県 青森県産業廃棄物税条例 平成16年3月31日
岩手県 岩手県産業廃棄物税条例 平成14年12月16日
岩手県 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議に関する条例 平成14年12月16日
岩手県 循環型地域社会の形成に関する条例 平成14年12月16日
宮城県 産業廃棄物税条例 平成16年3月23日
秋田県 秋田県産業廃棄物税条例 平成16年3月31日
福島県 福島県森林環境税条例 平成17年3月17日
福島県 福島県産業廃棄物税条例 平成17年3月17日
新潟県 新潟県産業廃棄物税条例 平成16年3月31日
岐阜県 岐阜県乗鞍環境保全税条例 平成16年12月16日
愛知県 愛知県産業廃棄物条例 平成17年3月22日
三重県 三重県産業廃棄物税条例 平成16年3月31日
滋賀県 滋賀県産業廃棄物税条例 平成15年3月20日
兵庫県 県民緑税条例 平成17年3月28日
奈良県 奈良県産業廃棄物税条例 平成16年3月31日
福岡県 福岡県産業廃棄物税条例 平成16年12月27日
大分県 大分県産業廃棄物税条例 平成16年6月25日

鹿児島県 鹿児島県産業廃棄物税条例 平成16年6月25日
鹿児島県 鹿児島県森林環境税条例 平成16年6月25日
北九州市 北九州市環境未来税条例 平成14年6月19日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   16

平成17年4月1日現在条例数   20
平成16年度に制定・改正された条例数    9



表１－(23)－イ 環境保全に係る経済的措置（法定外目的税等）に関する条例制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町遊魚税条例 平成15年11月15日
岐阜県 多治見市 多治見市一般廃棄物埋立税条例 平成13年12月17日

団 体 名

平成17年4月1日現在制定団体数   2
平成17年4月1日現在条例数   2

平成16年度に制定・改正された条例数   0



表１－(24)－ア その他の環境関連条例（(１)～(23)以外の環境に係る条例）制定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

岩手県 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例 平成15年10月9日
岩手県 浄化槽法施行条例 平成12年3月28日
岩手県 新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例 平成15年3月19日
宮城県 環境審議会条例 平成12年3月28日
宮城県 産業廃棄物税基金条例 平成17年3月25日
宮城県 地域環境保全基金条例 平成15年3月20日
宮城県 ふるさと宮城の水循環保全条例 平成16年6月22日
山形県 山形県環境保全基金条例 平成14年3月1日
山形県 山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年2月25日
茨城県 茨城県屋外広告物条例 平成15年6月23日
茨城県 茨城県公害紛争処理条例 平成15年10月1日
茨城県 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成15年10月1日
栃木県 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月25日
群馬県 群馬県公害紛争処理法施行条例 平成16年3月24日
群馬県 群馬県クレー射撃場の設置及び管理に関する条例 平成12年3月23日
群馬県 群馬県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月10日
群馬県 群馬県地域環境保全基金条例 平成2年3月15日
群馬県 群馬県野鳥の森施設の設置及び管理に関する条例 平成11年12月22日
群馬県 群馬県立公園条例 平成17年3月24日
埼玉県 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例 平成14年10月15日
埼玉県 埼玉県土採取条例 平成13年3月27日
千葉県 千葉県公害防止施設整備等促進条例 平成6年7月15日
千葉県 千葉県自然公園施設設置管理条例 平成13年7月6日
千葉県 千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年2月22日
千葉県 千葉県地域環境保全基金条例 平成14年3月26日
東京都 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例 平成12年3月31日
東京都 東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月31日

神奈川県 かながわトラストみどり基金条例 平成7年3月14日
新潟県 新潟県公害紛争処理条例 平成15年7月22日
新潟県 新潟県産業廃棄物税基金条例 平成16年3月30日
新潟県 新潟県地域環境保全基金条例 平成2年3月28日
新潟県 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例 平成12年12月26日
富山県 富山県環境保全基金条例 平成14年3月27日
富山県 富山県自然環境保全基金条例 平成14年3月27日
富山県 富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月25日
石川県 石川県自然公園施設条例 昭和43年3月23日
石川県 石川県健民自然園条例 平成6年6月28日
石川県 のと海洋ふれあいセンター条例 平成6年3月15日
山梨県 山梨県自然保護基金条例 昭和48年3月31日
山梨県 山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成4年5月1日
長野県 浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例 平成17年3月28日
長野県 長野県ふるさとの森林づくり条例 平成16年10月14日
愛知県 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成15年3月25日
滋賀県 滋賀県環境こだわり農業推進条例 平成15年3月20日
滋賀県 滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成7年10月18日
滋賀県 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例 平成14年10月22日
兵庫県 産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例 平成4年3月27日
奈良県 奈良県公害紛争処理条例 平成12年3月30日
鳥取県 鳥取県森林環境保全基金条例 平成16年3月30日
岡山県 岡山県公害紛争処理条例 平成15年3月18日
広島県 広島県産業廃棄物埋立税条例 平成14年7月5日
広島県 化製場等に関する法律施行条例 平成14年12月20日
広島県 公害紛争の処理に関する条例 平成12年3月27日
広島県 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例 平成17年3月18日
広島県 広島県みどりと景観の基金条例 平成14年3月25日
広島県 広島県環境保全基金条例 平成14年3月25日
広島県 広島県産業廃棄物抑制基金条例 平成15年3月14日
広島県 広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成10年3月24日



団体名 条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

広島県 広島県保健環境センターの利用等に関する条例 平成12年3月27日
広島県 広島県立県民の森設置及び管理条例 平成16年6月25日
広島県 広島県立県民の浜設置及び管理条例 平成16年10月12日
広島県 広島県立自然公園条例 平成15年3月14日
広島県 広島県立中央森林公園設置及び管理条例 平成17年3月18日
広島県 広島県緑化センター設置及び管理条例 平成16年6月25日
広島県 自然公園施設の設置及び管理に関する条例 平成17年3月18日
徳島県 徳島県公害紛争処理条例 平成12年3月28日
徳島県 徳島県浄化槽保守点検業者登録条例 平成10年3月27日
香川県 公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条例 平成15年3月24日
香川県 産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例 平成10年12月22日
香川県 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月29日
高知県 高知県公害紛争処理条例 平成15年7月18日
高知県 高知県森林環境保全基金条例 平成16年3月30日
高知県 高知県地域環境保全基金条例 平成2年3月26日
福岡県 福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条

例
平成13年7月9日

福岡県 福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成17年3月30日
福岡県 福岡県使用済み自動車等の適正な保管の確保に関する条例 平成15年12月26日
長崎県 公害に係る紛争処理の手続きに要する費用等に関する条例 平成12年3月24日
大分県 大分県公害被害救済措置条例 昭和48年12月25日
大分県 大分県公害紛争処理条例 平成15年12月11日
宮崎県 宮崎県環境保全基金条例 平成14年3月27日
宮崎県 宮崎県立自然公園条例 平成15年3月12日
宮崎県 宮崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成12年3月29日

さいたま市 さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例 平成17年3月25日
横浜市 横浜市リサイクル施設条例 平成11年9月24日
静岡市 静岡市興津川保全基金条例 平成15年4月1日
静岡市 静岡市森林環境保全基金条例 平成15年4月1日

北九州市 北九州市環境科学研究所手数料条例 平成7年6月29日
北九州市 北九州市環境保全基金条例 平成2年3月26日
福岡市 福岡市環境市民ファンド条例 平成17年3月31日
福岡市 福岡市水源かん養事業基金条例 平成9年3月31日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   34

平成17年4月1日現在条例数   90
平成16年度に制定・改正された条例数   21



表１－(24)－イ その他の環境関連条例（(１)～(23)以外の環境に係る条例）制定状況（市区町村）

条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

北海道 函館市 函館市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果の縦覧手続
等に関する条例

平成10年7月15日

北海道 釧路市 釧路市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成10年6月26日

北海道 岩見沢市 岩見沢市における優れた環境と生活を守り高める条例 平成13年3月30日
北海道 留萌市 留萌市一般廃棄物処理施設設置条例 平成10年3月30日
北海道 士別市 士別市廃棄物処理施設設置条例 平成1年3月8日
北海道 名寄市 名寄市一般廃棄物処理施設設置条例 昭和62年12月17日
北海道 深川市 深川市廃棄物処理施設設置条例 昭和61年3月25日
北海道 石狩市 石狩市資源物処理手数料条例 平成13年3月29日
北海道 福島町 福島町温泉健康保養センター条例 平成9年3月25日
北海道 上磯町 上磯町一般廃棄物処理場設置条例 平成9年9月22日
北海道 森町 森町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結

果の縦覧等の手続に関する条例
平成17年4月1日

北海道 真狩村 真狩村一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果
の縦覧等の手続きに関する条例

平成12年6月21日

北海道 古平町 古平町温泉保養センター設置条例 平成8年6月20日
北海道 古平町 古平町廃棄物処理収入証紙条例 平成14年9月1日
北海道 新十津川町 新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する条

例
平成14年12月24日

北海道 新十津川町 新十津川町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響
評価調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成11年7月5日

北海道 新十津川町 新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付条例 平成12年3月21日
北海道 新十津川町 新十津川町生ごみ堆肥化容器等購入費の助成に関する条例 平成15年3月18日
北海道 剣淵町 剣淵町廃棄物処理施設設置条例 平成9年3月7日
北海道 剣淵町 剣淵町が設置する一般廃棄物処理施設に関する生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成14年9月25日

北海道 天塩町 天塩町産業廃棄物処理施設の設置等に関する条例 平成9年3月19日
北海道 幌延町 幌延町産業廃棄物施設の設置等に関する条例 平成5年6月25日
北海道 利尻富士町 利尻富士町自動車の投棄を防止する条例 平成10年6月18日
北海道 滝上町 滝上町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年12月18日

北海道 音更町 音更町住みよい生活環境づくり条例 平成15年12月22日
北海道 本別町 本別町廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理ｾﾝﾀｰ設置及び管理運営条例 平成9年11月17日
北海道 浦幌町 浦幌町住みよい生活環境づくり条例 平成17年3月29日
北海道 浜中町 浜中町自然公園条例 平成12年2月28日
北海道 阿寒町 阿寒町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成10年12月24日

青森県 つがる市 つがる市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成17年2月11日

青森県 大鰐町 大鰐町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年12月20日

青森県 中泊町 中泊町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成17年3月28日

岩手県 金ヶ崎町 金ヶ崎町産業廃棄物処理大型畜産施設設置条例 平成10年4月13日
宮城県 塩竈市 塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成16年3月11日
宮城県 塩竈市 塩竈市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成12年6月22日

宮城県 古川市 古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成17年3月23日
宮城県 東松島市 東松島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結

果の縦覧等の手続に関する条例
平成17年4月1日

宮城県 大郷町 大郷町のごみ処理場設置及び管理条例 昭和43年10月1日
宮城県 三本木町 三本木町環境美化の促進に関する条例 昭和60年3月6日
山形県 温海町 温海町公共下水道の特定地域に関する分担金徴収条例 平成13年12月17日
山形県 温海町 温海町合併浄化槽事業分担金徴収条例 平成12年3月17日
茨城県 土浦市 土浦市土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例 平成16年6月28日
茨城県 結城市 結城市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する

条例
平成12年3月30日

団 体 名



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関
する条例

平成13年5月21日

茨城県 高萩市 高萩市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成16年3月25日
茨城県 北茨城市 北茨城市環境保全基金条例 平成14年3月29日
茨城県 北茨城市 北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成9年12月26日
茨城県 笠間市 笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成7年3月27日
茨城県 取手市 取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成17年3月25日
茨城県 牛久市 牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関す

る条例
平成16年3月26日

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成16年9月15日
茨城県 坂東市 坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関す

る条例
平成17年3月22日

茨城県 稲敷市 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成17年3月22日
茨城県 茨城町 茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成8年12月27日
茨城県 城里町 城里町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関す

る条例
平成17年2月1日

茨城県 阿見町 阿見町土砂等による土地の埋立，盛土及びたい積の規則に関する
条例

平成16年4月1日

茨城県 伊奈町 伊奈町安全で住みよいまちづくり条例 平成14年9月26日
茨城県 谷和原村 安心で安全なまちづくり条例 平成14年6月17日
茨城県 谷和原村 土砂等による土地の埋め立て、盛土及びたい積の規制に関する条

例
平成3年9月17日

茨城県 総和町 総和町飼い犬のふん害等の防止に関する条例 平成9年12月26日
茨城県 総和町 総和町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関す

る条例
平成13年6月25日

茨城県 総和町 総和町土採取事業規制条例 平成11年3月30日
茨城県 五霞町 五霞町土砂等による土地の埋立，盛土及びたい積の規制に関する

条例
平成16年4月1日

茨城県 利根町 利根町土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関す
る条例

平成16年3月5日

栃木県 足利市 足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成11年12月22日

栃木県 佐野市 佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防
止に関する条例

平成17年2月28日

栃木県 今市市 今市市飼い犬のふん害等の防止に関する条例 平成14年12月16日
栃木県 今市市 今市市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防

止に関する条例
平成11年9月27日

埼玉県 川越市 川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続
条例

平成11年4月1日

埼玉県 川越市 川越市し尿処理施設設置及び管理条例 昭和43年10月1日
埼玉県 川越市 川越市浄化槽保守点検業者登録条例 平成17年3月24日
埼玉県 川越市 川越市土砂のたい積等の規制に関する条例 平成14年12月24日
埼玉県 川越市 川越市緑の基本条例 平成2年3月26日
埼玉県 熊谷市 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
平成16年3月26日

埼玉県 川口市 川口市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
の結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成10年9月28日

埼玉県 所沢市 所沢市一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査結
果の縦覧等の手続きに関する条例

平成13年12月28日

埼玉県 所沢市 所沢市リサイクルふれあい館条例 平成15年3月25日
埼玉県 所沢市 所沢市土砂のたい積の規制に関する条例 平成15年7月1日
埼玉県 所沢市 所沢市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成13年3月29日
埼玉県 加須市 加須市墓地・埋葬等に関する法律施行条例 平成17年4月1日
埼玉県 東松山市 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
平成15年6月30日

埼玉県 狭山市 狭山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成11年3月19日

埼玉県 狭山市 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 平成14年3月28日
埼玉県 狭山市 狭山市廃棄物焼却炉の設置等の手続等に関する条例 平成16年6月22日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

埼玉県 狭山市 狭山市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成15年3月24日
埼玉県 羽生市 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 平成14年3月29日
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市廃棄物減量等推進審議会条例 平成15年9月30日
埼玉県 上尾市 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例 平成14年12月27日
埼玉県 入間市 入間市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
平成16年6月29日

埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年6月22日

埼玉県 新座市 新座市土砂等のたい積の規制に関する条例 平成15年3月31日
埼玉県 八潮市 八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例 平成16年12月24日
埼玉県 幸手市 幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例 平成16年7月1日
埼玉県 越生町 越生町土砂のたい積の規制に関する条例 平成16年6月10日
埼玉県 滑川町 滑川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成16年3月10日
埼玉県 嵐山町 嵐山町環境保全条例 平成13年1月5日
埼玉県 吉見町 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 平成15年4月1日
埼玉県 鳩山町 鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例 平成15年12月18日
埼玉県 東秩父村 東秩父村埋土及び盛土等規制条例 平成1年4月26日
埼玉県 美里町 美里町土砂のたい積の規制に関する条例 平成16年7月1日
埼玉県 神川町 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 平成14年3月20日
埼玉県 江南町 江南町環境衛生委員設置条例 平成17年3月7日
埼玉県 騎西町 騎西町土砂のたい積の規制に関する条例 平成15年4月1日
埼玉県 北川辺町 北川辺町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成9年12月9日
埼玉県 宮代町 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例 平成15年3月27日
埼玉県 菖蒲町 菖蒲町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成14年12月11日
埼玉県 鷲宮町 鷲宮町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 平成13年9月25日
埼玉県 庄和町 庄和町空閑地に繁茂した雑草類の除去に関する条例 昭和44年7月1日
千葉県 船橋市 船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成16年12月24日
千葉県 東金市 東金市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成12年12月27日
千葉県 柏市 柏市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条

例
平成10年9月30日

千葉県 勝浦市 勝浦市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成12年12月25日
千葉県 流山市 流山市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例
平成10年12月24日

千葉県 鴨川市 鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成17年2月11日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成13年3月23日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市水と緑のさとの設置及び管理に関する条例 平成7年3月30日
千葉県 八街市 八街市墓地等の経営の許可等に関する条例 平成13年4月1日
千葉県 印西市 印西市墓地等の経営の許可に関する条例 平成13年3月9日
千葉県 白井市 白井市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関する条例 平成13年3月12日
千葉県 酒々井町 酒々井町墓地等の経営の許可等に関する条例 平成12年12月26日
千葉県 神崎町 神崎町墓地等の経営の許可等に関する条例 平成12年12月18日
千葉県 多古町 多古町水道水源保全条例 平成13年12月18日
千葉県 光町 光町墓地等の経営の許可等に関する条例 平成12年12月8日
千葉県 大網白里町 大網白里町雑草等の除去に関する条例 平成13年3月29日
千葉県 大網白里町 大網白里町墓地等の経営の許可に関する条例 平成12年12月21日
千葉県 成東町 成東町墓地等の経営の許可等に関する条例 平成13年3月16日
千葉県 蓮沼村 蓮沼村墓地等の経営許可等に関する条例 平成13年3月15日
千葉県 芝山町 芝山町墓地等の設置等に関する条例 平成13年3月16日
東京都 新宿区 新宿区リサイクル活動センター条例 平成13年3月23日
東京都 渋谷区 渋谷区ダイオキシン類の排出規制に関する条例 平成14年3月29日
東京都 渋谷区 渋谷区みどりの確保に関する条例 平成13年3月30日
東京都 荒川区 荒川区浄化槽条例 平成11年12月20日
東京都 練馬区 練馬区みどりを育む基金条例 平成16年10月18日
東京都 葛飾区 葛飾区民農園条例 平成17年2月1日
東京都 江戸川区 江戸川区公害等対策資金貸付条例 平成11年3月25日
東京都 立川市 立川市公園条例 平成13年3月26日
東京都 小平市 小平市自転車等の放置防止に関する条例 平成16年12月22日
東京都 小平市 小平市用水路条例 平成13年3月22日
東京都 日野市 財団法人日野市環境緑化協会に対する助成等に関する条例 昭和63年12月27日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

東京都 福生市 福生市公園条例 平成16年3月30日
東京都 瑞穂町 瑞穂町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防に関する条例 平成14年6月10日
東京都 檜原村 檜原村自然保護条例 昭和48年3月31日

神奈川県 平塚市 平塚市埋立て等の規制に関する条例 平成10年12月16日
神奈川県 鎌倉市 鎌倉市海岸の環境保全に関する条例 平成6年12月27日
神奈川県 藤沢市 藤沢市ごみ減量基金条例 平成4年6月18日
神奈川県 藤沢市 藤沢市みどり基金条例 平成8年9月20日
神奈川県 相模原市 相模原市盛土等の規制に関する条例 平成17年1月4日
神奈川県 大和市 大和市みどり基金条例 平成14年4月1日
神奈川県 海老名市 海老名市土地の埋め立て等規制に関する条例 平成8年12月27日
神奈川県 南足柄市 南足柄市水資源の保全及び利用に関する条例 平成10年4月3日
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市土砂等の適正処理に関する条例 平成14年7月1日
神奈川県 藤野町 藤野町土砂等による土地の埋立て、盛土の規制に関する条例 平成9年6月20日
新潟県 柏崎市 柏崎市ペット葬祭業の設置条例 平成15年6月21日
新潟県 見附市 見附市市民農園条例 平成14年6月19日
新潟県 上越市 上越市地球環境財政調整基金条例 平成14年3月29日
新潟県 上越市 上越市みどりの基金条例 平成11年3月24日
新潟県 佐渡市 佐渡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等に手続きに関する条例
平成16年3月1日

新潟県 佐渡市 佐渡市廃棄物処理施設条例 平成16年3月1日
富山県 富山市 富山市一般廃棄物処理施設整備基金条例 平成17年4月1日
富山県 富山市 富山市公害健康被害者の救済に関する条例 平成17年4月1日
富山県 富山市 富山市婦中町ふるさと自然公園条例 平成17年4月1日
富山県 魚津市 大気の汚染等に伴う療養措置者に対する医療費の助成に関する

条例
平成9年3月19日

石川県 内灘町 内灘町社会環境整備等に関する条例 平成16年3月31日
福井県 あわら市 あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制

に関する条例
平成16年12月20日

山梨県 田富町 環境保全整備に関する条例 平成12年3月21日
山梨県 西桂町 西桂町特定家庭用機器再商品化法に係る引取手数料を徴収する

条例
平成13年3月23日

長野県 松本市 松本市緑を守り育てる条例 平成10年3月13日
長野県 上田市 上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成13年3月27日

長野県 上田市 上田市リサイクル活動拠点施設条例 平成13年3月27日
長野県 伊那市 伊那市開発行為の調整に関する条例 平成9年3月27日
長野県 飯山市 飯山市し尿浄化槽維持管理条例 平成9年4月1日
長野県 辰野町 辰野町モーテル類似施設規制条例 昭和58年3月19日
長野県 波田町 波田町みどりのまちづくり条例 平成16年4月1日
長野県 山形村 山形村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成14年6月20日

岐阜県 多治見市 多治見市放置自動車の適正な処理に関する条例 平成16年3月24日
岐阜県 美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例 平成15年3月19日
岐阜県 土岐市 土岐市公害防止施設整備費助成条例 昭和45年10月9日
岐阜県 飛騨市 飛騨市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成16年2月1日

岐阜県 飛騨市 飛騨市廃棄物処理施設設置条例 平成16年2月1日
岐阜県 本巣市 本巣市蛍保護条例 平成16年2月1日
岐阜県 海津市 海津市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結果

の縦覧等の手続きに関する条例
平成17年3月28日

岐阜県 垂井町 垂井町一般廃棄物処理施設設置条例 昭和61年3月22日
岐阜県 神戸町 神戸町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成16年12月20日

静岡県 浜松市 浜松市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に
関する条例

平成17年3月24日

静岡県 浜松市 浜松市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成10年3月26日
愛知県 一宮市 一宮市ごみの減量等の推進に関する条例 平成13年12月20日
愛知県 瀬戸市 瀬戸市産業廃棄物関連施設の運用の指導に関する条例 平成14年3月26日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日
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愛知県 瀬戸市 瀬戸市産業廃棄物関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に
関する条例

平成14年3月26日

愛知県 春日井市 春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例 平成15年9月30日
愛知県 豊田市 豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関す

る条例
平成13年6月28日

愛知県 犬山市 犬山市環境保全基金の設置及び管理に関する条例 平成14年3月29日
愛知県 豊明市 豊明市廃棄物最終処分場の運用の規制に関する条例 平成10年12月18日
愛知県 豊明市 豊明市廃棄物焼却施設の設置及び運用の規制に関する条例 平成10年12月18日
愛知県 愛西市 愛西市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成17年4月1日

三重県 松阪市 松阪市開発行為に関する環境基本条例 平成17年1月1日
三重県 いなべ市 いなべ市環境保全センター条例 平成15年12月1日
三重県 小俣町 小俣町廃棄物投棄場の設置並びに使用料に関する条例 平成13年3月26日
三重県 大紀町 大紀町生活排水処理施設設置条例 平成17年2月14日
三重県 紀伊長島町 紀伊長島町が設置する一般廃棄物処理施設に係わる生活環境影

響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成13年9月27日

三重県 紀伊長島町 紀伊長島町中山間ふるさと・水と土保全基金条例 平成5年12月22日
滋賀県 大津市 大津市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年9月30日

滋賀県 守山市 守山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例

平成13年3月28日

滋賀県 栗東市 栗東市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結果
の縦覧等の手続に関する条例

平成13年3月28日

滋賀県 甲賀市 甲賀市不燃物処理場条例 平成16年10月1日
滋賀県 高島市 高島町生活環境の保全に関する条例 平成15年3月14日
滋賀県 高島市 新旭町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査結果

の縦覧等の手続きに関する条例
平成15年2月20日

滋賀県 高島市 高島市一般廃棄物処理施設の設置および管理に関する条例 平成17年1月1日
滋賀県 高島市 高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例 平成17年1月1日
滋賀県 高島市 高島町一般廃棄物埋立処分地施設の設置および管理に関する条

例
平成17年3月31日

滋賀県 高島市 高島町一般廃棄物収集手数料条例 平成17年3月31日
滋賀県 高島市 今津町ごみ収集手数料条例 平成17年3月31日
滋賀県 高島市 新旭町ごみ収集、処理手数料徴収条例 平成17年3月31日
滋賀県 米原市 山東町美しいまちづくり条例 平成14年3月28日
滋賀県 志賀町 志賀町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成13年12月17日

滋賀県 安土町 安土町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成10年3月20日

京都府 綾部市 綾部市環境基金条例 平成14年4月1日
京都府 亀岡市 亀岡市環境基金条例 平成12年3月30日
京都府 亀岡市 亀岡市土砂等による土地埋め立て、盛土、たい積行為及び切土の

規制に関する条例
平成16年3月29日

京都府 向日市 向日市自転車等の駐車秩序に関する条例 昭和57年4月2日
京都府 長岡京市 長岡京市環境基金条例 平成14年3月29日
京都府 八幡市 八幡市森林等の火入れに関する条例 昭和61年4月1日
京都府 八幡市 八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並

び土砂採取事業の規制に関する条例
平成9年6月1日

京都府 宇治田原町 宇治田原町快適・安全な環境づくり条例 平成16年6月23日
京都府 和束町 和束町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関

する条例
平成12年10月27日

京都府 美山町 美山町土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成6年7月12日

京都府 夜久野町 夜久野町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積行為の規制
に関する条例

平成5年9月27日

大阪府 岸和田市 岸和田市下水道条例 平成14年9月6日
大阪府 岸和田市 岸和田市建築協定条例 昭和59年12月13日
大阪府 岸和田市 岸和田市都市公園条例 平成17年3月22日
大阪府 岸和田市 岸和田市文化財保護条例 平成15年3月14日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

大阪府 豊中市 豊中市違法駐車等の防止に関する条例 平成5年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市下水道条例 平成15年12月19日
大阪府 豊中市 豊中市自転車等の放置の防止等に関する条例 平成8年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市自動車駐車場条例 平成11年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整等に関

する条例
平成16年4月1日

大阪府 豊中市 豊中市都市公園条例 平成17年3月31日
大阪府 豊中市 豊中市土地利用の調整に関する条例 平成16年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市の消費者のくらしを守る基本条例 昭和52年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市風致地区内における建築等の規制に関する条例 平成17年3月31日
大阪府 豊中市 豊中市まちづくり条例 平成16年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市ラブホテル建設規制条例 平成8年4月1日
大阪府 豊中市 豊中市緑化事業基金積立基金条例 昭和61年8月1日
大阪府 豊中市 豊中市文化財保護条例 平成17年4月1日
大阪府 吹田市 吹田市旅館営業に対する規制に関する条例 平成13年4月13日
大阪府 吹田市 吹田市遺伝子組換え施設に係る環境安全の確保に関する条例 平成16年3月24日
大阪府 吹田市 吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例 平成16年7月1日
大阪府 守口市 守口市公害等紛争調整条例 昭和63年7月13日
大阪府 枚方市 枚方市住み良い環境に関する条例 平成14年3月19日
大阪府 八尾市 八尾市生活環境紛争処理条例 平成8年3月29日
大阪府 河内長野市 河内長野市より良い環境をつくる条例 昭和50年6月18日
大阪府 大東市 大東市ラブホテル建築規制に関する条例 平成10年12月22日
大阪府 高石市 高石市ラブホテル建築の規制に関する条例 平成7年9月26日
大阪府 交野市 交野市生活環境紛争処理条例 平成13年9月18日
大阪府 交野市 交野市風俗営業等に係る特定建設物の建築等の規制に関する条

例
平成11年3月16日

大阪府 交野市 交野市文化財保護条例 昭和58年7月27日
兵庫県 明石市 明石市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年3月20日

兵庫県 西宮市 西宮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

平成11年12月24日

兵庫県 高砂市 高砂市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条
例

平成13年3月28日

兵庫県 三田市 千丈寺湖の環境を守る条例 平成13年9月28日
兵庫県 篠山市 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成11年6月4日

兵庫県 丹波市 丹波市家畜飼養施設に関する条例 平成16年11月1日
兵庫県 丹波市 丹波市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成16年11月1日

兵庫県 淡路市 淡路市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成17年4月1日

兵庫県 宍粟市 宍粟市一般廃棄物処理施設条例 平成17年4月1日
兵庫県 宍粟市 宍粟市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成17年4月1日

兵庫県 家島町 家島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例

平成11年3月8日

兵庫県 五色町 五色町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きにかんする条例

平成11年3月29日

奈良県 天理市 天理市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年3月30日

奈良県 桜井市 桜井市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成11年4月1日

奈良県 桜井市 桜井市自転車等の放置防止に関する条例 平成9年4月1日
奈良県 桜井市 桜井市廃棄物循環型社会基盤施設設置条例 平成14年9月27日
奈良県 葛城市 葛城市が設置する一般廃棄物処理施設に係る環境影響事前調査

結果の縦覧等手続に関する条例
平成16年10月1日

奈良県 平群町 平群町リサイクルセンター設置条例 平成6年7月1日
奈良県 三郷町 三郷町放置自転車の防止に関する条例 昭和62年12月16日
奈良県 吉野町 吉野町をきれいにする条例 平成12年4月1日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

奈良県 西吉野村 西吉野村緑のふる里を守る条例 平成5年4月1日
和歌山県 和歌山市 和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する

条例
平成13年3月28日

和歌山県 御坊市 御坊市斎場設置及び管理に関する条例 平成2年3月27日
和歌山県 白浜町 白浜町営墓地条例 平成10年3月20日
和歌山県 白浜町 白浜町公衆便所条例 昭和47年10月4日
和歌山県 白浜町 白浜町ごみ焼却場の設置及び管理に関する条例 平成7年4月1日
和歌山県 白浜町 白浜町斎場の管理及び運営に関する条例 平成8年6月1日
和歌山県 日置川町 日置川町火葬場使用条例 平成3年9月30日
和歌山県 日置川町 日置川町環境保全基金条例 平成15年2月20日
和歌山県 日置川町 日置川町ごみ焼却場設置及び管理に関する条例 平成2年9月13日
和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町観光区域の保持に関する条例 昭和48年12月25日
和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町豊かな水資源保全基金設置条例 平成13年3月19日
和歌山県 那智勝浦町 那智の滝源流水資源保全事業基金設置条例 平成13年3月29日
和歌山県 太地町 太地町観光区域の保持に関する条例 昭和51年12月20日
和歌山県 本宮町 本宮町環境保全条例 平成4年3月31日
和歌山県 本宮町 本宮町水道水源保護条例 平成15年12月4日
鳥取県 米子市 米子市快適な生活環境の確保に関する条例 平成17年3月31日
鳥取県 境港市 境港市飼い犬ふん害等防止条例 平成9年12月19日
岡山県 岡山市 岡山市廃棄物関係事務手数料条例 平成13年3月22日
岡山県 倉敷市 倉敷市公害防止施設改善等助成条例 平成15年6月27日
山口県 宇部市 宇部市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例 平成15年12月25日
山口県 山口市 山口市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年3月25日

山口県 山口市 山口市リサイクルプラザ条例 平成9年3月25日
山口県 周南市 周南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成15年4月2日

徳島県 つるぎ町 つるぎ町産業廃棄物処理施設の設置に関する意見の基準を定め
る条例

平成17年3月1日

香川県 高松市 高松市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧等の手続に関する条例

平成10年12月18日

香川県 高松市 高松市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防および調整
に関する条例

平成10年12月18日

香川県 高松市 高松市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成10年12月18日
香川県 高松市 高松市緑化条例 昭和57年3月27日
愛媛県 松山市 松山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年3月23日

愛媛県 新居浜市 新居浜市一般廃棄物処理施設に係る生活影響調査の縦覧等の手
続きに関する条例

平成11年4月1日

愛媛県 鬼北町 鬼北町戸別浄化槽条例 平成17年1月1日
高知県 安芸市 安芸市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の手続きに関する条例
平成10年10月6日

高知県 土佐市 土佐市公害対策審議会条例 昭和48年12月27日
高知県 土佐市 土佐市水資源対策審議会条例 平成5年12月28日
高知県 夜須町 夜須町の環境をよくする条例 平成10年9月29日
高知県 大豊町 おおとよの環境を守ろう条例 平成12年3月24日
高知県 梼原町 梼原町新ｴﾈﾙｷﾞｰ活用施設設置に関する条例 平成13年3月15日
福岡県 久留米市 久留米市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年6月26日

福岡県 久留米市 久留米市廃棄物の処理施設設置条例 平成14年3月29日
福岡県 福津市 福津市人と犬・ねこの共生に関する条例 平成17年1月24日
福岡県 福津市 福津市不燃物処理場条例 平成17年1月24日
福岡県 福津市 福津市自転車駐車場条例 平成17年1月24日
福岡県 宇美町 宇美町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年12月24日

福岡県 須恵町 須恵町自然教育林基金条例 平成6年3月29日
福岡県 須恵町 須恵町水道水源保全基金条例 平成8年12月24日
福岡県 須恵町 須恵町林道維持管理条例 平成9年9月25日
福岡県 碓井町 碓井町雑草の除去に関する条例 昭和50年12月21日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

福岡県 方城町 方城町コミュニティセンタ－の設置及び管理に関する条例 平成16年6月21日
福岡県 吉富町 吉富町環境審議会条例 平成7年3月22日
長崎県 佐世保市 佐世保市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成10年7月1日

長崎県 佐世保市 佐世保市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 平成9年4月1日
長崎県 島原市 島原市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例 昭和49年10月5日
長崎県 島原市 島原市し尿処理施設設置及び管理条例 平成12年3月24日
長崎県 諫早市 諫早市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成17年3月1日

長崎県 対馬市 対馬市一般廃棄物処理施設条例 平成16年3月1日
長崎県 千々石町 千々石町河川等環境保全基金条例 平成14年3月25日
長崎県 生月町 生月町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成14年12月17日

長崎県 小値賀町 小値賀町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成11年6月20日

長崎県 鷹島町 鷹島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査
結果の縦覧の手続きに関する条例

平成10年9月29日

長崎県 新上五島町 新上五島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成16年8月1日

熊本県 熊本市 熊本市環境総合研究所手数料条例 昭和56年3月31日
熊本県 熊本市 熊本市共同利用施設条例 昭和54年3月19日
熊本県 熊本市 熊本市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例 昭和60年9月25日
熊本県 熊本市 熊本市使用済自動車の再資源化に関する法律に基づく許可等手

数料条例
平成16年3月31日

熊本県 熊本市 熊本市余熱利用施設条例 昭和55年3月29日
熊本県 人吉市 人吉市環境審議会条例 平成6年3月22日
熊本県 荒尾市 荒尾市浄化槽清掃業の許可に関する条例 平成6年3月30日
熊本県 菊池市 菊池市地域生活排水処理施設設置条例 平成11年12月28日
熊本県 菊池市 菊池市特定地域生活排水処理施設設置条例 平成15年3月27日
熊本県 菊池市 菊池市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成17年3月22日

熊本県 宇土市 宇土市公害防止協定に関する条例 平成14年3月7日
熊本県 岱明町 岱明町生活排水対策推進協議会設置条例 平成6年3月31日
熊本県 大津町 大津町中山間ふるさと・水と土保全基金条例 平成6年3月15日
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村家庭用生ごみ処理機購入費補助金に関する条例 平成17年2月13日
熊本県 南阿蘇村 南阿蘇村爆音機使用に関する条例 平成17年2月13日
熊本県 新和町 新和町特定地域生活廃水処理施設の設置及び管理に関する条例 平成14年6月24日
大分県 豊後高田市 豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に

関する条例
平成17年3月31日

大分県 豊後高田市 豊後高田市廃棄物処理施設条例 平成17年3月31日
大分県 杵築市 杵築市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に

関する条例
平成10年7月10日

大分県 宇佐市 宇佐市土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積の規制に関す
る条例

平成17年3月31日

大分県 国見町 国見町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成12年3月22日

大分県 国東町 国東町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成12年3月22日

大分県 武蔵町 武蔵町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成13年3月22日

大分県 安岐町 安岐町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成10年10月1日

大分県 日出町 日出町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に
関する条例

平成11年10月4日

宮崎県 延岡市 延岡市放置自転車の処分等の手続に関する条例 平成15年3月31日
宮崎県 延岡市 延岡市清掃施設条例 昭和61年12月26日
宮崎県 日向市 日向市清掃施設条例 昭和42年12月27日
宮崎県 串間市 串間市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成15年3月28日



条　　例　　名 制定（改正）
年 　月 　日

団 体 名

宮崎県 串間市 串間市環境審議会条例 平成15年3月28日
宮崎県 串間市 串間市清掃審議会条例 平成15年3月28日
宮崎県 国富町 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手

続に関する条例
平成14年9月25日

鹿児島県 名瀬市 名瀬市飼い犬取締条例 昭和38年11月11日
鹿児島県 東串良町 東串良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成12年3月17日
沖縄県 那覇市 那覇市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年10月1日

沖縄県 宜野湾市 宜野湾市飼い犬条例 昭和48年10月12日
沖縄県 浦添市 浦添市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年3月31日

沖縄県 浦添市 浦添市クリーンセンターの設置及び管理に関する条例 平成13年11月14日
沖縄県 浦添市 浦添市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例 平成11年3月31日
沖縄県 浦添市 浦添市飼い犬条例 昭和48年7月16日
沖縄県 沖縄市 沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例 昭和50年3月27日
沖縄県 国頭村 国頭村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年3月31日

沖縄県 国頭村 国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例 平成16年9月15日
沖縄県 大宜味村 大宜味村ネコの愛護及び管理に関する条例 平成17年4月1日
沖縄県 本部町 本部町飼い犬条例 平成12年3月31日
沖縄県 本部町 本部町ガラス系資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例 平成16年3月31日
沖縄県 金武町 金武町飼い犬条例 昭和48年10月27日
沖縄県 伊江村 伊江村飼い犬条例 昭和48年6月19日
沖縄県 伊江村 伊江村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

結果の縦覧等の手続きに関する条例
平成11年9月20日

沖縄県 伊江村 伊江村産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例 平成17年3月11日
沖縄県 北谷町 北谷町コースタル・コミュニティー・ゾーンの利用に関する条例 平成4年3月31日
沖縄県 中城村 中城村飼い犬条例 昭和48年9月25日
沖縄県 東風平町 東風平町飼い犬条例 昭和48年6月30日
沖縄県 南大東村 南大東村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成10年12月17日

沖縄県 伊是名村 伊是名村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調
査結果の縦覧等の手続きに関する条例

平成15年11月6日

沖縄県 久米島町 久米島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結
果の縦覧等の手続きに関する条例

平成14年4月3日

注．網掛は16年度に制定・改正されたものである。
平成17年4月1日現在制定団体数   286

平成17年4月1日現在条例数   392
平成16年度に制定・改正された条例数    69



表２－ア　地域環境計画策定状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 計 画 名 策定（改定）
年　月　日

北海道 北海道環境基本計画 平成10年3月24日
青森県 青森県環境計画 平成10年5月6日
岩手県 岩手県環境基本計画 平成11年9月22日
宮城県 宮城県環境基本計画 平成9年3月31日
秋田県 秋田県環境基本計画 平成15年6月25日
山形県 山形県環境計画 平成12年10月6日
福島県 福島県環境基本計画 平成14年3月29日
茨城県 茨城県環境基本計画 平成15年3月3日
栃木県 栃木県環境基本計画 平成11年3月23日
群馬県 群馬県環境基本計画2001-2005 平成13年3月26日
埼玉県 埼玉県環境基本計画 平成13年3月23日
千葉県 千葉県環境基本計画 平成8年8月26日
東京都 東京都環境基本計画 平成14年1月21日

神奈川県 神奈川県環境基本計画 平成12年3月
新潟県 新潟県環境基本計画 平成14年4月
富山県 富山県環境基本計画 平成16年3月31日
石川県 石川県環境総合計画 平成17年3月
福井県 福井県環境基本計画 平成15年1月7日
山梨県 山梨県環境基本計画 平成17年2月
長野県 長野県環境基本計画 平成13年2月26日
岐阜県 岐阜県環境基本計画 平成13年3月29日
岐阜県 岐阜県地球温暖化防止推進計画 平成15年3月29日
静岡県 静岡県環境基本計画 平成14年3月28日
愛知県 愛知県環境基本計画 平成14年9月2日
三重県 三重県環境基本計画 平成16年6月23日
滋賀県 新滋賀県環境総合計画 平成16年3月29日
京都府 京都府環境基本計画 平成10年9月7日
大阪府 大阪21世紀の環境総合計画 平成14年3月29日
兵庫県 新兵庫県環境基本計画 平成14年5月
奈良県 奈良県環境総合計画 平成8年3月29日

和歌山県 和歌山県環境基本計画 平成17年3月
鳥取県 鳥取県環境基本計画 平成17年2月18日
鳥取県 鳥取県環境立県アクションプログラム 平成17年2月28日
島根県 島根県環境基本計画 平成11年2月5日
島根県 島根県地球温暖化対策推進計画 平成17年3月
岡山県 岡山県環境基本計画 平成15年3月
広島県 広島県環境基本計画 平成15年3月31日
山口県 山口県環境基本計画（やまぐち環境創造プラン） 平成16年3月23日
徳島県 徳島県環境基本計画 平成16年3月31日
香川県 香川県環境基本計画 平成13年7月26日
高知県 高知県環境基本計画 平成9年2月24日
福岡県 福岡県環境総合基本計画 平成15年3月25日
佐賀県 佐賀県環境基本計画 平成17年3月31日
長崎県 長崎県環境基本計画 平成16年12月17日
熊本県 熊本県環境基本計画 平成13年3月7日
大分県 大分県環境基本計画 平成10年3月27日
宮崎県 宮崎県環境基本計画 平成13年3月27日

鹿児島県 鹿児島県環境基本計画 平成16年3月31日
沖縄県 沖縄県環境基本計画 平成15年4月1日
沖縄県 おきなわアジェンダ２１ 平成13年5月22日
札幌市 札幌市環境基本計画 平成17年3月28日
仙台市 杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画） 平成9年3月24日

さいたま市 さいたま市環境基本計画 平成16年1月
千葉市 千葉市環境基本計画 平成14年6月28日
横浜市 横浜市環境管理計画 平成16年3月1日
川崎市 川崎市環境基本計画 平成14年10月31日

名古屋市 名古屋市環境基本計画 平成11年8月30日
京都市 新京都市環境管理計画 平成8年3月26日
大阪市 大阪市環境基本計画 平成15年2月
広島市 広島市環境基本計画 平成13年10月12日
神戸市 新・神戸市環境基本計画 平成14年3月22日

北九州市 アジェンダ２１北九州 平成8年3月22日
北九州市 北九州市環境国際協力推進計画 平成12年1月1日
福岡市 福岡市環境基本計画 平成9年3月28日

注．網掛は16年度中の策定・改定のものである。
平成17年4月1日現在策定団体数   59

平成17年4月1日現在計画数   64
平成16年度策定・改定の計画数    10



表２－イ　地域環境計画策定状況（市区町村）

計 画 名 策定（改定）
年　月　日

北海道 函館市 環境基本計画 平成12年3月
北海道 旭川市 旭川市環境基本計画 平成12年3月
北海道 釧路市 釧路市環境基本計画 平成13年3月28日
北海道 帯広市 帯広市環境基本計画 平成12年3月
北海道 北見市 北見市環境基本計画 平成12年3月21日
北海道 網走市 網走市環境基本計画 平成16年3月10日
北海道 苫小牧市 苫小牧市環境基本計画 平成15年3月31日
北海道 江別市 えべつアジェンダ２１ 平成8年2月21日
北海道 三笠市 三笠市環境基本計画 平成14年3月
北海道 千歳市 千歳市環境基本計画 平成13年3月30日
北海道 富良野市 富良野市環境基本計画 平成13年3月
北海道 登別市 登別市環境基本計画 平成14年4月
北海道 恵庭市 恵庭市環境基本計画 平成13年3月30日
北海道 伊達市 伊達市環境基本計画 平成11年4月1日
北海道 北広島市 北広島市環境基本計画 平成13年3月26日
北海道 石狩市 石狩市環境基本計画 平成13年10月
北海道 黒松内町 ブナ里環境基本計画 平成9年3月31日
北海道 蘭越町 蘭越町環境基本計画 平成12年3月31日
北海道 ニセコ町 ニセコ町環境基本計画 平成14年3月31日
北海道 古平町 第４次古平町総合計画 平成12年11月10日
北海道 鷹栖町 鷹栖町環境基本計画 平成17年3月
北海道 芽室町 クリーンめむろ環境基本計画 平成17年3月30日
北海道 池田町 池田町環境基本計画 平成16年11月
青森県 青森市 青森市環境計画 平成12年3月9日
青森県 青森市 青森市地球温暖化対策実行計画 平成13年3月19日
青森県 弘前市 弘前市環境基本計画（アジェンダ２１） 平成13年3月19日
青森県 八戸市 八戸市環境立市プラン 平成17年2月10日
青森県 黒石市 黒石市環境基本計画 平成17年3月25日
岩手県 盛岡市 盛岡市環境基本計画 平成12年3月6日
岩手県 大船渡市 大船渡市環境基本計画 平成15年3月7日
岩手県 水沢市 水沢市環境基本計画 平成13年3月12日
岩手県 花巻市 花巻市環境基本計画 平成12年2月28日
岩手県 北上市 北上市環境基本計画 平成13年9月11日
岩手県 久慈市 久慈市環境基本計画 平成16年3月29日
岩手県 遠野市 遠野市環境基本計画 平成16年8月5日
岩手県 陸前高田市 陸前高田市環境基本計画 平成16年1月23日
岩手県 釜石市 釜石市環境基本計画 平成14年3月31日
岩手県 滝沢村 滝沢村環境基本計画 平成15年3月
岩手県 紫波町 紫波町環境・循環基本計画 平成13年3月31日
岩手県 矢巾町 矢巾町環境基本計画 平成14年3月
岩手県 大迫町 大迫町環境基本計画 平成16年2月12日
岩手県 東和町 東和町環境基本計画とうわめぐみプラン 平成16年3月
岩手県 金ヶ崎町 金ケ崎町田園環境基本計画 平成10年4月13日
岩手県 花泉町 花泉町田園環境整備マスタープラン 平成13年11月6日
岩手県 千厩町 千厩町環境基本計画 平成17年3月11日
岩手県 住田町 住田町環境基本計画 平成15年4月
岩手県 大槌町 大槌町環境基本計画 平成17年3月
岩手県 山田町 山田町環境基本計画 平成14年3月
岩手県 田野畑村 田野畑村環境基本計画 平成16年11月
宮城県 石巻市 石巻市環境基本計画 平成13年2月9日
宮城県 塩竈市 塩竈市環境基本計画 平成14年10月
宮城県 古川市 古川市環境基本計画 平成10年3月31日
宮城県 気仙沼市 気仙沼市環境基本計画 平成16年3月
宮城県 名取市 名取市環境基本計画 平成15年3月31日
宮城県 角田市 角田市環境基本計画 平成12年2月10日
宮城県 多賀城市 多賀城市環境基本計画 平成12年10月30日
宮城県 柴田町 柴田町環境基本計画 平成14年4月1日
宮城県 大和町 大和町環境基本計画 平成15年3月31日
秋田県 秋田市 秋田市環境基本計画 平成13年3月16日
秋田県 能代市 能代市環境基本計画 平成14年3月25日
秋田県 大館市 大館市環境基本計画 平成14年3月1日
秋田県 小坂町 小坂町環境基本計画 平成15年3月
秋田県 比内町 比内町環境基本計画 平成15年3月1日
秋田県 八森町 八森町省エネルギービジョン 平成17年2月1日
秋田県 藤里町 環境基本計画 平成12年4月1日
秋田県 西木村 西木村環境基本計画 平成16年3月31日

団体名



計 画 名 策定（改定）
年　月　日

団体名

秋田県 東成瀬村 東成瀬村環境基本計画 平成16年4月1日
山形県 山形市 山形市新環境計画 平成13年1月23日
山形県 米沢市 米沢市環境基本計画 平成13年9月
山形県 鶴岡市 鶴岡市環境基本計画 平成15年3月31日
山形県 酒田市 酒田市環境基本計画 平成17年3月
山形県 新庄市 新庄市環境基本計画 平成8年3月26日
山形県 上山市 上山市快適環境基本計画 平成12年3月24日
山形県 長井市 長井市環境基本計画 平成17年3月
山形県 天童市 天童市環境基本計画 平成14年3月29日
山形県 東根市 大けやき環境基本計画 平成14年3月29日
山形県 尾花沢市 尾花沢市環境基本計画 平成10年3月31日
山形県 尾花沢市 新エネルギービジョン 平成17年2月28日
山形県 河北町 雛とべに花の里　環境基本計画 平成16年3月
山形県 大江町 大江町環境基本計画 平成15年3月28日
山形県 鮭川村 鮭川村地域総合環境計画 平成16年3月
山形県 高畠町 高畠町環境基本計画 平成14年3月31日
山形県 飯豊町 飯豊町環境基本計画 平成10年3月31日
山形県 遊佐町 ゆざまち環境基本計画 平成11年3月31日
山形県 遊佐町 遊水の郷づくり基本構想 平成9年3月
山形県 遊佐町 遊佐町地域新エネルギービジョン 平成12年2月
福島県 福島市 福島市環境基本計画 平成12年3月6日
福島県 いわき市 いわき市環境基本計画 平成17年3月31日
福島県 白河市 白河市環境基本計画 平成15年3月26日
福島県 原町市 原町市環境基本計画 平成16年4月
福島県 須賀川市 須賀川市環境基本計画 平成12年3月24日
福島県 須賀川市 須賀川市環境実施計画 平成17年2月10日
福島県 白沢村 白沢村環境基本計画 平成14年3月
福島県 只見町 第５次只見町振興計画 平成8年3月5日
福島県 河東町 河東町環境基本計画 平成16年3月31日
福島県 川内村 川内村地球温暖化対策推進実行計画 平成15年2月
茨城県 水戸市 水戸市環境基本計画 平成14年3月26日
茨城県 日立市 日立市環境基本計画 平成12年3月31日
茨城県 土浦市 土浦市環境基本計画 平成14年1月25日
茨城県 古河市 古河市環境基本計画 平成15年3月31日
茨城県 石岡市 石岡市環境基本計画 平成16年3月1日
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市環境基本計画 平成16年3月
茨城県 取手市 取手市環境基本計画 平成15年3月24日
茨城県 つくば市 つくば市環境基本計画 平成17年3月31日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市環境基本計画 平成14年3月1日
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市環境基本計画 平成13年3月30日
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市地域省エネルギービジョン 平成16年2月
茨城県 守谷市 守谷市環境基本計画 平成12年3月31日
茨城県 友部町 友部町環境基本計画 平成17年3月10日
茨城県 東海村 東海村環境基本計画 平成14年3月25日
茨城県 神栖町 神栖町環境基本計画 平成17年4月1日
茨城県 総和町 総和町環境管理計画 平成7年4月1日
茨城県 五霞町 五霞町環境基本計画 平成15年3月
栃木県 宇都宮市 宇都宮市環境基本計画 平成15年2月27日
栃木県 足利市 足利市環境基本計画 平成12年3月
栃木県 足利市 足利市地域省エネルギービジョン 平成17年3月
栃木県 鹿沼市 鹿沼市環境基本計画 平成12年3月31日
栃木県 今市市 今市市環境基本計画 平成10年2月2日
栃木県 小山市 小山市環境基本計画 平成10年3月1日
栃木県 真岡市 真岡市環境基本計画 平成17年2月1日
栃木県 南河内町 南河内町環境基本計画 平成16年3月
栃木県 益子町 益子町環境基本計画 平成15年3月31日
栃木県 益子町 益子町地域新エネルギービジョン 平成14年2月
栃木県 益子町 益子町地域省エネルギービジョン 平成16年2月
栃木県 那須町 那須町環境基本計画 平成14年3月
群馬県 前橋市 前橋市環境基本計画 平成12年3月30日
群馬県 高崎市 高崎市環境基本計画 平成15年4月1日
群馬県 桐生市 桐生市環境基本計画 平成13年3月30日
群馬県 太田市 太田市環境基本計画 平成14年3月
群馬県 沼田市 沼田市環境基本計画 平成16年3月2日
群馬県 館林市 館林市環境基本計画 平成17年3月
群馬県 渋川市 渋川市環境基本計画 平成15年2月28日
群馬県 藤岡市 藤岡市環境基本計画 平成11年3月5日
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群馬県 富岡市 富岡市環境基本計画 平成14年3月
群馬県 安中市 安中市環境基本計画 平成17年3月17日
群馬県 赤城村 赤城村環境基本計画 平成16年3月31日
群馬県 玉村町 玉村町環境基本計画 平成12年3月1日
群馬県 明和町 明和町環境基本計画 平成16年3月31日
埼玉県 川越市 川越市環境基本計画 平成10年3月1日
埼玉県 熊谷市 熊谷市環境基本計画 平成12年3月24日
埼玉県 川口市 川口市環境基本計画 平成13年4月1日
埼玉県 行田市 行田市環境基本計画 平成17年3月
埼玉県 行田市 行田市環境基本計画実行計画 平成17年3月17日
埼玉県 所沢市 所沢市環境基本計画 平成11年2月26日
埼玉県 飯能市 飯能市環境基本計画 平成15年3月31日
埼玉県 本庄市 本庄市環境基本計画 平成15年3月
埼玉県 東松山市 東松山市環境基本計画 平成11年3月31日
埼玉県 春日部市 春日部市環境基本計画 平成12年3月8日
埼玉県 狭山市 狭山市環境基本計画 平成15年3月
埼玉県 羽生市 羽生市環境基本計画 平成15年3月1日
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市環境基本計画 平成15年3月
埼玉県 深谷市 深谷市環境基本計画 平成13年3月31日
埼玉県 上尾市 上尾市環境基本計画 平成10年3月31日
埼玉県 草加市 草加市環境基本計画 平成17年3月
埼玉県 越谷市 越谷市環境管理計画 平成13年3月14日
埼玉県 蕨市 蕨市環境基本計画 平成15年3月
埼玉県 戸田市 戸田市環境基本計画 平成14年3月
埼玉県 入間市 入間市環境基本計画 平成12年3月21日
埼玉県 鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市環境基本計画 平成15年8月5日
埼玉県 朝霞市 朝霞市環境基本計画 平成14年3月31日
埼玉県 志木市 志木市環境基本計画 平成11年3月1日
埼玉県 志木市 志木市地球温暖化防止実行計画 平成13年3月
埼玉県 新座市 新座市環境基本計画 平成12年3月31日
埼玉県 桶川市 桶川市環境基本計画 平成12年3月
埼玉県 久喜市 久喜市環境基本計画 平成11年2月23日
埼玉県 富士見市 環境基本計画 平成15年3月31日
埼玉県 蓮田市 蓮田市環境基本計画 平成15年3月31日
埼玉県 坂戸市 坂戸市環境基本計画 平成15年12月
埼玉県 幸手市 幸手市環境基本計画 平成16年12月
埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市環境基本計画 平成15年1月9日
埼玉県 吉川市 吉川市環境保全指針 平成12年3月9日
埼玉県 吹上町 吹上町環境基本計画 平成15年3月25日
埼玉県 三芳町 三芳町環境基本計画 平成15年3月1日
埼玉県 小川町 小川町環境基本計画 平成14年10月
埼玉県 上里町 上里町環境基本計画 平成15年3月
埼玉県 寄居町 寄居町環境基本計画 平成17年3月
埼玉県 騎西町 騎西町環境基本計画 平成9年3月31日
埼玉県 宮代町 宮代町環境基本計画 平成13年3月
埼玉県 菖蒲町 菖蒲町地球温暖化防止実行計画 平成14年3月29日
埼玉県 菖蒲町 菖蒲町環境基本計画 平成15年3月31日
埼玉県 杉戸町 杉戸町環境基本計画 平成15年3月
千葉県 銚子市 銚子市環境基本計画 平成16年4月1日
千葉県 市川市 市川市環境基本計画 平成12年2月21日
千葉県 船橋市 船橋市環境基本計画 平成9年3月31日
千葉県 野田市 野田市環境基本計画 平成11年3月31日
千葉県 佐原市 佐原市環境基本計画 平成14年3月7日
千葉県 成田市 成田市環境基本計画 平成12年3月16日
千葉県 佐倉市 佐倉市環境基本計画 平成10年3月31日
千葉県 東金市 東金市環境基本計画 平成13年3月31日
千葉県 八日市場市 八日市場市環境基本計画 平成11年3月16日

千葉県 習志野市 習志野市快適ふるさとプラン（習志野市地域環境管理
計画）

平成5年10月15日

千葉県 柏市 柏市環境基本計画 平成15年3月31日
千葉県 柏市 沼南町環境基本計画 平成13年3月31日
千葉県 勝浦市 勝浦市地域環境総合計画 平成15年3月31日
千葉県 市原市 市原市環境基本計画 平成9年3月21日
千葉県 八千代市 八千代市環境保全計画 平成12年3月1日
千葉県 我孫子市 我孫子市環境基本計画 平成13年3月31日
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ケ谷市環境基本計画 平成15年3月31日
千葉県 君津市 君津市環境基本計画 平成17年3月
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千葉県 四街道市 環境基本計画 平成10年3月31日
千葉県 袖ヶ浦市 袖ケ浦市環境基本計画 平成15年3月
千葉県 印西市 印西市環境基本計画 平成15年3月
千葉県 白井市 環境基本計画 平成14年3月31日
東京都 千代田区 千代田区環境配慮指針 平成12年3月1日
東京都 中央区 中央区環境保全行動計画 平成12年3月28日
東京都 港区 港区環境基本計画（ＭｉＥＬプラン） 平成8年3月21日
東京都 港区 港区環境行動指針 平成17年4月1日
東京都 新宿区 新宿区環境基本計画 平成16年1月19日
東京都 新宿区 新宿区環境行動指針 平成10年11月
東京都 文京区 文京区環境基本計画 平成11年3月
東京都 台東区 台東区環境基本計画 平成12年3月30日
東京都 墨田区 墨田区環境誘導指針 平成7年3月1日
東京都 江東区 江東区環境基本計画 平成16年3月
東京都 目黒区 目黒区環境基本計画 平成14年7月24日
東京都 大田区 おおたエコプラン 平成11年6月1日
東京都 世田谷区 世田谷区環境基本計画 平成8年3月
東京都 渋谷区 渋谷区環境基本計画 平成13年3月31日
東京都 中野区 中野区環境基本計画 平成13年3月19日
東京都 杉並区 杉並区環境基本計画 平成14年2月
東京都 杉並区 杉並区環境行動指針 平成12年6月26日
東京都 豊島区 豊島区環境管理計画 平成9年3月1日
東京都 豊島区 豊島区みどりと広場の基本計画 平成13年3月1日
東京都 北区 北区快適環境基本計画 平成7年3月30日
東京都 荒川区 荒川区環境基本計画 平成16年3月
東京都 板橋区 板橋区環境基本計画 平成17年3月
東京都 練馬区 練馬区環境基本計画2001－2010 平成13年2月5日
東京都 足立区 足立区環境基本計画 平成16年3月31日
東京都 足立区 足立区環境保全行動指針 平成13年3月1日
東京都 葛飾区 葛飾区環境基本計画 平成8年11月12日
東京都 葛飾区 葛飾区環境行動計画 平成16年3月29日
東京都 江戸川区 江戸川区長期計画「えどがわ新世紀デザイン」 平成14年7月
東京都 八王子市 八王子市環境基本計画 平成16年3月26日
東京都 立川市 立川市環境基本計画 平成11年3月31日
東京都 武蔵野市 武蔵野市環境基本計画 平成14年3月
東京都 武蔵野市 地球温暖化防止のための武蔵野市環境行動計画 平成16年3月
東京都 三鷹市 三鷹市環境基本計画 平成14年3月29日
東京都 青梅市 青梅市環境基本計画 平成17年3月31日
東京都 府中市 府中市環境基本計画 平成15年3月14日
東京都 府中市 府中市環境行動指針 平成16年3月
東京都 昭島市 昭島市環境基本計画 平成14年3月
東京都 昭島市 昭島市地球温暖化対策実行計画 平成14年3月
東京都 調布市 調布市環境管理計画 平成7年3月
東京都 町田市 町田市環境基本計画 平成14年3月14日
東京都 町田市 環境行動指針 平成14年3月14日
東京都 小平市 小平市環境基本計画 平成14年6月17日
東京都 日野市 日野市環境基本計画 平成11年4月1日
東京都 日野市 日野市環境配慮指針 平成11年4月1日
東京都 東村山市 東村山市環境基本計画 平成16年3月31日
東京都 国分寺市 国分寺市環境基本計画 平成16年3月31日
東京都 福生市 福生市環境基本計画 平成16年3月
東京都 狛江市 狛江市環境基本計画 平成11年3月31日
東京都 多摩市 多摩市環境基本計画 平成10年9月30日
東京都 多摩市 多摩市みどりの基本計画 昭和50年3月31日
東京都 稲城市 稲城市環境基本計画 平成15年3月
東京都 羽村市 羽村市環境基本計画 平成13年3月15日
東京都 羽村市 羽村市環境行動計画 平成13年6月15日
東京都 西東京市 西東京市環境基本計画 平成16年3月12日

神奈川県 横須賀市 横須賀市環境基本計画 平成15年3月
神奈川県 平塚市 平塚市環境基本計画 平成12年3月28日
神奈川県 平塚市 新エネルギービジョン 平成14年2月
神奈川県 鎌倉市 鎌倉環境基本計画 平成8年2月28日
神奈川県 藤沢市 藤沢市環境基本計画 平成10年5月1日
神奈川県 小田原市 小田原市環境基本計画 平成10年3月31日
神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市環境基本計画 平成15年3月25日
神奈川県 逗子市 逗子市環境基本計画 平成11年3月1日
神奈川県 相模原市 相模原市環境基本計画 平成13年3月30日
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神奈川県 秦野市 秦野市環境基本計画 平成12年3月27日
神奈川県 大和市 大和市環境基本計画 平成11年2月15日
神奈川県 伊勢原市 伊勢原市環境基本計画 平成16年6月1日
神奈川県 海老名市 海老名市環境基本計画 平成12年3月31日
神奈川県 海老名市 海老名市地域省エネルギービジョン 平成14年2月
神奈川県 南足柄市 南足柄市環境基本計画 平成12年3月31日
神奈川県 南足柄市 南足柄市環境行動計画 平成13年3月
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市環境基本計画 平成15年11月
神奈川県 綾瀬市 綾瀬市環境行動計画 平成17年3月
神奈川県 葉山町 葉山町環境基本計画 平成13年3月28日
神奈川県 寒川町 寒川町環境基本計画 平成15年2月18日
神奈川県 大磯町 大磯町環境基本計画 平成15年3月31日
神奈川県 大井町 大井町環境基本計画 平成15年3月31日
神奈川県 山北町 山北町環境基本計画 平成16年3月10日
神奈川県 開成町 開成町環境基本計画 平成14年3月29日
神奈川県 城山町 城山町環境基本計画 平成14年3月29日
神奈川県 津久井町 津久井町環境基本計画 平成16年3月
新潟県 新潟市 新潟市環境基本計画 平成10年6月16日
新潟県 長岡市 環境基本計画 平成15年3月
新潟県 三条市 三条市環境基本計画 平成16年3月
新潟県 柏崎市 柏崎市環境基本計画 平成15年4月1日
新潟県 新発田市 新発田市環境基本計画 平成15年3月1日
新潟県 妙高市 新井頸南広域環境基本計画 平成13年11月30日
新潟県 上越市 上越市環境基本計画 平成10年1月13日
新潟県 聖籠町 聖籠町環境基本計画 平成15年3月
新潟県 紫雲寺町 紫雲寺町環境基本計画 平成16年3月1日
新潟県 中条町 中条町環境基本計画 平成17年3月30日
富山県 黒部市 黒部市環境基本計画 平成16年3月30日
富山県 砺波市 砺波市環境基本計画 平成16年11月1日
富山県 立山町 立山町環境基本計画 平成17年3月
富山県 入善町 入善町総合計画書 平成13年3月
石川県 金沢市 環境基本計画 平成11年3月9日
石川県 小松市 こまつ環境プラン 平成15年3月
福井県 福井市 福井市環境基本計画 平成13年3月
福井県 敦賀市 敦賀市環境基本計画 平成14年3月
福井県 武生市 武生市環境基本計画 平成11年2月17日
福井県 小浜市 小浜市環境基本計画 平成16年5月
福井県 大野市 大野市環境基本計画 平成12年3月15日
福井県 鯖江市 鯖江市環境基本計画 平成12年3月16日
福井県 三国町 三国町環境基本計画 平成15年2月1日
福井県 今立町 今立町環境基本計画 平成16年3月
福井県 池田町 池田町環境向上基本計画 平成15年9月
福井県 越前町 朝日町環境基本計画（合併に伴う暫定） 平成16年4月
山梨県 甲府市 甲府市環境基本計画 平成15年3月
山梨県 富士吉田市 富士吉田市環境基本計画 平成17年3月
山梨県 大月市 大月市環境基本計画 平成16年3月1日
山梨県 小淵沢町 小淵沢町環境基本計画 平成15年3月7日
長野県 長野市 長野市環境基本計画 平成12年3月1日
長野県 松本市 松本市環境基本計画 平成11年12月
長野県 上田市 上田市環境基本計画 平成14年3月1日
長野県 飯田市 ２１’いいだ環境プラン 平成14年8月1日
長野県 諏訪市 諏訪市環境基本計画 平成14年3月
長野県 須坂市 須坂市環境基本計画 平成12年3月31日
長野県 須坂市 須坂市環境行動計画 平成13年3月31日
長野県 小諸市 小諸市環境基本計画 平成14年3月
長野県 伊那市 伊那市環境基本計画 平成12年3月15日
長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市環境基本計画 平成9年3月21日
長野県 大町市 大町市環境基本計画 平成15年3月
長野県 飯山市 飯山市環境基本計画 平成14年3月20日
長野県 茅野市 茅野市環境基本計画 平成13年3月
長野県 塩尻市 塩尻市環境基本計画 平成12年1月29日
長野県 丸子町 丸子町環境基本計画 平成11年3月18日
長野県 真田町 真田町環境基本計画 平成14年3月
長野県 下諏訪町 下諏訪町環境基本計画 平成14年4月1日
長野県 高遠町 高遠町環境基本計画 平成11年3月30日
長野県 辰野町 辰野町環境基本計画 平成13年3月
長野県 箕輪町 箕輪町環境基本計画 平成11年3月30日
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長野県 長谷村 長谷村環境基本計画 平成11年10月1日
長野県 宮田村 宮田村環境基本計画 平成15年3月
長野県 松川町 松川町環境基本計画 平成14年7月
長野県 高森町 高森町環境基本計画 平成17年3月
長野県 山形村 第４次山形村総合計画 平成14年3月26日
長野県 朝日村 朝日村環境基本計画 平成15年8月
長野県 豊科町 豊科町環境基本計画 平成13年4月1日
長野県 穂高町 穂高町環境基本計画 平成17年3月
長野県 堀金村 堀金村環境基本計画 平成16年3月
岐阜県 大垣市 大垣市環境基本計画 平成12年3月21日
岐阜県 高山市 高山市環境基本計画 平成10年3月
岐阜県 多治見市 多治見市環境基本計画 平成12年3月31日
岐阜県 関市 関市環境基本計画 平成16年3月31日
岐阜県 中津川市 中津川市環境基本計画 平成14年6月
岐阜県 瑞浪市 瑞浪市環境基本計画 平成14年3月28日
岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市環境基本計画 平成15年4月1日
岐阜県 可児市 可児市環境基本計画 平成12年3月31日
岐阜県 大野町 大野町環境基本計画 平成17年3月
岐阜県 御嵩町 御嵩町環境基本計画 平成17年3月11日
静岡県 浜松市 浜松市環境基本計画 平成10年3月31日
静岡県 熱海市 熱海市環境基本計画 平成14年3月25日
静岡県 三島市 三島市環境基本計画 平成14年3月22日
静岡県 三島市 三島市緑の基本計画 平成15年3月
静岡県 島田市 島田市環境基本計画 平成15年3月
静岡県 富士市 富士市環境基本計画 平成14年2月22日
静岡県 焼津市 焼津市環境基本計画 平成15年3月31日
静岡県 藤枝市 藤枝市環境基本計画 平成12年3月31日
静岡県 御殿場市 御殿場市環境基本計画 平成13年3月
静岡県 裾野市 裾野市環境基本計画 平成17年2月
静岡県 湖西市 湖西市環境基本計画 平成16年3月
愛知県 豊橋市 豊橋市環境基本計画 平成12年1月27日
愛知県 岡崎市 岡崎市環境基本計画 平成11年3月26日
愛知県 一宮市 一宮市環境基本計画 平成16年4月8日
愛知県 瀬戸市 瀬戸市環境基本計画 平成12年3月28日
愛知県 春日井市 春日井市環境基本計画 平成14年3月13日
愛知県 豊川市 豊川市環境基本計画 平成12年3月6日
愛知県 碧南市 碧南市環境基本計画 平成16年3月
愛知県 刈谷市 刈谷市環境基本計画 平成17年3月
愛知県 豊田市 豊田市環境基本計画 平成14年3月28日
愛知県 安城市 安城市環境基本計画 平成13年3月29日
愛知県 犬山市 犬山市環境基本計画 平成14年3月31日
愛知県 江南市 江南市環境基本計画 平成14年3月
愛知県 稲沢市 稲沢市環境基本計画 平成15年2月18日
愛知県 新城市 新城市都市環境基本計画 平成10年3月16日
愛知県 大府市 大府市環境基本計画 平成14年3月31日
愛知県 知多市 知多市環境基本計画 平成13年12月20日
愛知県 田原市 田原市環境保全計画 平成10年10月
愛知県 東郷町 東郷町環境基本計画 平成15年3月
愛知県 長久手町 長久手町環境基本計画 平成13年3月31日
愛知県 幸田町 幸田町環境基本計画 平成15年3月
愛知県 渥美町 渥美町環境美化推進計画 平成9年4月1日
三重県 津市 津市環境基本計画 平成10年3月20日
三重県 四日市市 四日市市環境計画 平成13年12月11日
三重県 伊勢市 伊勢市環境基本計画 平成12年3月28日
三重県 桑名市 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
三重県 鈴鹿市 鈴鹿市しあわせ環境基本計画 平成13年3月
三重県 名張市 なばり快適環境プラン 平成6年3月1日
三重県 尾鷲市 尾鷲市環境基本計画 平成15年3月1日
三重県 亀山市 亀山市環境基本計画 平成17年3月31日
三重県 久居市 久居市環境基本計画 平成14年3月31日
三重県 いなべ市 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年3月
三重県 木曽岬町 桑名・員弁広域環境基本計画 平成13年4月1日
三重県 東員町 桑名･員弁広域環境基本計画 平成13年3月
三重県 香良洲町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
三重県 一志町 一志郡環境基本計画 平成13年3月
三重県 白山町 白山町環境基本計画 平成13年3月
三重県 明和町 明和町環境基本計画 平成16年3月31日
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三重県 海山町 海山町環境基本計画 平成16年3月
滋賀県 大津市 大津市環境基本計画 平成11年3月25日
滋賀県 大津市 大津市地球環境保全地域行動計画 平成12年3月31日
滋賀県 彦根市 彦根市環境基本計画および地域行動計画 平成13年3月
滋賀県 長浜市 ながはま環境まちづくりプラン２１ 平成13年3月
滋賀県 近江八幡市 近江八幡市環境基本計画 平成15年3月
滋賀県 草津市 環境文化プランくさつ 平成12年3月
滋賀県 栗東市 栗東市環境基本計画 平成15年3月
京都府 福知山市 福知山市環境基本計画 平成16年3月
京都府 舞鶴市 舞鶴市環境基本計画 平成11年3月
京都府 綾部市 綾部市環境基本計画 平成16年3月
京都府 宇治市 宇治市環境保全計画 昭和51年7月15日
京都府 亀岡市 亀岡市環境基本計画 平成14年3月1日
京都府 城陽市 城陽市環境基本計画 平成15年3月
京都府 向日市 向日市環境基本計画 平成14年3月
京都府 長岡京市 長岡京市環境基本計画 平成13年3月
京都府 八幡市 八幡市環境基本計画 平成13年10月1日
京都府 京田辺市 京田辺市環境基本計画 平成17年3月
大阪府 堺市 堺市環境基本計画 平成11年3月31日
大阪府 豊中市 豊中市環境基本計画 平成11年3月16日
大阪府 池田市 池田市環境基本計画 平成14年3月31日
大阪府 吹田市 吹田市環境基本計画 平成10年8月28日
大阪府 高槻市 高槻市環境基本計画 平成14年3月8日
大阪府 枚方市 枚方市環境基本計画 平成13年2月13日
大阪府 茨木市 茨木市環境基本計画 平成16年3月29日
大阪府 八尾市 八尾市環境総合計画 平成10年7月1日
大阪府 寝屋川市 寝屋川市環境基本計画 平成14年2月1日
大阪府 河内長野市 河内長野市環境基本計画 平成13年3月30日
大阪府 和泉市 和泉市環境基本計画 平成13年9月20日
大阪府 箕面市 箕面市快適環境づくり計画ステップ２ 平成13年3月30日
大阪府 摂津市 摂津市環境行動計画 平成8年11月1日
大阪府 東大阪市 東大阪市環境基本計画 平成15年3月31日
大阪府 能勢町 能勢町環境基本計画 平成14年3月29日
兵庫県 姫路市 姫路市環境基本計画 平成13年6月
兵庫県 明石市 明石市環境基本計画 平成12年2月7日
兵庫県 西宮市 西宮市新環境計画 平成17年3月31日
兵庫県 芦屋市 芦屋市環境計画 平成7年9月30日
兵庫県 伊丹市 伊丹市環境基本計画 平成16年3月26日
兵庫県 豊岡市 豊岡市環境基本計画 平成14年3月26日
兵庫県 加古川市 加古川市環境基本計画 平成11年3月31日
兵庫県 赤穂市 環境基本計画 平成14年3月
兵庫県 西脇市 西脇市環境基本計画 平成14年2月
兵庫県 宝塚市 宝塚市環境基本計画 平成7年9月30日
兵庫県 三木市 三木市環境総合計画 平成11年3月
兵庫県 高砂市 高砂市環境計画 平成9年3月31日
兵庫県 三田市 三田市環境基本計画 平成9年3月31日
兵庫県 猪名川町 猪名川町環境基本計画 平成12年9月29日
兵庫県 稲美町 稲美町環境基本計画 平成14年3月
兵庫県 稲美町 稲美町地域新エネルギービジョン 平成16年2月
兵庫県 播磨町 小さなまちの大きな挑戦　播磨町環境基本計画 平成13年3月21日
奈良県 奈良市 奈良市環境基本計画 平成11年3月31日
奈良県 大和郡山市 大和郡山市環境基本計画 平成14年4月1日
奈良県 生駒市 環境基本計画 平成11年3月24日

和歌山県 和歌山市 和歌山市環境基本計画 平成11年3月31日
和歌山県 橋本市 橋本市環境基本計画 平成13年3月
和歌山県 湯浅町 湯浅町環境基本計画 平成15年3月31日
和歌山県 白浜町 白浜町環境基本計画 平成15年3月
鳥取県 倉吉市 倉吉市環境基本計画 平成17年1月
鳥取県 智頭町 智頭町環境基本計画 平成14年3月28日
島根県 松江市 松江市環境基本計画 平成8年3月1日
島根県 浜田市 浜田市環境基本計画 平成12年5月24日
島根県 斐川町 斐川町地域環境総合計画 平成14年3月
岡山県 岡山市 岡山市環境基本計画 平成17年3月17日
岡山県 倉敷市 倉敷市環境基本計画 平成12年2月8日
岡山県 津山市 津山市環境基本計画 平成15年3月14日
岡山県 玉野市 玉野市環境基本計画 平成14年10月1日
岡山県 笠岡市 笠岡市環境基本計画 平成16年2月
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岡山県 新見市 新見市環境基本計画 平成14年3月20日
岡山県 勝央町 地球温暖化対策実行計画 平成14年3月
岡山県 奈義町 奈義町環境基本計画 平成14年3月18日
広島県 呉市 呉市環境基本計画 平成12年3月31日
広島県 三次市 三次市環境基本計画 平成17年3月
広島県 東広島市 東広島市環境管理計画 平成7年3月31日
広島県 廿日市市 廿日市市環境基本計画 平成13年3月31日
広島県 府中町 府中町環境基本計画 平成13年3月30日
山口県 下関市 下関環境総合計画 平成9年3月
山口県 宇部市 宇部市環境基本計画 平成10年3月31日
山口県 山口市 山口市環境保全計画 平成13年3月
徳島県 徳島市 徳島市環境基本計画 平成14年10月
徳島県 鳴門市 鳴門市環境基本計画 平成16年3月
徳島県 阿南市 阿南市環境基本計画 平成10年3月31日
香川県 高松市 高松市環境基本計画 平成11年2月1日
香川県 善通寺市 善通寺市環境基本計画 平成14年3月
香川県 詫間町 詫間町環境基本計画 平成15年3月4日
愛媛県 松山市 松山市環境総合計画 平成15年3月
愛媛県 新居浜市 新居浜市環境基本計画 平成16年3月23日
高知県 高知市 高知市環境基本計画 平成12年3月31日
高知県 南国市 南国市環境基本計画 平成15年3月
高知県 土佐市 土佐市地域省エネルギービジョン 平成17年2月
高知県 中村市 中村市環境基本計画 平成17年3月1日
高知県 夜須町 夜須町環境基本計画 平成15年3月
福岡県 大牟田市 大牟田市環境基本計画 平成14年3月31日
福岡県 久留米市 久留米市環境基本計画 平成12年3月
福岡県 直方市 直方市環境基本計画 平成16年3月31日
福岡県 直方市 直方市環境保全行動計画 平成17年3月31日
福岡県 飯塚市 飯塚市環境基本計画 平成14年3月31日
福岡県 甘木市 甘木市新環境ビジョン 平成6年9月
福岡県 八女市 八女市環境総合計画 平成16年3月
福岡県 中間市 中間市環境基本計画 平成17年3月
福岡県 筑紫野市 筑紫野市環境基本計画 平成12年3月
福岡県 春日市 弥生の里・かすが環境プラン 平成13年3月
福岡県 大野城市 大野城市環境基本計画 平成10年3月
福岡県 太宰府市 太宰府市第2次環境基本計画 平成17年3月
福岡県 前原市 前原市環境基本計画 平成9年3月31日
福岡県 古賀市 古賀市環境基本計画 平成16年3月31日
福岡県 那珂川町 那珂川町環境基本計画 平成16年3月
福岡県 岡垣町 岡垣町環境ビジョン 平成14年4月
福岡県 宮田町 宮田町環境基本計画 平成9年3月31日
福岡県 桂川町 第４次桂川町総合計画 平成13年3月9日
福岡県 香春町 香春町環境基本計画 平成14年3月
福岡県 苅田町 かんだ環境未来図 平成16年3月
福岡県 築城町 築城町環境基本計画 平成16年3月19日
佐賀県 佐賀市 佐賀市環境基本計画 平成14年3月
佐賀県 鳥栖市 鳥栖市環境基本計画 平成14年3月
佐賀県 鹿島市 鹿島市環境基本計画 平成15年3月1日
佐賀県 嬉野町 嬉野町環境基本計画 平成16年3月
長崎県 長崎市 長崎市環境基本計画 平成12年3月
長崎県 佐世保市 佐世保市環境基本計画 平成9年3月
長崎県 大村市 大村市環境基本計画 平成13年3月
熊本県 熊本市 第２次熊本市環境総合計画 平成13年3月
熊本県 八代市 八代市環境基本計画 平成14年3月27日
熊本県 水俣市 水俣市環境基本計画 平成8年3月19日
熊本県 水俣市 水俣市地球温暖化対策推進実行計画 平成13年11月15日
熊本県 本渡市 本渡市環境基本計画 平成16年3月31日
熊本県 宇土市 宇土市環境基本計画 平成16年3月18日
熊本県 あさぎり町 あさぎり町環境基本計画書 平成16年7月1日
熊本県 苓北町 苓北町環境基本計画 平成17年3月18日
大分県 大分市 大分市環境基本計画 平成12年3月6日
大分県 別府市 別府市環境基本計画 平成14年2月18日
大分県 日田市 日田市環境基本計画 平成13年3月26日
大分県 津久見市 津久見市環境基本計画 平成16年3月30日
大分県 武蔵町 快適な町づくり環境プラン 平成11年3月31日
宮崎県 宮崎市 宮崎市環境基本計画 平成16年3月
宮崎県 都城市 都城市環境基本計画 平成15年3月31日



計 画 名 策定（改定）
年　月　日

団体名

宮崎県 延岡市 延岡市環境基本計画 平成13年3月
宮崎県 日南市 日南市環境基本計画 平成15年3月
宮崎県 小林市 小林市環境基本計画 平成15年3月1日
宮崎県 日向市 日向市環境基本計画 平成17年3月1日
宮崎県 西都市 西都市環境基本計画 平成15年4月1日
宮崎県 西米良村 地球温暖化対策実行計画 平成15年3月1日

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市環境基本計画 平成12年10月16日
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市環境基本計画 平成13年3月31日
鹿児島県 阿久根市 阿久根市環境基本計画 平成15年4月1日
鹿児島県 出水市 出水市環境基本計画 平成14年3月
鹿児島県 指宿市 指宿市環境基本計画 平成13年3月28日
鹿児島県 西之表市 西之表市環境基本計画 平成17年2月
鹿児島県 上屋久町 上屋久町環境基本方針・基本計画 平成9年3月31日
鹿児島県 屋久町 屋久町環境指針・基本計画 平成9年3月31日
鹿児島県 与論町 与論町環境総合計画（パナウル王国の環境憲法） 平成14年3月31日
沖縄県 那覇市 那覇市環境基本計画 平成12年3月31日
沖縄県 平良市 平良市環境基本計画 平成15年3月20日
沖縄県 平良市 平良市環境保全主体別行動計画 平成15年3月20日
沖縄県 豊見城市 豊見城村環境総合計画 平成12年3月1日

注．網掛は16年度中の策定・改定のものである。
平成17年4月1日現在策定団体数   516

平成17年4月1日現在計画数   553
平成16年度策定・改定の計画数    62



表３－ア　環境白書作成状況（都道府県・政令指定都市）

団体名 白書名 普及啓発用
冊子の有無

環境統計データ
集の有無

北海道 北海道環境白書'０４ 無 有
青森県 青森県環境白書 無 無
岩手県 環境報告書 無 無
宮城県 宮城県環境白書 有 無
秋田県 秋田県環境白書 有 無
山形県 山形県環境白書 有 無
福島県 環境白書 有 有
茨城県 環境白書 有 有
栃木県 環境の状況及び施策に関する報告書 有 無
群馬県 環境白書 有 無
埼玉県 埼玉県環境白書 有 無
千葉県 千葉県環境白書 有 無
東京都 東京都環境白書 有 有

神奈川県 平成16年版かながわ環境白書 有 有
新潟県 新潟県の環境 無 有
富山県 環境白書 有 無
石川県 石川県環境白書 無 無
福井県 福井県環境白書 無 有
山梨県 やまなしの環境 無 無
長野県 長野県環境白書 無 有
岐阜県 環境白書 無 有
静岡県 静岡県環境白書 有 無
愛知県 環境白書 有 有
三重県 環境白書 無 有
滋賀県 環境白書 有 有
京都府 環境白書 無 無
大阪府 大阪府環境白書 有 有
兵庫県 環境白書 無 有
奈良県 奈良県環境白書 無 無

和歌山県 和歌山県環境白書 有 有
鳥取県 鳥取県環境白書 有 無
島根県 環境白書 有 無
岡山県 岡山県環境白書 有 有
広島県 環境白書<環境に関する年次報告> 有 有
山口県 山口県環境白書 無 有
徳島県 徳島県環境白書 無 無
香川県 香川県環境白書 有 無
愛媛県 愛媛県環境白書 有 有
高知県 高知県環境白書２００４（平成16年度版） 無 無
福岡県 福岡県環境白書 有 有
佐賀県 佐賀県環境白書 無 有
長崎県 長崎県環境白書 無 有
熊本県 くまもとの環境 無 有
大分県 環境白書 有 有
宮崎県 宮崎県環境白書 有 有

鹿児島県 環境白書 無 無
沖縄県 平成16年環境白書 無 無
札幌市 札幌市環境白書 有 有
仙台市 仙台市の環境 有 有

さいたま市 さいたま市環境白書 有 有
千葉市 千葉市環境白書 有 無
横浜市 横浜環境白書 無 無
川崎市 環境局事業概要（公害編）
川崎市 環境基本計画年次報告書
静岡市 静岡市の環境
静岡市 清掃事業概要

名古屋市 名古屋市環境白書 有 有
京都市 京都市の環境 有 無
大阪市 大阪市環境白書 有 無
神戸市 新・神戸市環境基本計画年次報告書 有 有
広島市 広島市の環境（広島市環境白書） 有 有

北九州市 北九州市の環境 無 有
福岡市 ふくおかの環境（年次報告書） 有 有

平成17年4月1日現在白書作成団体数           61

有 有

無 有



表３－イ　環境白書作成状況（市区町村）

白書名 普及啓発用
冊子の有無

環境統計デー
タ集の有無

北海道 函館市 函館市環境白書 有 有
北海道 旭川市 旭川市環境白書 無 有
北海道 室蘭市 むろらんの環境 無 有
北海道 釧路市 釧路市環境白書 無 無
北海道 帯広市 帯広市環境白書 無 無
北海道 北見市 北見市環境白書 有 無
北海道 岩見沢市 公害と現況 無 無
北海道 留萌市 留萌市の環境 無 有
北海道 苫小牧市 苫小牧市環境白書 無 無
北海道 江別市 えべつの環境 無 有
北海道 名寄市 公害の現状と対策 無 無
北海道 根室市 公害調査の概要 無 無
北海道 千歳市 千歳市環境白書 無 無
北海道 登別市 登別市の環境 有 有
北海道 恵庭市 恵庭市の環境 無 無
北海道 伊達市 伊達市環境白書 無 有
北海道 北広島市 北広島のかんきょう 無 無
北海道 石狩市 石狩市環境白書 有 無
北海道 ニセコ町 ニセコ町環境白書 無 有
北海道 下川町 環境保全の状況と施策に関する報告書 無 無
青森県 弘前市 環境保全の概要 無 有
青森県 八戸市 八戸の環境 無 有
青森県 十和田市 十和田市の環境 無 無
岩手県 盛岡市 もりおかの環境 有 有
岩手県 北上市 平成16年版　環境報告書 無 有
岩手県 久慈市 久慈市の環境資料 無 無
岩手県 一関市 いちのせきの環境概要 無 有
岩手県 釜石市 釜石市の環境 無 無
岩手県 滝沢村 滝沢村環境年次報告書 無 有
岩手県 東和町 東和町環境レポート 無 有
岩手県 金ヶ崎町 環境白書 無 無
宮城県 石巻市 ひとめでわかる石巻の環境 有 有
宮城県 塩竈市 塩竈市の環境 無 有
宮城県 古川市 古川市の環境 無 無
宮城県 気仙沼市 気仙沼市のかんきょう 無 無
宮城県 名取市 なとりのかんきょう 有 有
宮城県 多賀城市 多賀城市の環境 無 有
秋田県 秋田市 秋田市の環境 有 有
秋田県 秋田市 清掃事業概要 有 有
山形県 山形市 山形市の環境 無 無
山形県 新庄市 新庄市の環境 無 無
山形県 遊佐町 遊佐町環境報告書 有 有
福島県 福島市 福島の環境 有 無
福島県 会津若松市 会津若松市の環境 有 無
福島県 郡山市 郡山市の環境 有 有
福島県 白河市 白河の環境 無 無
福島県 須賀川市 須賀川市の環境 有 有
茨城県 水戸市 水戸市の環境 有 有
茨城県 日立市 ひたちの環境 無 無
茨城県 土浦市 土浦市環境白書 無 有
茨城県 古河市 こがの環境は今 無 有
茨城県 石岡市 石岡市環境白書 無 無
茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市の環境 無 有
茨城県 水海道市 水海道市公害年俸 無 有
茨城県 北茨城市 北茨城の環境 無 無
茨城県 つくば市 つくば市環境白書 有 有
茨城県 友部町 友部町環境報告書 無 有
茨城県 東海村 東海村の環境 無 有
茨城県 総和町 平成16年度版総和町の環境の概要 無 無
栃木県 宇都宮市 宇都宮の環境（環境状況報告書） 有 有
栃木県 足利市 足利の環境 無 有

団体名



白書名 普及啓発用
冊子の有無

環境統計デー
タ集の有無

団体名

栃木県 鹿沼市 かぬまの環境 無 無
栃木県 今市市 今市市の環境 有 無
栃木県 小山市 小山の環境 無 有
栃木県 真岡市 真岡市の環境 無 無
栃木県 上三川町 環境調査報告書 無 無
群馬県 前橋市 まえばしの環境 有 有
群馬県 高崎市 たかさき環境白書 有 有
群馬県 桐生市 桐生市の環境 無 無
群馬県 太田市 平成16年度環境白書 有 有
群馬県 渋川市 渋川の環境 無 無
群馬県 藤岡市 環境課の概要 無 無
群馬県 玉村町 平成16年度　玉村町の環境 無 有
埼玉県 川越市 かわごえの環境 無 無
埼玉県 熊谷市 熊谷市環境白書 無 無
埼玉県 川口市 環境保全行政の概要 無 有
埼玉県 所沢市 所沢市の環境 無 有
埼玉県 加須市 加須市の環境 無 無
埼玉県 本庄市 本庄市の環境 無 無
埼玉県 東松山市 東松山市環境年次報告書 無 有
埼玉県 春日部市 春日部の環境 無 無
埼玉県 狭山市 環境レポート 無 有
埼玉県 羽生市 羽生市の環境 無 無
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市の環境 無 無
埼玉県 深谷市 深谷市の環境 無 無
埼玉県 上尾市 あげお環境白書 無 有
埼玉県 草加市 草加の環境 無 無
埼玉県 越谷市 越谷の環境 有 有
埼玉県 戸田市 戸田市の環境 無 有
埼玉県 入間市 いるましの環境（入間市環境基本計画環境報告書） 無 無
埼玉県 鳩ヶ谷市 はとがやの環境 無 無
埼玉県 朝霞市 朝霞市の環境 無 有
埼玉県 志木市 志木市の環境 無 無
埼玉県 久喜市 久喜市の環境 無 無
埼玉県 北本市 北本市環境基本計画「年次報告書」 有 無
埼玉県 富士見市 富士見の環境 無 無
埼玉県 上福岡市 上福岡市の環境 無 無
埼玉県 坂戸市 坂戸市環境報告書 無 有
埼玉県 吹上町 吹上町の環境 無 無
埼玉県 神川町 平成16年度版神川町の環境 無 無
埼玉県 騎西町 環境の状況に関する報告書 有 有
埼玉県 杉戸町 杉戸町の環境 無 無
千葉県 市川市 市川市の環境 有 無
千葉県 船橋市 船橋市の環境 有 有
千葉県 野田市 野田市環境調査報告書 無 無
千葉県 成田市 成田市の環境 無 無
千葉県 佐倉市 佐倉市環境白書 有 無
千葉県 習志野市 習志野市環境白書 無 有
千葉県 柏市 柏市環境白書 無 有
千葉県 市原市 いちはらの環境 無 無
千葉県 八千代市 八千代市の環境 無 有
千葉県 我孫子市 我孫子市環境年報 無 有
千葉県 鎌ヶ谷市 鎌ケ谷市環境の概要 無 無
千葉県 君津市 君津市環境のあらまし 無 無
千葉県 富津市 富津市の環境 有 無
千葉県 浦安市 浦安市の環境 有 無
千葉県 四街道市 四街道市の環境 無 無
千葉県 袖ヶ浦市 袖ケ浦の環境 無 無
千葉県 八街市 八街市環境白書 無 無
千葉県 印西市 印西市環境白書 無 有
千葉県 白井市 白井の環境 無 無
東京都 中央区 中央区の環境 有 有
東京都 港区 港区環境白書 有 無
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東京都 新宿区 新宿区環境白書（平成16年度版） 無 有
東京都 文京区 ぶんきょうの環境 無 無
東京都 台東区 環境清掃白書 有 無
東京都 墨田区 すみだの環境 有 有
東京都 江東区 江東区環境白書 無 有
東京都 目黒区 目黒区環境報告書 無 有
東京都 世田谷区 せたがやの環境 無 有
東京都 渋谷区 しぶやの環境 無 有
東京都 中野区 良好な環境を目指して（中野区環境白書） 無 有
東京都 杉並区 杉並環境白書 有 有
東京都 豊島区 豊島区の環境 有 有
東京都 板橋区 板橋区環境白書 有 有
東京都 足立区 足立の環境 有 有
東京都 葛飾区 葛飾区環境白書 無 無
東京都 立川市 環境報告書（平成16年度） 無 有
東京都 三鷹市 三鷹市環境保全のあらまし 無 無
東京都 府中市 府中の環境 無 有
東京都 昭島市 昭島市の環境 無 有
東京都 調布市 調布市環境白書 無 有
東京都 町田市 町田市環境白書 有 有
東京都 小平市 小平市の環境 無 有
東京都 日野市 日野市環境白書 無 無
東京都 狛江市 狛江のかんきょう 無 有
東京都 清瀬市 環境調査の概要 無 無
東京都 東久留米市 かんきょう東久留米 有 有
東京都 稲城市 稲城市の環境 無 有
東京都 羽村市 羽村市環境報告書 無 有
東京都 西東京市 西東京市環境白書（年次報告書） 有 無

神奈川県 横須賀市 横須賀市環境基本計画年次報告書 有 有
神奈川県 平塚市 ひらつかの環境 有 有
神奈川県 鎌倉市 かまくら環境白書 有 有
神奈川県 藤沢市 ふじさわ環境白書 無 無
神奈川県 小田原市 かんきょう 無 有
神奈川県 茅ヶ崎市 環境基本計画年次報告書 有 無
神奈川県 逗子市 逗子市の環境の状況（年次報告） 有 無
神奈川県 相模原市 さがみはらの環境 無 無
神奈川県 秦野市 秦野市環境報告書 有 有
神奈川県 厚木市 厚木市環境報告書 無 有
神奈川県 大和市 やまとの環境－環境基本計画年次報告書－ 有 無
神奈川県 伊勢原市 いせはらの環境 無 有
神奈川県 座間市 環境の概要 無 無
神奈川県 寒川町 寒川町環境報告書 無 無
神奈川県 開成町 開成町環境報告書 無 有
新潟県 新潟市 新潟市の環境 有 有
新潟県 長岡市 環境に関する年次報告書 無 無
新潟県 柏崎市 柏崎市の環境 無 無
新潟県 新発田市 新発田市の環境 無 有
新潟県 小千谷市 小千谷市の環境 無 無
新潟県 十日町市 十日町市の環境 無 無
新潟県 見附市 見附市の環境 有 有
新潟県 糸魚川市 糸魚川市の環境 有 無
新潟県 妙高市 妙高市の環境 無 無
新潟県 上越市 上越市の環境 有 無
新潟県 吉田町 環境白書　-グラフで見る吉田町の環境問題- 無 無
富山県 富山市 富山市の環境 無 無
富山県 高岡市 公害の現況と対策 無 無
富山県 黒部市 黒部市の環境概況 無 有
富山県 入善町 入善町の環境概況 無 無
富山県 朝日町 朝日町の環境概況 無 有
石川県 金沢市 かなざわの環境 無 有
石川県 七尾市 七尾市における環境の現況 無 無
石川県 小松市 小松市の環境 有 有
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石川県 加賀市 加賀市の環境 無 無
福井県 福井市 福井市の環境 有 有
福井県 敦賀市 つるがの環境 無 有
福井県 武生市 環境白書 無 有
福井県 小浜市 環境保全対策の概要 無 有
福井県 鯖江市 鯖江市環境報告書 有 有
福井県 三国町 環境概要 有 無
山梨県 甲府市 環境行政の概要 有 有
長野県 長野市 環境白書 無 有
長野県 松本市 松本市の環境 無 無
長野県 上田市 環境レポート 無 有
長野県 飯田市 環境レポート 無 有
長野県 小諸市 小諸市環境白書 有 無
長野県 伊那市 伊那市環境白書 無 無
長野県 中野市 中野市環境白書 無 無
長野県 飯山市 飯山市の環境 有 有
長野県 茅野市 平成16年度茅野市環境状況報告書 無 無
長野県 佐久市 平成16年度佐久市環境白書（環境基本計画年次報告書） 無 無
岐阜県 岐阜市 岐阜市環境白書 無 有
岐阜県 大垣市 大垣市の環境 無 有
岐阜県 高山市 高山市環境報告書 無 有
岐阜県 多治見市 多治見市の環境 無 有
岐阜県 関市 関市の環境 有 有
岐阜県 中津川市 中津川市の環境 無 無
岐阜県 瑞浪市 環境読本 無 無
岐阜県 羽島市 羽島市の環境 無 無
岐阜県 恵那市 恵那市の環境 無 無
岐阜県 美濃加茂市 みのかもの環境 無 無
岐阜県 可児市 可児市の環境 無 無
岐阜県 輪之内町 輪之内町環境基本計画調査データブック 有 有
静岡県 沼津市 市民生活と環境 無 無
静岡県 熱海市 熱海市の環境 無 無
静岡県 三島市 環境報告書～三島の環境～ 無 有
静岡県 富士宮市 富士宮市の環境 無 有
静岡県 島田市 島田市環境報告書 無 無
静岡県 富士市 富士市の環境 有 有
静岡県 磐田市 いわたの環境 無 無
静岡県 焼津市 焼津市の環境 有 有
静岡県 藤枝市 ふじえだの環境 無 無
静岡県 御殿場市 御殿場市の環境 無 無
静岡県 長泉町 長泉町の環境行政 無 無
静岡県 富士川町 富士川町の環境を知る 無 無
静岡県 蒲原町 蒲原町の環境 無 有
静岡県 由比町 安全で快適なまちゆい 無 無
愛知県 豊橋市 とよはしの環境 無 無
愛知県 岡崎市 岡崎市環境白書 有 有
愛知県 瀬戸市 環境基本計画年次報告書 無 無
愛知県 半田市 半田市の環境 無 無
愛知県 春日井市 環境報告書 無 有
愛知県 豊川市 豊川市の環境 無 有
愛知県 碧南市 碧南市環境の状況に関する報告書 有 有
愛知県 刈谷市 刈谷市の環境 無 有
愛知県 豊田市 環境報告書 無 無
愛知県 安城市 安城市環境報告書 有 有
愛知県 西尾市 かんきょう　公害の状況に関する報告書 無 有
愛知県 蒲郡市 蒲郡市の環境実態 無 無
愛知県 小牧市 小牧市環境年次報告書 無 有
愛知県 東海市 東海市の環境概況 無 無
愛知県 大府市 大府市の環境概況 無 無
愛知県 知多市 知多市の環境 無 有
愛知県 知立市 知立の環境 無 無
愛知県 高浜市 高浜市の環境 無 無
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愛知県 豊明市 豊明市の環境概況 無 無
愛知県 田原市 環境に関する報告書 有 有
愛知県 東浦町 東浦の環境 無 有
愛知県 美浜町 美浜の環境 無 無
愛知県 武豊町 武豊町の環境 無 有
愛知県 渥美町 渥美町の環境 無 無
三重県 津市 津市の環境 有 有
三重県 四日市市 四日市市の環境保全 無 有
三重県 松阪市 松阪市環境調査報告書 無 有
三重県 桑名市 環境年次報告書　桑名市の環境 無 無
三重県 鈴鹿市 鈴鹿市の環境 無 有
三重県 尾鷲市 尾鷲の環境 有 有
三重県 亀山市 亀山市の環境 無 有
滋賀県 大津市 大津市の環境 有 無
滋賀県 彦根市 彦根市の環境 無 有
滋賀県 長浜市 長浜市環境年次報告書 無 無
滋賀県 近江八幡市 近江八幡市の環境 有 有
滋賀県 草津市 くさつの環境 無 無
滋賀県 守山市 平成15年度版環境調査報告書 無 無
滋賀県 栗東市 栗東市環境報告書 無 無
滋賀県 湖南市 わが町の環境白書 無 無
京都府 舞鶴市 舞鶴の環境 有 有
京都府 宇治市 宇治市の環境 無 無
京都府 亀岡市 亀岡市環境白書 無 有
京都府 城陽市 城陽市環境報告書 無 無
京都府 八幡市 環境の現況 無 無
京都府 京田辺市 京田辺市の環境 無 有
京都府 久御山町 久御山町の環境 無 有
大阪府 堺市 堺の環境 有 有
大阪府 岸和田市 平成16年度岸和田市環境白書 無 無
大阪府 池田市 いけだ・かんきょうレポート 無 無
大阪府 吹田市 すいたの環境 無 無
大阪府 泉大津市 泉大津の環境 無 無
大阪府 高槻市 たかつきの環境 有 有
大阪府 貝塚市 貝塚の環境 無 無
大阪府 守口市 守口市の公害 有 有
大阪府 枚方市 ひらかたの環境 有 有
大阪府 茨木市 いばらきの環境 有 有
大阪府 八尾市 八尾市環境行動レポート 無 無
大阪府 富田林市 とんだばやししの環境 無 有
大阪府 寝屋川市 ねやがわしの環境 無 無
大阪府 大東市 大東の環境 無 無
大阪府 和泉市 和泉市の環境 無 無
大阪府 門真市 門真市の環境 無 無
大阪府 摂津市 摂津市の環境 無 無
大阪府 高石市 高石の環境 無 有
大阪府 東大阪市 ひがしおおさかしの環境 有 有
大阪府 交野市 交野の環境 無 無
兵庫県 姫路市 姫路の環境 無 有
兵庫県 明石市 平成15年度年次報告書－明石市の環境－ 有 有
兵庫県 西宮市 西宮の環境 無 有
兵庫県 芦屋市 芦屋市の環境 無 無
兵庫県 伊丹市 いたみの環境 無 有
兵庫県 加古川市 環境の概要 無 無
兵庫県 赤穂市 赤穂の環境 無 無
兵庫県 宝塚市 宝塚の環境 有 無
兵庫県 高砂市 高砂市の環境 無 無
兵庫県 川西市 環境の概況 無 無
兵庫県 小野市 小野市の環境 有 無
奈良県 奈良市 奈良市の環境 無 有
奈良県 大和郡山市 大和郡山市環境調査報告書 無 無
奈良県 橿原市 環境の概要 無 無
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奈良県 生駒市 生駒市の環境 有 有
和歌山県 和歌山市 和歌山市の環境 無 有
和歌山県 海南市 海南市の環境白書 無 無
和歌山県 橋本市 橋本の環境 無 無
和歌山県 有田市 環境白書 無 無
和歌山県 御坊市 御坊市の環境 無 無
和歌山県 田辺市 環境白書 無 無
和歌山県 中辺路町 ふるさと環境報告書 有 有
鳥取県 鳥取市 鳥取市の環境 無 無
鳥取県 米子市 米子市の環境 無 有
鳥取県 境港市 境港市環境白書 無 無
島根県 松江市 松江市の環境 無 有
岡山県 岡山市 岡山市環境白書 無 有
岡山県 倉敷市 倉敷の環境白書 無 有
岡山県 津山市 津山市の環境報告書 無 有
岡山県 玉野市 玉野市生活環境事業概要 有 無
広島県 呉市 呉市環境白書 無 有
広島県 竹原市 たけはらの環境 無 有
広島県 尾道市 尾道市の環境 無 無
広島県 福山市 福山の環境 有 有
広島県 大竹市 大竹市の環境 無 無
広島県 東広島市 東広島市の環境 無 無
広島県 廿日市市 廿日市市の環境 無 有
広島県 府中町 府中町の環境 有 有
広島県 海田町 海田町の環境 無 有
広島県 大野町 環境白書 無 無
山口県 下関市 下関市環境白書 無 有
山口県 宇部市 宇部市の環境 有 無
山口県 山口市 環境概要 無 無
山口県 防府市 防府市の環境 有 無
山口県 下松市 下松市の環境 有 無
山口県 岩国市 岩国市の環境 無 無
山口県 光市 光市の環境 無 無
山口県 柳井市 柳井市の環境 無 有
山口県 周南市 周南市の環境 有 無
山口県 山陽小野田市 小野田市の環境（平成16年度版） 無 無
徳島県 徳島市 徳島市環境報告書 無 無
徳島県 北島町 北島町における公害の収録 無 無
香川県 高松市 高松市環境白書 無 有
香川県 丸亀市 まるがめの環境 無 有
香川県 坂出市 坂出市の環境 無 有
香川県 観音寺市 観音寺市の環境 無 無
愛媛県 新居浜市 新居浜市環境白書 無 有
愛媛県 西条市 環境保全行政の概要 無 無
愛媛県 伊予市 環境保全行政の概要 無 無
高知県 高知市 高知市環境白書 無 無
高知県 南国市 南国市の環境 有 有
福岡県 大牟田市 おおむたの環境 無 有
福岡県 久留米市 久留米市の環境 無 有
福岡県 八女市 八女市の環境（平成15年度版） 有 無
福岡県 春日市 環境報告書 無 有
福岡県 太宰府市 太宰府市の環境 無 無
福岡県 福津市 合併前：平成15年福間町環境白書 有 有
佐賀県 佐賀市 ｅ-ガイド（佐賀市環境報告書） 有 無
佐賀県 唐津市 唐津市の環境 無 無
長崎県 長崎市 長崎市環境白書 無 無
長崎県 佐世保市 佐世保市環境白書 無 有
長崎県 諫早市 諫早市環境白書 無 無
熊本県 熊本市 熊本市の環境 有 有
熊本県 八代市 八代市の環境 無 無
熊本県 水俣市 水俣市環境レポート 無 有
熊本県 本渡市 本渡市環境実態報告書 無 有



白書名 普及啓発用
冊子の有無

環境統計デー
タ集の有無

団体名

熊本県 苓北町 苓北町環境基本計画 有 無
大分県 大分市 環境白書 無 無
大分県 別府市 別府市の環境 無 有
大分県 日田市 日田市環境白書 有 有
宮崎県 宮崎市 宮崎市環境白書 無 無
宮崎県 都城市 都城市の環境 無 有
宮崎県 延岡市 延岡市の環境 無 有
宮崎県 日南市 日南市の環境 無 無
宮崎県 日向市 日向市の環境事情 無 有

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市の環境 無 有
沖縄県 那覇市 那覇市の環境 有 有

平成17年4月1日現在白書作成団体数           381



 

表４ 環境管理システムの導入状況 
 
    環境に関する方針等(環境基本計画等の長期計画を含む)を達成するための取組の

実施、その実施状況についての定期的な点検、点検結果を踏まえた方針等の見直し
からなる体制及び手続き(ＩＳＯ１４００１※が代表的な事例)を調査した。 

 
※ ＩＳＯ１４００１とは、国際標準化機構が発行した規格に基づくものである。 

 
 
（１）本庁舎に導入している環境管理システム 

    本庁舎に環境管理システムを導入していると回答した地方公共団体に対して、以下
の区分で調査した。 

① ＩＳＯ１４００１を認証取得している（認証取得年月日） 
② ＩＳＯ１４００１の自己宣言をしている（自己宣言年月日） 
③ その他の環境管理システムを導入している。（名称及び導入年月日） 

 
 
（２）環境管理システムの導入状況（組織・事業所） 
   地方公共団体で、本庁舎の他に環境管理システムを導入している組織・事業所を調

査した。丸数字は以下のとおり。 
    ① 廃棄物処理施設 

② 浄水場・下水処理場 
③ 小中高等学校 
④ その他出先機関（支所、出先窓口等） 

 



表４－ア　環境管理システム導入状況（都道府県・政令指定都市）

ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

北海道 平成12年11月24日

青森県 平成13年3月16日

岩手県 平成12年2月4日 ④

宮城県 平成13年9月28日

秋田県 平成13年3月28日 ②④

山形県 平成14年2月21日 ④

福島県 平成12年12月21日

茨城県 茨城県環境保全率先実行計画 平成10年2月 ④

栃木県 栃木県庁環境保全率先実行計画 平成13年3月 ④

群馬県 循環型社会県庁行動プラン－エコＤｏ！－ 平成13年4月 ②③④

埼玉県 平成11年2月22日

千葉県 平成14年2月28日 ②③④

東京都 平成12年2月18日 ②④

神奈川県 平成13年3月16日 ②③④

新潟県 平成14年9月18日 ④

富山県 平成14年9月25日 ③④

石川県 平成16年2月18日 ③④

福井県 平成12年11月21日 ②③④

山梨県 平成16年3月3日 ④

長野県 平成13年2月7日

岐阜県 平成11年7月30日 ②④

静岡県 ④

愛知県 平成13年1月19日 ④

三重県 平成12年2月23日 ④

滋賀県 平成10年3月6日 ②③④

京都府 平成11年11月24日 ②

大阪府 平成11年2月23日 ②④

兵庫県 平成15年10月12日 ④

奈良県 平成14年3月15日 ④

和歌山県 平成13年2月23日

鳥取県 平成12年12月22日 ③④

島根県 平成14年2月14日 ④

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

岡山県 平成13年2月9日 ④

広島県 環境に配慮した広島県率先行動実行計画 平成17年3月 ③④

山口県 平成13年2月7日 ④

徳島県 平成12年2月22日 ④

香川県 平成14年3月13日 ④

愛媛県 平成14年11月27日

高知県 平成12年2月10日

福岡県 ④

佐賀県 平成14年12月20日

長崎県 平成15年3月20日

熊本県 平成14年3月22日

大分県 平成11年1月18日

宮崎県 平成12年6月30日

鹿児島県 県庁環境保全率先実行計画 平成11年1月 ④

沖縄県 平成17年2月25日

札幌市 平成13年11月22日 ①②④

仙台市 平成11年9月29日 仙台市環境率先行動計画 平成10年4月1日 ①②③④

さいたま市 ①

千葉市 平成13年6月14日

横浜市 平成16年6月23日 ①②④

川崎市 ①

静岡市 平成15年9月1日 ①②

名古屋市 平成13年3月16日 ①④

京都市 平成15年9月8日 ①②④

大阪市 平成11年12月1日 ①②④

神戸市 平成16年3月8日 ①③④

広島市 平成16年2月23日

北九州市 平成12年3月29日 ④

福岡市 福岡市役所環境保全実行計画 平成16年4月1日 ①②④

注．「その他対象事業所」欄の①～④は、それぞれ以下の事業所を示す。

　　①：廃棄物処理施設、②：浄水場・下水処理場、③：小中高等学校、④その他出先機関

●ISO140001システム導入（認証取得又は自己宣言）状況

　平成17年4月1日現在ISO14001導入団体数    51

●その他の管理システム導入状況

　平成17年4月1日現在導入団体数             7



表４－イ　環境管理システム導入状況（市区町村）

ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

北海道 函館市 函館市環境配慮率先行動計画 平成14年4月1日 ①②③④

北海道 旭川市 旭川市環境基本計画及び旭川市役所地
球温暖化対策率先実行計画 平成12年3月 ①②③④

北海道 室蘭市 室蘭市役所エコオフィスプラン 平成14年2月21日 ②③④

北海道 釧路市 平成14年3月27日 ④

北海道 帯広市 平成13年1月24日 ②④

北海道 網走市 平成15年2月21日 ④

北海道 留萌市 留萌市庁内環境率先行動計画 平成15年4月1日 ①②③④

北海道 苫小牧市 平成14年12月20日 ①②

北海道 江別市 平成15年7月1日 ①②④

北海道 紋別市 紋別市役所環境保全行動計画 平成13年6月15日 ①②③④

北海道 千歳市 平成14年2月20日 ①②④

北海道 登別市 登別市環境配慮指針等管理システム 平成13年5月

北海道 恵庭市 平成14年3月13日 ①②③④

北海道 北広島市 北広島市環境保全に向けた率先実行計
画 平成13年1月19日 ①②④

北海道 石狩市 平成14年6月21日 ②④

北海道 乙部町 ②

北海道 黒松内町 平成17年4月1日

北海道 中川町 平成15年3月24日

北海道 斜里町 平成13年3月26日 ①④

北海道 平取町 ④

北海道 士幌町 士幌町環境マネジメントシステム 平成17年7月1日

北海道 上士幌町 上士幌エコオフィスプラン 平成15年4月

北海道 池田町 池田町温室効果ガス排出抑制実行計画 平成13年9月

北海道 厚岸町 平成11年3月31日 厚岸町グリーン購入推進方針 平成13年4月1日 ①②④

北海道 浜中町 平成14年3月26日

青森県 青森市 平成12年3月3日 ①②④

青森県 弘前市 平成16年10月15日 ①②④

青森県 八戸市 平成13年10月5日 ②④

青森県 十和田市 十和田市役所環境保全率先行動計画 平成13年5月30日 ②③④

青森県 三沢市 平成16年12月3日

岩手県 盛岡市 盛岡市役所エコオフィス行動計画及びい
わて環境マネジメント・スタンダード 平成17年4月1日 ①②③④

岩手県 宮古市 平成12年3月15日 宮古市地球温暖化防止等実行計画（エ
コ・プラン２１） 平成13年4月1日 ②③④

岩手県 大船渡市 大船渡市地球温暖化対策推進実行計画 平成13年3月26日 ①②③④

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

岩手県 水沢市 水沢市環境管理システム 平成16年4月1日 ②④

岩手県 花巻市 平成12年7月7日 花巻市環境にやさしい行動計画 平成10年7月6日

岩手県 北上市 平成13年3月23日 ①②④

岩手県 遠野市 平成16年3月5日 ④

岩手県 一関市 平成16年2月27日 ②③④

岩手県 葛巻町 葛巻町地球温暖化防止等率先実行計画 平成13年4月2日 ①②③④

岩手県 滝沢村 平成12年8月13日

岩手県 紫波町 紫波町エコオフィス推進実行計画 平成15年3月31日

岩手県 矢巾町 平成13年12月7日 ②④

岩手県 東和町 平成13年2月16日 ②④

岩手県 金ヶ崎町 平成11年2月23日 ④

岩手県 前沢町 平成13年2月19日

岩手県 胆沢町 平成12年10月25日 ②④

岩手県 花泉町 平成15年12月27日 ①②③④

岩手県 岩泉町 平成14年3月27日 ④

岩手県 田野畑村 ＩＥＳ・いわて環境マネジメントシステム 平成17年3月

宮城県 石巻市 石巻市環境保全率先行動計画 平成10年10月5日 ①③④

宮城県 塩竈市 塩竈市環境率先実行計画 平成16年4月

宮城県 古川市 地球温暖化防止に関する古川市役所率
先実行計画 平成10年3月31日

宮城県 白石市 平成14年2月27日 ④

宮城県 多賀城市 平成14年2月27日 ②④

宮城県 利府町 エコオフィスプラン’０２ 平成14年7月15日 ②③④

宮城県 大和町 平成15年11月26日 ④

宮城県 富谷町 ④

宮城県 小牛田町 平成15年11月27日 ④

秋田県 秋田市 ①④

秋田県 大館市 平成12年8月24日 ②④

秋田県 二ツ井町 環境自治体スタンダード（LAS-E) 平成15年1月1日 ③④

秋田県 平鹿町 平鹿町環境保全自治体推進事業 平成16年9月1日

山形県 山形市 平成15年2月28日 ①②④

山形県 新庄市 平成14年7月24日 ④

山形県 上山市 上山市環境率先行動計画 平成14年3月25日 ④

山形県 長井市 平成14年7月15日

山形県 天童市 平成15年2月19日 ②③④

山形県 東根市 平成13年10月17日 ④



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

山形県 尾花沢市 平成15年9月24日

山形県 高畠町 平成14年2月27日 ④

山形県 白鷹町 平成16年9月15日 ②③④

山形県 飯豊町 平成16年9月24日 ②④

山形県 余目町 余目町環境マネジメントシステム設置要
綱 平成14年6月12日 ④

福島県 福島市 エコアクションプラン（福島市率先実行計
画） 平成13年4月1日 ①②③④

福島県 会津若松市 平成12年9月29日 ②

福島県 郡山市 環境にやさしい郡山市率先行動計画 平成10年8月1日 ①②③④

福島県 いわき市 （新）いわき市循環型オフィスづくり行動
計画 平成14年1月 ①②③④

福島県 白河市 環境負荷低減白河市役所率先行動計画
（エコオフィスしらかわプラン） 平成13年4月1日 ④

福島県 原町市 平成13年12月7日 ②④

福島県 須賀川市 平成17年2月16日 須賀川市エコオフィス実践計画 平成13年3月1日 ②

福島県 喜多方市 平成12年3月26日

福島県 相馬市 平成15年9月12日 ①②④

福島県 大玉村 大玉村エコオフィス推進実行計画 平成14年11月7日

福島県 檜枝岐村 ①②

福島県 磐梯町 ②

福島県 会津坂下町 平成15年2月27日 ②④

福島県 西郷村 平成17年3月17日 西郷村地球温暖化対策推進実行計画 平成14年4月24日 ②④

福島県 泉崎村 平成14年4月1日

福島県 棚倉町 平成12年10月27日 ②④

福島県 平田村 ②

福島県 楢葉町 ②

福島県 浪江町 平成14年4月2日

福島県 葛尾村 平成13年4月1日 ③④

茨城県 日立市 日立市環境保全率先実行計画 平成15年3月 ①②③④

茨城県 土浦市 土浦市役所環境保全率先実行計画 平成14年1月25日 ①②③④

茨城県 古河市 平成12年3月9日

茨城県 石岡市 石岡市環境マネジメントシステム 平成17年3月13日

茨城県 結城市 平成14年2月22日

茨城県 龍ヶ崎市 龍ケ崎市地球温暖化防止実行計画 平成14年4月1日

茨城県 下妻市 下妻市地球温暖化対策実行計画 平成16年3月 ②③④

茨城県 常陸太田市 常陸太田市地球温暖化防止計画 平成14年1月31日

茨城県 北茨城市 北茨城市地球温暖化対策実行計画 平成13年3月23日

茨城県 牛久市 平成13年12月7日 ①④



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

茨城県 つくば市 平成16年2月11日

茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市の環境に関する報告書 平成15年11月12日

茨城県 守谷市 守谷市役所地球温暖化防止実行計画 平成13年4月1日 ④

茨城県 友部町 友部町環境基本計画推進会議 平成16年3月10日

茨城県 東海村 平成16年3月10日

茨城県 鉾田町 温室効果ガス排出抑制実行計画 平成14年8月1日 ①②③④

茨城県 玉里村 玉里村地球温暖化対策実行計画 平成14年2月

茨城県 総和町 平成11年11月12日 ②④

茨城県 五霞町 五霞町役場温室効果ガス削減計画 平成14年3月 ②③④

栃木県 宇都宮市 平成13年12月21日 ①④

栃木県 足利市 ①

栃木県 鹿沼市 ①②

栃木県 今市市 今市市役所環境配慮率先行動計画 平成13年1月9日

栃木県 大田原市 大田原市役所地球温暖化防止実行計画 平成12年10月1日 ②③④

栃木県 矢板市 矢板市地球温暖化対策地域推進計画 平成13年2月21日

栃木県 那須塩原市 平成14年4月24日

栃木県 上三川町 上三川町役場環境保全率先実行計画 平成15年4月1日 ③④

栃木県 南河内町 南河内町役場環境保全率先実行計画 平成13年4月1日

栃木県 河内町 河内町役場環境保全率先実行計画 平成14年4月1日 ②③④

栃木県 高根沢町 高根沢町役場環境保全率先実行計画 平成13年9月19日 ②③④

栃木県 那須町 那須町環境保全率先実行計画 平成12年10月 ③④

群馬県 高崎市 平成17年4月1日 ②④

群馬県 伊勢崎市 ①

群馬県 太田市 平成14年3月15日 ②③④

群馬県 沼田市 平成16年4月21日 沼田市環境にやさしい物品の調達方針 平成17年4月1日 ④

群馬県 館林市 平成13年2月9日

群馬県 中之条町 中之条町地球温暖化対策実行計画 平成14年4月1日 ①④

群馬県 明和町 平成16年3月24日

群馬県 大泉町 平成15年10月22日 ④

埼玉県 川越市 平成11年11月11日 ①③④

埼玉県 熊谷市 地球温暖化対策実行計画 平成13年3月 ①②③④

埼玉県 川口市 平成12年2月23日 ①

埼玉県 行田市 行田市役所地球温暖化対策実行計画 平成14年3月 ④

埼玉県 所沢市 平成12年2月10日 ①②③④

埼玉県 飯能市 平成14年2月22日
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埼玉県 本庄市 平成14年3月13日 ②④

埼玉県 東松山市 平成12年12月1日 ①②

埼玉県 春日部市 (名称なし） 平成13年4月1日 ②④

埼玉県 狭山市 平成12年6月9日

埼玉県 鴻巣市 平成14年2月22日

埼玉県 深谷市 平成16年2月27日

埼玉県 草加市 平成15年3月9日 ①④

埼玉県 戸田市 平成13年3月30日

埼玉県 入間市 平成15年12月4日

埼玉県 朝霞市 平成14年2月28日

埼玉県 志木市 平成13年3月1日

埼玉県 和光市 平成13年3月22日

埼玉県 新座市 平成17年4月1日

埼玉県 久喜市 平成11年12月17日 ②④

埼玉県 北本市 平成13年4月11日 ④

埼玉県 八潮市 平成16年12月9日 ①④

埼玉県 蓮田市 平成14年3月29日 ②④

埼玉県 坂戸市 平成15年3月14日 ④

埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地球にやさしいオフィス率先行
動計画 平成13年12月5日 ③④

埼玉県 吉川市 吉川市環境配慮率先実行計画(エコオ
フィス吉川） 平成13年4月 ①②③④

埼玉県 吹上町 吹上町地球温暖化対策実行計画 平成16年3月30日 ③④

埼玉県 大井町 省エネ関係（ノーネクタイ奨励） 平成14年4月1日

埼玉県 滑川町 平成15年3月14日

埼玉県 嵐山町 平成13年12月17日 ④

埼玉県 上里町 平成15年7月23日

埼玉県 騎西町 きさいエコオフィス行動計画 平成11年1月31日 ④

埼玉県 宮代町 平成15年2月26日 ④

埼玉県 菖蒲町 平成13年2月28日

埼玉県 杉戸町 平成16年3月9日

埼玉県 松伏町 松伏町地球温暖化防止計画 平成15年4月1日 ④

千葉県 市川市 平成14年3月1日 ①③④

千葉県 船橋市 ふなばしエコオフィスプラン 平成10年4月24日 ①②③④

千葉県 館山市 館山市地球温暖化対策実行計画 平成15年4月1日 ①②③④

千葉県 松戸市 松戸市地球温暖化防止実行計画 平成16年4月1日 ①②③④
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千葉県 佐原市 佐原市地球温暖化防止実行計画 平成13年3月 ②③④

千葉県 茂原市 エコステージ 平成16年10月1日

千葉県 佐倉市 平成13年3月9日 ②④

千葉県 東金市 平成12年2月23日 ①②④

千葉県 習志野市 習志野市地球温暖化防止率先行動計画 平成16年4月1日 ③④

千葉県 柏市 平成13年3月2日

千葉県 市原市 ①

千葉県 八千代市 地球温暖化防止に向けた「八千代市率
先実行計画」 平成13年4月1日 ①②③④

千葉県 我孫子市 我孫子市率先行動計画 平成13年3月 ①③④

千葉県 君津市 平成17年2月23日 君津市地球温暖化対策実行計画 平成14年3月 ④

千葉県 浦安市 平成13年11月30日 地球温暖化対策実行計画 平成13年10月25日 ①③④

千葉県 四街道市 地球温暖化防止実行計画 平成14年3月31日

千葉県 印西市 庁内エコプラン 平成15年3月

千葉県 白井市 平成10年1月30日 ④

千葉県 松尾町 平成15年3月17日

千葉県 長南町 グリーン購入 平成17年4月1日

東京都 千代田区 平成15年7月30日 ③④

東京都 中央区 平成14年11月27日

東京都 港区 平成13年6月21日

東京都 新宿区 平成12年12月22日 ③④

東京都 台東区 平成14年2月15日

東京都 墨田区 墨田区環境管理計画 平成13年3月 ③④

東京都 江東区 江東区庁内環境配慮推進計画 平成12年度 ③④

東京都 品川区 平成13年9月1日

東京都 目黒区 平成13年8月31日 新エコ・アクションプログラムめぐろ 平成13年3月 ④

東京都 大田区 大田区役所エコオフィス推進プラン 平成12年4月1日 ④

東京都 世田谷区 平成13年11月28日 環境マネージャー制度 平成9年6月 ④

東京都 杉並区 平成13年10月12日

東京都 豊島区 豊島区庁内温暖化実行計画 平成12年3月1日

東京都 北区 平成14年12月25日 ③④

東京都 荒川区 環境活動評価システム 平成14年7月31日

東京都 板橋区 平成11年2月17日 ③④

東京都 練馬区 平成13年11月22日 ③④

東京都 足立区 足立区環境基本計画 平成12年3月31日

東京都 江戸川区 江戸川区第二次環境行動計画 平成13年1月 ③④
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東京都 八王子市 八王子市役所エコアクションプラン 平成17年4月1日 ①②③④

東京都 立川市 エコオフィス21 平成12年4月1日

東京都 武蔵野市 平成12年3月28日 ①②③④

東京都 三鷹市 ①

東京都 府中市 平成14年12月25日 府中市職員エコアクションプラン 平成12年3月31日 ④

東京都 昭島市 平成15年9月26日 ②

東京都 調布市 平成12年7月13日 ①

東京都 町田市 ②

東京都 小平市 エコダイラ・オフィス計画 平成14年4月1日

東京都 日野市 平成12年12月7日 ①②④

東京都 国分寺市 国分寺市環境マネジメントシステム 平成17年4月1日 ④

東京都 多摩市 多摩市環境マネジメントシステム 平成15年3月 ①

東京都 羽村市 平成12年8月24日 ④

東京都 あきる野市 平成14年9月26日

東京都 西東京市 平成15年10月30日

東京都 小笠原村 ①②

神奈川県 横須賀市 平成11年12月27日 ①④

神奈川県 平塚市 平成12年2月23日 ①②④

神奈川県 鎌倉市 かまくらエコアクション２１ 平成16年2月27日

神奈川県 藤沢市 平成14年3月13日

神奈川県 小田原市 ecoEGG(エコエッグ）【環境行動指針-3に
基づく環境管理システム】 平成15年6月1日

神奈川県 茅ヶ崎市 平成17年3月3日

神奈川県 逗子市 平成13年2月28日 ①②④

神奈川県 相模原市 平成12年11月20日 ①④

神奈川県 秦野市 ②

神奈川県 厚木市 厚木市環境保全率先実行計画 平成13年4月 ①③④

神奈川県 大和市 平成14年3月5日 ①②④

神奈川県 伊勢原市 伊勢原市役所エコオフィースプラン 平成14年4月1日 ②③④

神奈川県 海老名市 平成13年10月24日 ④

神奈川県 座間市 平成13年11月22日 ④

神奈川県 南足柄市 平成14年1月17日 ①②④

神奈川県 綾瀬市 平成14年2月20日 ②④

神奈川県 二宮町 二宮町環境物品等の調達を図るための
方針 平成15年8月1日

神奈川県 山北町 平成14年3月1日 ④

神奈川県 開成町 庁内エコオフィス計画 平成14年12月
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神奈川県 愛川町 愛川町地球温暖化対策等率先実行計画 平成14年4月1日 ①②③④

神奈川県 津久井町 津久井町地球温暖化対策実行計画 平成14年4月1日 ③④

新潟県 新潟市 新潟市地球温暖化対策率先実行計画 平成12年1月 ①②③④

新潟県 長岡市 地球温暖化対策実行計画 平成14年3月22日 ①②③④

新潟県 三条市 平成13年3月19日 ①②④

新潟県 柏崎市 環境にやさしい柏崎市率先行動計画 平成10年10月1日 ①②③④

新潟県 新発田市 新発田市環境率先実行計画～エコシフト
21～ 平成14年11月1日 ②③④

新潟県 燕市 平成17年3月13日 ②④

新潟県 上越市 平成10年2月24日 ①②④

新潟県 佐渡市 佐渡市地球温暖化対策率先行動計画の
推進に関する要綱 平成16年3月 ①②③④

新潟県 聖籠町 平成16年1月27日 ②④

富山県 富山市 平成14年4月5日 ②④

富山県 高岡市 平成15年2月4日

富山県 新湊市 地球温暖化防止新湊市役所実行計画 平成14年4月1日

富山県 魚津市 環境保全のための魚津市役所率先行動
計画 平成13年12月

富山県 黒部市 平成14年10月23日

富山県 上市町 平成15年8月6日

富山県 立山町 平成15年8月21日 ④

富山県 入善町 平成16年3月26日

石川県 金沢市 ①

石川県 輪島市 輪島市地球温暖化防止実行計画 平成14年3月 ①②④

石川県 加賀市 平成13年3月31日

石川県 羽咋市 平成16年4月1日 ④

石川県 かほく市 平成16年8月28日 ④

石川県 白山市 平成12年1月26日 ②④

石川県 津幡町 平成15年9月24日

福井県 福井市 平成11年10月28日 ①②④

福井県 敦賀市 平成13年3月9日

福井県 武生市 平成16年2月25日 ②

福井県 大野市 平成14年3月29日

福井県 勝山市 平成14年12月4日

福井県 鯖江市 平成11年11月27日

福井県 南越前町 グリーン購入の推進 平成17年4月1日

山梨県 甲府市 甲府市環境基本計画 平成15年3月 ①②③④
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山梨県 富士吉田市 平成14年2月28日 ①

山梨県 都留市 都留市環境保全行動計画 平成11年4月1日

山梨県 大月市 ①②

山梨県 小淵沢町 平成12年2月23日

山梨県 鳴沢村 ③

山梨県 富士河口湖町 平成13年3月28日 ①④

長野県 長野市 平成14年1月25日 ①②④

長野県 松本市 平成14年1月25日 ②

長野県 上田市 平成17年2月28日

長野県 岡谷市 岡谷市役所環境保全の率先実行計画 平成13年4月 ①③④

長野県 飯田市 平成15年1月23日 ①②③④

長野県 諏訪市 平成13年3月3日 ①②③④

長野県 須坂市 平成14年3月13日

長野県 小諸市 平成12年3月24日

長野県 伊那市 平成14年2月6日

長野県 中野市 平成13年9月7日

長野県 大町市 大町市環境マネジメントシステム 平成17年6月26日

長野県 茅野市 茅野市役所地球温暖化対策実行計画 平成14年4月1日 ④

長野県 塩尻市 平成14年3月28日

長野県 千曲市 平成17年3月22日 ③④

長野県 東御市 平成14年2月27日

長野県 軽井沢町 軽井沢町環境管理システム 平成14年3月6日

長野県 丸子町 平成12年3月9日 ②④

長野県 真田町 真田町環境活動評価プログラム 平成14年12月17日

長野県 青木村 平成16年3月31日

長野県 富士見町 庁舎環境管理活動 平成16年7月27日

長野県 高遠町 平成15年3月20日 ④

長野県 松川町 いいむす２１ 平成15年8月19日

長野県 豊科町 平成15年1月8日

長野県 穂高町 穂高町役場環境保全実践計画 平成15年10月

岐阜県 岐阜市 平成13年10月24日 ④

岐阜県 大垣市 平成13年10月24日 ①②④

岐阜県 高山市 高山市温暖化対策実行計画 平成12年3月

岐阜県 多治見市 平成13年2月23日

岐阜県 関市 平成12年3月29日 ②③④



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

岐阜県 中津川市 平成13年3月14日

岐阜県 美濃市 美濃市環境保全率先実行計画 平成13年3月 ①②③④

岐阜県 羽島市 平成12年3月9日

岐阜県 美濃加茂市 平成16年9月9日 ②③④

岐阜県 土岐市 土岐市地球温暖化対策実行計画 平成14年3月31日 ①②③④

岐阜県 各務原市 平成15年8月29日 ①②③④

岐阜県 可児市 平成12年6月30日 ④

岐阜県 瑞穂市 ①②③④

岐阜県 郡上市 ③

岐阜県 上石津町 平成15年3月20日

岐阜県 垂井町 平成15年5月1日 ①

岐阜県 輪之内町 平成12年1月12日 ①④

岐阜県 揖斐川町 平成15年1月27日

岐阜県 大野町 平成13年3月26日 ④

岐阜県 池田町 平成14年1月18日 ①③④

岐阜県 富加町 平成17年3月22日 ④

岐阜県 御嵩町 平成13年2月27日 ①④

静岡県 浜松市 平成11年12月16日

静岡県 沼津市 平成12年2月23日 沼津市地球温暖化対策実行計画 平成14年1月1日 ①②③④

静岡県 熱海市 熱海市役所の地球にやさしいオフィスプ
ラン２１ 平成13年3月23日 ①②③④

静岡県 三島市 平成12年7月26日 地球にやさしい率先行動計画 平成13年3月30日 ①②③④

静岡県 富士宮市 平成12年11月30日 ②③④

静岡県 島田市 島田市環境管理システム 平成16年6月4日 ②④

静岡県 富士市 富士市地球温暖化防止対策進行管理シ
ステム 平成１４年４月

静岡県 焼津市 焼津市役所地球温暖化防止実行計画 平成13年7月 ②③④

静岡県 掛川市 平成16年7月30日

静岡県 藤枝市 藤枝市地球温暖化防止計画 平成14年1月1日 ②③④

静岡県 御殿場市 平成12年12月15日 ②④

静岡県 袋井市 平成13年3月9日

静岡県 天竜市 平成15年1月22日

静岡県 湖西市 平成12年3月28日 湖西市地球温暖化対策実行計画 平成16年3月 ①④

静岡県 長泉町 長泉町地球温暖化対策実行計画 平成16年4月1日 ①②③④

静岡県 富士川町 富士川町地球温暖化防止対策実行計画 平成15年3月 ②③④

静岡県 大井川町 平成14年3月22日 ④
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愛知県 豊橋市 平成13年8月22日

愛知県 岡崎市 平成12年7月25日 ①②④

愛知県 一宮市 ①

愛知県 瀬戸市 平成13年2月23日 ①②④

愛知県 春日井市 平成12年2月25日 ①②④

愛知県 刈谷市 ①

愛知県 豊田市 平成12年11月24日 とよたエコアクションプラン 平成11年11月1日

愛知県 安城市 平成12年4月25日 ①③④

愛知県 西尾市 西尾市温室効果ガス抑制実行プラン 平成13年11月

愛知県 犬山市 環境保全庁内行動計画 平成17年4月1日 ④

愛知県 小牧市 平成13年3月23日 ①②④

愛知県 稲沢市 平成13年9月26日 ④

愛知県 新城市 平成13年2月28日

愛知県 大府市 平成15年9月26日

愛知県 知多市 第２次知多市庁内環境保全率先実行計
画 平成11年9月20日 ①②③④

愛知県 尾張旭市 平成16年3月5日 ①②③④

愛知県 高浜市 平成13年3月19日 ④

愛知県 田原市 平成13年4月23日

愛知県 東郷町 平成14年2月12日

愛知県 長久手町 平成14年3月22日 ②③④

愛知県 西春町 にしはるエコプラン 平成12年4月1日

愛知県 東浦町 平成14年2月22日 ③④

愛知県 南知多町 庁内環境保全率先実行計画 平成13年4月2日 ④

愛知県 武豊町 平成13年11月26日

愛知県 幸田町 幸田町役場環境保全行動計画 平成13年2月 ③④

愛知県 三好町 環境管理要綱 平成17年4月1日 ③④

三重県 津市 平成14年9月25日 ①②③④

三重県 四日市市 平成12年2月18日 ①②③④

三重県 伊勢市 平成11年12月27日 ④

三重県 松阪市 平成13年11月16日 ①③④

三重県 桑名市 平成14年3月25日 ④

三重県 鈴鹿市 平成15年1月15日 ①②③④

三重県 名張市 平成13年2月28日 ④

三重県 尾鷲市 平成14年3月25日

三重県 亀山市 平成14年3月25日 ①②③④
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三重県 鳥羽市 平成15年2月13日 ②④

三重県 熊野市 平成16年12月25日 ①

三重県 久居市 平成14年5月25日

三重県 伊賀市 ④

三重県 木曽岬町 平成14年12月20日 ④

三重県 東員町 平成12年3月31日

三重県 菰野町 平成14年3月25日 ①

三重県 朝日町 平成17年4月1日 ②④

三重県 川越町 平成14年9月19日

三重県 河芸町 平成17年4月1日 ①②③④

三重県 美里村 平成15年3月20日

三重県 香良洲町 平成15年10月21日

三重県 美杉村 平成14年12月24日

三重県 多気町 エコオフィスプラン多気 平成13年6月1日

三重県 玉城町 平成15年3月27日

三重県 二見町 平成16年5月21日 ④

三重県 小俣町 平成16年3月8日

三重県 南勢町 平成14年4月1日

三重県 南島町 平成14年10月28日

三重県 大紀町 平成14年7月25日 ④

三重県 海山町 平成11年4月19日 ①④

三重県 御浜町 平成13年8月1日

三重県 紀和町 平成13年8月1日

滋賀県 大津市 平成14年9月18日 環境にやさしい大津市役所率先実行計
画 平成１１年３月 ④

滋賀県 彦根市 平成14年9月26日 環境パートナー委員会 平成13年9月 ①②④

滋賀県 長浜市 平成14年3月25日

滋賀県 近江八幡市 平成15年2月14日 ①②③④

滋賀県 草津市 平成14年6月27日 ①②④

滋賀県 守山市 平成15年1月29日

滋賀県 栗東市 平成13年12月27日 ①③④

滋賀県 甲賀市 平成12年1月21日

滋賀県 野洲市 平成13年3月31日 ④

滋賀県 東近江市 ④

滋賀県 米原市 平成12年3月28日 ③④

滋賀県 志賀町 環境マネジメントシステム 平成17年3月29日
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滋賀県 安土町 平成15年12月12日 ④

滋賀県 竜王町 平成14年10月23日 ③④

滋賀県 能登川町 平成13年4月1日 ③④

京都府 舞鶴市 舞鶴市地球温暖化対策推進実行計画 平成16年6月 ①②③④

京都府 綾部市 綾部市環境マネジメントシステム 平成14年4月24日 ①②

京都府 宇治市 平成14年2月15日

京都府 亀岡市 平成12年7月26日 Ｋ－ＥＭＳ 平成15年4月1日 ①②③④

京都府 城陽市 平成15年3月20日

京都府 向日市 ②

京都府 長岡京市 平成14年2月27日 ②

京都府 八幡市 八幡市環境マネジメントシステム 平成15年4月1日 ②③④

京都府 宇治田原町 平成14年2月15日 ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタン
ダード 平成17年9月1日 ②④

大阪府 堺市 平成14年2月20日 堺市地球温暖化対策実行計画 平成15年2月 ④

大阪府 豊中市 豊中市環境報告書 平成12年3月 ①②③④

大阪府 吹田市 平成13年7月25日 ④

大阪府 高槻市 平成14年3月8日 たかつきエコオフィスプラン 平成13年4月 ①②③④

大阪府 枚方市 平成13年10月24日 ①②④

大阪府 茨木市 エコオフィスプランいばらき 平成12年3月21日 ①②④

大阪府 富田林市 富田林市地球温暖化対策実行計画 平成13年4月1日 ③

大阪府 寝屋川市 寝屋川市役所温暖化対策実行計画 平成13年4月1日

大阪府 河内長野市 河内長野市環境率先行動計画 平成13年10月

大阪府 大東市 大東市地球温暖化対策実行計画 平成14年1月 ③④

大阪府 和泉市 平成13年11月14日

大阪府 箕面市 環境家計簿 平成11年4月 ①②③④

大阪府 柏原市 柏原市地球温暖化対策実行計画 平成14年4月

大阪府 門真市 門真市エコオフィス計画 平成13年4月1日 ①②③④

大阪府 高石市 高石市地球温暖化対策実行計画 平成13年11月5日

大阪府 藤井寺市 藤井寺市地球温暖化対策推進実行計画 平成13年3月 ①②③④

大阪府 東大阪市 東大阪市地球温暖化対策率先実行計画 平成12年3月31日 ②

大阪府 阪南市 阪南市地球温暖化対策推進実行計画 平成13年4月

大阪府 島本町 平成16年6月25日

大阪府 忠岡町 忠岡町地球温暖化対策実行計画 平成14年3月

大阪府 田尻町 田尻町地球温暖化対策実行計画 平成14年3月

大阪府 岬町 地球温暖化防止対策実行計画 平成13年3月18日

兵庫県 姫路市 平成15年9月19日
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兵庫県 明石市 平成13年3月14日 ①④

兵庫県 西宮市 平成13年3月22日

兵庫県 伊丹市 ②

兵庫県 相生市 ④

兵庫県 宝塚市 平成14年12月18日

兵庫県 高砂市 平成15年2月27日

兵庫県 三田市 三田市地球温暖化対策実行計画（さんだ
エコプラン21） 平成13年3月31日 ①②③④

兵庫県 加西市 平成14年12月11日

兵庫県 朝来市 ④

兵庫県 猪名川町 平成13年7月24日 ②④

兵庫県 播磨町 ④

兵庫県 新宮町 ①

兵庫県 温泉町 平成15年7月25日 ④

奈良県 奈良市 奈良市地球温暖化対策庁内実行計画 平成15年4月1日 ①②③④

奈良県 斑鳩町 平成15年2月26日 ④

奈良県 野迫川村 平成16年3月19日

和歌山県 和歌山市 平成13年3月19日

鳥取県 鳥取市 平成14年12月16日

鳥取県 米子市 平成16年12月8日

鳥取県 倉吉市 平成16年3月10日

鳥取県 岩美町 岩美町環境マネジメントシステム 平成16年8月1日 ③

鳥取県 八頭町 平成13年12月27日

鳥取県 三朝町 平成16年2月25日 ④

鳥取県 北条町 平成16年1月23日 ④

鳥取県 琴浦町 ①

鳥取県 大山町 平成15年3月20日

鳥取県 南部町 平成13年12月21日 ④

鳥取県 日南町 平成15年3月18日 ③

島根県 出雲市 平成15年12月15日

島根県 安来市 平成12年3月24日 ①②④

島根県 雲南市 平成12年4月14日 ④

岡山県 岡山市 岡山市環境保全行動計画 平成13年6月1日 ②③④

岡山県 倉敷市 平成13年2月22日 ④

岡山県 津山市 平成14年3月13日 エコオフィスプラン 平成13年1月24日 ①②④

岡山県 玉野市 平成12年12月22日
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岡山県 笠岡市 笠岡市･一部事務組合地球温暖化対策
実行計画 平成13年3月31日 ①②④

岡山県 総社市 平成15年9月26日

岡山県 高梁市 平成14年10月22日

岡山県 和気町 ①

広島県 呉市 呉市環境保全率先実行計画 平成12年3月 ①②

広島県 福山市 福山市地球温暖化対策実行計画 平成13年3月 ①②③④

広島県 三次市 平成15年12月11日 ④

広島県 廿日市市 廿日市市環境基本計画 平成12年3月31日 ①②③④

広島県 府中町 府中町地球温暖化対策実行計画 平成14年3月 ③④

広島県 熊野町 熊野町地球温暖化対策実行計画 平成15年3月 ①③④

広島県 坂町 坂町地球温暖化対策実行計画 平成14年3月 ①③④

山口県 下関市 平成15年1月24日 ①②④

山口県 宇部市 平成13年12月20日

山口県 岩国市 平成16年11月25日

山口県 光市 光市エコオフィスプラン 平成12年4月1日 ②③④

徳島県 徳島市 平成16年11月25日

徳島県 松茂町 平成13年6月11日

徳島県 板野町 板野町地球温暖化防止活動推進会議 平成11年11月4日

徳島県 井川町 平成16年1月28日

香川県 高松市 平成13年9月7日

香川県 善通寺市 “環境にやさしい事業所”善通寺市役所
の取組み 平成17年4月1日

香川県 直島町 平成15年1月24日

香川県 多度津町 平成13年11月1日

香川県 高瀬町 グリーン購入 平成13年

愛媛県 松山市 松山市地球温暖化対策実行計画 平成13年1月 ①②③④

愛媛県 新居浜市 平成16年10月6日

愛媛県 愛南町 ①

高知県 高知市 高知市環境保全率先実行計画 平成13年3月 ①②④

高知県 土佐市 平成15年4月25日

高知県 檮原町 平成15年5月29日

福岡県 大牟田市 エコオフィスおおむた２１ 平成14年4月1日

福岡県 久留米市 平成14年2月22日 ①

福岡県 田川市 エコオフィスたがわ 平成16年4月1日 ②④

福岡県 甘木市 甘木市役所の環境保全に向けた率先行
動計画 平成12年4月 ①②③④
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福岡県 八女市 平成17年1月25日 ④

福岡県 筑紫野市 筑紫野市役所　環境にやさしい行動計画 平成13年3月 ③④

福岡県 春日市 エコオフィスプランかすが 平成13年3月

福岡県 前原市 前原市公共施設等地球温暖化対策率先
実行計画 平成13年12月20日 ②③④

福岡県 うきは市 ①

福岡県 岡垣町 平成15年12月18日

福岡県 筑前町 ④

福岡県 香春町 香春町エコオフィスプラン 平成13年6月

佐賀県 佐賀市 平成14年3月1日 ①②④

佐賀県 唐津市 唐津市役所地球温暖化防止実行計画 平成17年4月1日

佐賀県 伊万里市 ストップ　ザ　温暖化　伊万里アクションプ
ログラム 平成13年4月 ①②③④

長崎県 長崎市 平成15年2月21日 ①②③④

長崎県 佐世保市 平成15年3月21日 佐世保市環境保全率先実行計画 平成10年4月6日 ①②④

長崎県 島原市 島原市役所地球温暖化防止実行計画 平成13年3月28日

長崎県 大村市 大村市地球温暖化対策実行計画 平成12年9月 ①②③④

長崎県 時津町 時津町地球温暖化対策実行計画 平成14年4月

長崎県 北有馬町 平成16年11月2日

長崎県 有家町 温暖化対策実行証明 平成13年3月 ④

長崎県 小佐々町 ③

熊本県 熊本市 平成14年10月4日 ④

熊本県 八代市 八代市温暖化防止率先行動計画 平成14年3月11日 ①②③④

熊本県 水俣市 平成15年9月30日 ①②④

熊本県 本渡市 平成15年12月5日 ①②④

熊本県 菊池市 平成15年8月22日 ④

熊本県 宇土市 平成15年3月27日 ②④

熊本県 大津町 平成14年8月7日

熊本県 合志町 平成16年4月1日 ④

熊本県 南阿蘇村 ②

熊本県 苓北町 苓北町地球温暖化防止対策実行計画 平成16年4月1日

大分県 別府市 別府市エコワーク活動 平成14年4月1日 ②③④

大分県 日田市 平成10年12月21日 ②③④

大分県 佐伯市 平成12年3月9日

大分県 津久見市 津久見市地球温暖化対策実行計画 平成12年10月30日 ①②③④

大分県 国東町 平成13年9月21日



ISO14001

認証取得（自己宣言）
年月日 名　　　　　称 導入年月日

本庁舎

その他
組織・事業所

その他環境管理システム団体名

大分県 武蔵町 平成15年2月28日 ②④

大分県 挾間町 平成13年3月16日

宮崎県 宮崎市 平成14年3月8日 ①②③④

宮崎県 都城市 平成16年2月12日

宮崎県 延岡市 平成16年3月24日 ②

宮崎県 日南市 日南市地球温暖化対策実行計画

宮崎県 綾町 環境マネジメントシステム 平成16年1月1日 ③④

宮崎県 西米良村 ②

宮崎県 諸塚村 ②

鹿児島県 鹿児島市 ①

鹿児島県 名瀬市 名瀬市役所外関係機関ｴｺﾗｲﾌｵﾌｨｽ推
進本部設置要綱 平成10年11月1日

鹿児島県 指宿市 平成13年6月28日

鹿児島県 大崎町 大崎町地域環境保全率先実行計画 平成13年4月1日

沖縄県 那覇市 平成15年9月26日

沖縄県 平良市 ②

沖縄県 石垣市 ①

沖縄県 読谷村 ②

沖縄県 嘉手納町 ①

沖縄県 粟国村 ①②

注．「その他対象事業所」欄の①～④は、それぞれ以下の事業所を示す。

　　①：廃棄物処理施設、②：浄水場・下水処理場、③：小中高等学校、④その他出先機関

●ISO140001システム導入（認証取得又は自己宣言）状況

  平成17年4月1日現在ISO14001導入団体数   339

●その他の管理システム導入状況

  平成17年4月1日現在導入団体数           207



 

表５ 環境行政従事職員数・審議会設置状況 
 
① 環境行政従事職員数 

以下の区分に従って、専ら従事する職員（専従）、他の業務を兼任する職員（兼任）
を調査した。 
・ 環境保全一般 

自然保護（自然公園を除く。）、鳥獣保護、その他の環境保全に関する職員。 
・ 自然公園等 

 自然公園の保護、規制及び公園施設の整備、管理に関する職員。 
・ 公害一般 

公害に関する職員。 
・ 研究監視施設 

公害研究所、公害センター、公害監視センター等の職員 
・ 清掃一般 

一般廃棄物に関する職員で、ごみ収集処理、し尿収集処理以外のもの。 
・ ごみ収集 

一般廃棄物中ごみの収集、運搬に関する職員。 
・ ごみ処理 

一般廃棄物中ごみの処理に関する職員。 
 

② 審議会設置状況 
・環境審議会・・・・・環境基本法第４４条に基づく環境の保全に関する審議会を設

置している。 
・公害対策審議会・・・公害対策審議会を設置している。 
・自然環境審議会・・・自然環境審議会等（必ずしも自然環境保全審議会の名称であ

ることを要しない）を設置している。 



表５－①　環境行政従事職員数

（専従） （兼任） （専従） （兼任） （専従） （兼任） （専従） （兼任）

北海道 194 382 186 254 155 376 88 50

青森県 39 90 31 18 51 80 10 13

岩手県 37 175 23 51 21 145 1 22

宮城県 99 99 11 59 59 105 94 7

秋田県 12 145 8 50 13 106 0 23

山形県 45 85 11 53 97 88 8 2

福島県 164 152 9 68 21 139 0 22

茨城県 210 179 21 56 118 178 34 12

栃木県 151 115 54 47 55 130 28 13

群馬県 77 113 33 54 62 170 6 13

埼玉県 396 231 138 91 260 217 58 26

千葉県 505 199 89 70 111 380 6 68

東京都 675 134 295 37 334 181 55 16

神奈川県 544 307 167 28 315 123 135 14

新潟県 130 143 16 41 66 131 32 2

富山県 56 52 19 21 22 53 32 5

石川県 69 74 45 19 36 50 21 1

福井県 89 143 11 25 28 144 31 13

山梨県 55 61 5 25 13 74 6 4

長野県 73 211 46 161 67 201 18 16

岐阜県 76 123 37 42 30 104 3 25

静岡県 153 77 32 47 125 99 46 14

愛知県 327 149 75 60 249 78 110 19

三重県 157 140 26 30 58 124 16 10

滋賀県 311 74 5 195 227 70 61 75

京都府 244 82 25 23 37 81 15 10

大阪府 349 285 120 125 288 183 110 21

兵庫県 348 139 96 78 207 118 60 14

奈良県 63 89 24 30 32 84 29 16

和歌山県 37 97 10 55 40 92 22 10

鳥取県 15 24 0 8 2 24 0 2

島根県 4 111 0 41 2 46 0 14

岡山県 81 110 20 41 62 87 39 1

広島県 102 94 76 25 48 138 5 32

山口県 190 76 27 57 30 101 43 57

徳島県 63 76 4 39 39 67 32 2

香川県 109 65 62 89 51 58 54 8

愛媛県 11 106 3 26 6 52 0 5

高知県 35 70 10 23 11 72 16 5

福岡県 256 208 25 162 109 309 91 38

佐賀県 17 115 0 31 12 86 0 26

長崎県 88 87 48 34 56 79 31 25

熊本県 288 490 18 30 62 89 22 5

大分県 28 85 1 22 31 72 38 45

宮崎県 22 105 7 34 48 111 10 9

鹿児島県 66 141 17 51 9 169 19 21

沖縄県 45 96 16 26 20 89 13 4

合計 7,105 6,404 2,002 2,652 3,795 5,753 1,548 855

団体名
環境保全一般 自然公園等 公害一般 研究監視施設



北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

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

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

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

団体名

（単位：人） 表５－②　審議会設置状況

（専従） （兼任） （専従） （兼任） （専従） （兼任） 環境 公害対策 自然環境

507 324 1,023 133 463 120 34 24 9

139 80 165 17 89 24 7 4 0

64 54 185 20 63 17 28 0 6

308 78 26 115 72 25 15 4 1

48 77 93 17 104 16 15 4 2

24 74 26 16 58 15 17 3 2

98 86 73 43 59 46 23 28 5

197 104 195 53 76 32 32 5 1

172 59 262 15 212 15 26 1 1

191 74 255 26 124 30 24 2 3

532 194 872 152 269 144 60 9 0

542 164 528 113 291 118 58 8 1

1,292 47 5,815 11 442 13 35 3 8

2,965 89 2,437 16 807 22 28 1 3

181 124 157 27 263 34 17 3 1

49 39 280 13 49 7 8 9 1

74 90 201 56 79 61 15 7 2

39 27 80 10 60 8 14 0 1

46 42 70 21 55 12 24 0 0

99 133 40 34 86 34 44 16 17

183 61 482 23 301 21 22 5 1

331 72 766 26 343 17 17 3 5

731 49 1,812 48 396 12 34 4 0

130 88 595 68 217 88 25 4 3

93 55 60 13 64 13 13 11 1

158 64 1,157 18 544 14 13 5 3

995 47 3,890 152 1,273 36 23 3 5

269 43 1,721 33 660 57 32 6 6

190 55 623 38 177 51 7 1 2

127 73 349 75 68 49 10 6 1

32 17 33 14 27 17 16 1 1

26 38 67 51 74 55 9 4 1

310 67 561 36 117 26 8 6 3

175 114 400 39 95 24 12 3 1

122 50 548 14 222 25 16 6 1

102 23 382 12 144 5 2 3 1

43 53 349 10 15 14 19 3 1

48 60 33 24 67 39 8 4 1

51 64 178 19 82 25 11 5 3

373 157 862 47 268 37 45 6 8

34 69 107 9 30 13 12 4 0

83 46 381 48 74 30 13 3 1

126 62 268 15 139 12 17 7 4

105 61 389 5 154 22 11 2 1

58 51 306 32 30 29 19 7 4

105 96 209 16 83 17 16 5 10

54 48 109 27 37 19 3 6 1

12,621 3,642 29,420 1,820 9,422 1,560 957 254 133

審議会設置状況清掃一般 ごみ収集 ごみ処理



 

表６ 公害防止協定（地方公共団体－企業等間） 
 
 ① 公害防止協定締結数調査 

○本表は、地方公共団体と企業等の間で締結されている公害防止協定の締結数を    

調査したものである。 
○公害防止協定については、協定書、念書、覚書、確約書、往復文書、売買契約書等

の形式は問わない。 
○公害防止協定が複数の文書で成り立っている場合であっても、一体として一    

つの協定と認められるもの(例えば協定とその詳細を決める覚書等)は一つの協定    

として計上している。 
○企業等には事業者としての地方公共団体を含めている。 
○事業者と地方公共団体及び住民団体の三者による協定も計上している。この場合、    

「住民関与」欄の「当事者として」欄にも計上している。 
○協定の内容は、以下の区分に該当する協定数を記入している。（重複あり） 

 
  ａ．対象とする公害等 
    一般的公害対策：公害防止施設、公害防止の管理体制、指導、尊守、協力関係、

協議等公害防止対策の一般的又は基本的な事項を定めているも
の。 

      原料・燃料規制：原料、燃料中の硫黄分の削減重油脱硫装置の設置、燃料の切り            
換え、成分分析、報告等の義務を定めているもの。 

   ば い 煙 規 制 ：ばい煙、粉じんの排出濃度、排出量、煙突の高さ、施設の構造
等の規制、排煙脱硫装置等の公害防止装置の設置、緊急時対策、
監視体制整備等を定めているもの。 

   排 水 規 制 ：排出濃度の規制、排出処理施設の設置、排水処理方法の規制、 
            監視体制整備等を定めているもの。 
   騒 音 規 制 ：音量規準、騒音の低減策、消音装置の設置、音量測定、報告義 
            務等、騒音の規制に関して定めているもの。 
   振 動 規 制 ：振動の規準、振動の低減策、振動測定、報告義務等、振動の規

制に関して定めているもの。 
   悪 臭 の 規 制 ：悪臭の規制に関して定めているもの。 
   産業廃棄物の規制：産業廃棄物の規制に関して定めているもの。 
   その他の公害規制：一般的公害対策事項、原料・燃料規制、ばい煙、排水、騒音、 
            振動、悪臭、産業廃棄物の規制以外のその他の種類の公害規制 
           （例：ゴミ焼却・し尿処理、バイオテクノロジー等先端技術産業

公害、化学物質排出抑制、光公害、ハエ公害等）に関して定め

ているもの。 
   緑化等環境整備：工場の緑化等環境整備に関して定めているもの。 
 
 
 
 
 



 

   ｂ．手続き等 
   違反時の制裁措置：協定違反の場合の契約解除、代替執行、違約金、操業停止、            

氏名の公開等の制裁措置に関して定めているもの。 
   公害発生時の措置：発生のおそれがある場合の原因の究明、被害の回復等につい            

てとるべき措置を定めているもの（操業停止等、損害賠償につ           

いて定めているもの、特に無過失損害賠償について定めて            

いるものについては内書きで記入）。 
   立 入 調 査 関 係：地方公共団体（または住民等）の事業所への立入調査権の確立、              

調査に関する協力、調査方法等を定めているもの。 
 
② 公害防止協定締結事業所数調査 

○本表は、地方公共団体との間で公害防止協定を締結している事業所について、その

数・種類を調査したものである。 
○公害防止協定については、協定書、念書、覚書、確約書、往復文書、売買契約書等

の形式を問わない。 
○企業等には事業者としての地方公共団体を含めている。 
○事業者と地方公共団体及び住民団体の三者による協定も計上している。 
○一事業所が複数の業種に該当する場合は、それぞれの業種の欄にその割合を計上し

ている。 
○本表の事業所数と協定数は必ずしも一致しない（地方公共団体等が複数の事業所を

相手として一つの協定を締結する場合、一事業所が複数の自治体とそれぞれ個別に

協定を締結する場合、一事業所が設備増設等により複数の協定を締結する場合等が

あるため）。 
 

 

 

 

 



表６－①－ア 公害防止協定総括表

協定数 事業所数

有効協定数 締結協定数 失効協定数 総事業所数 締結事業所数 失効事業所数

H16.4.1 H16.4.1 H16.4.1 H16.4.1
(H17.4.1) ～H17.3.31 ～H17.3.31 (H17.4.1) ～H17.3.31 ～H17.3.31

北海道 578 19 13 451 15 11
青森県 201 2 4 214 2 4
岩手県 1,467 50 6 1,150 47 5
宮城県 318 9 2 253 8 4
秋田県 120 1 2 118 1 2
山形県 300 9 1 432 10 1
福島県 483 9 2 370 10 2
茨城県 1,580 37 24 1,639 32 23
栃木県 1,752 16 3 1,320 13 3
群馬県 753 17 2 776 16 20
埼玉県 1,195 87 20 1,196 49 20
千葉県 1,112 15 28 1,912 55 39
東京都 267 19 8 99 5 6

神奈川県 174 54 5 116 51 5
新潟県 1,544 28 17 1,151 28 19
富山県 334 4 1 348 13 2
石川県 377 4 1 377 4 1
福井県 441 5 5 443 5 8
山梨県 106 5 2 79 4 1
長野県 2,339 74 16 2,305 44 19
岐阜県 646 16 2 483 9 1
静岡県 1,204 55 3 1,200 55 3
愛知県 1,593 35 33 1,602 32 31
三重県 853 51 11 903 27 10
滋賀県 1,117 51 37 1,106 52 34
京都府 783 39 7 541 12 5
大阪府 801 75 3 985 74 2
兵庫県 1,218 88 5 798 199 5
奈良県 168 0 0 168 0 0

和歌山県 118 4 0 118 5 0
鳥取県 125 3 1 145 4 2
島根県 84 4 2 82 4 2
岡山県 663 16 10 654 17 12
広島県 1,264 23 3 1,256 20 3
山口県 532 40 38 532 40 38
徳島県 156 4 4 164 2 1
香川県 239 9 0 237 9 0
愛媛県 148 0 0 196 0 0
高知県 113 2 1 108 2 1
福岡県 866 43 12 669 16 8
佐賀県 595 20 8 526 14 8
長崎県 641 42 10 582 40 10
熊本県 510 20 1 384 13 1
大分県 194 8 6 159 8 2
宮崎県 435 17 4 501 18 3

鹿児島県 385 9 45 370 10 45
沖縄県 136 4 4 140 3 3

合計 31,028 1,142 412 29,358 1,097 425



表６－①－イ H17.4.1時点で有効な協定の内容別内訳

協
定
総
数

一
般
的
公
害
対
策

原
料
・
燃
料
規
制

ば
い
煙
規
制

排
水
規
制

騒
音
規
制

振
動
規
制

悪
臭
規
制

産
業
廃
棄
物
規
制

北海道 578 304 46 149 229 69 29 78 214
青森県 201 78 1 67 168 111 78 133 102
岩手県 1,467 1,014 15 189 643 408 214 291 300
宮城県 318 220 40 117 194 157 137 104 114
秋田県 120 98 13 41 71 54 29 39 50
山形県 300 257 87 117 187 175 139 120 122
福島県 483 260 41 123 175 126 82 73 128
茨城県 1,580 1,370 738 862 1,011 904 723 810 762
栃木県 1,752 1,209 160 458 724 429 390 321 339
群馬県 753 686 359 608 640 623 608 526 500
埼玉県 1,195 1,009 157 465 567 565 505 495 465
千葉県 1,112 984 124 258 305 300 155 252 295
東京都 267 235 0 5 9 9 7 10 2

神奈川県 174 168 18 66 100 68 60 65 70
新潟県 1,544 848 74 385 633 460 389 406 345
富山県 334 246 44 134 247 179 36 72 87
石川県 377 352 48 180 280 213 165 192 206
福井県 441 335 127 174 279 299 90 140 268
山梨県 106 65 2 3 52 43 38 41 49
長野県 2,339 2,129 6 127 288 244 103 166 46
岐阜県 646 431 79 225 335 332 270 257 260
静岡県 1,204 1,038 205 640 723 668 543 474 557
愛知県 1,593 1,466 476 663 1,100 1,131 1,086 739 645
三重県 853 754 39 271 405 368 312 275 309
滋賀県 1,117 929 239 491 659 585 354 334 420
京都府 783 561 275 476 381 359 312 327 342
大阪府 801 643 295 391 219 400 387 255 480
兵庫県 1,218 947 656 703 772 799 776 767 780
奈良県 168 153 22 77 117 116 111 84 99

和歌山県 118 83 15 39 59 53 38 38 44
鳥取県 125 128 0 41 73 61 43 43 54
島根県 84 20 0 43 62 48 42 42 43
岡山県 663 491 173 323 438 430 347 315 311
広島県 1,264 1,066 359 556 891 809 583 456 867
山口県 532 530 182 267 349 280 232 214 303
徳島県 156 149 65 84 103 99 92 78 101
香川県 239 193 45 126 164 156 58 126 67
愛媛県 148 148 15 94 101 97 73 91 82
高知県 113 78 0 17 33 20 10 8 8
福岡県 866 512 119 366 448 379 206 265 328
佐賀県 595 498 244 329 423 371 297 292 340
長崎県 641 496 14 205 302 266 198 197 205
熊本県 510 293 11 122 210 180 130 141 118
大分県 194 168 27 70 123 107 68 81 106
宮崎県 435 421 46 117 228 148 71 170 167

鹿児島県 385 265 18 90 216 111 34 163 103
沖縄県 136 114 4 46 47 49 29 46 39

合計 31,028 24,442 5,723 11,400 15,783 13,858 10,679 10,612 11,642



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計

(協定数)
住民関与

そ
の
他
の
公
害
規
制

緑
化
等
環
境
整
備

違
反
時
の
制
裁
措
置

公
害
発
生
時
の
措
置

う
ち
操
業
停
止
等

損
害
賠
償

う
ち

無
過
失
損
害
賠
償

立
入
調
査
関
係

当
事
者
と
し
て

立
会
人
と
し
て

91 144 112 327 263 70 352 91 30
60 88 94 159 110 75 144 21 20

129 230 245 692 507 75 681 58 58
77 121 41 187 86 12 163 28 17
20 42 12 56 46 25 70 10 14
55 160 67 156 144 108 255 11 10
36 81 61 206 186 20 126 21 5

529 642 551 787 561 303 782 22 90
299 357 304 949 631 189 985 155 159
386 507 326 510 213 0 642 205 421
277 356 91 399 320 91 416 18 13
231 1,430 347 606 528 12 725 7 3

9 103 0 16 0 0 15 11 0
34 52 9 68 20 8 50 12 12

172 447 216 785 447 272 745 70 44
42 125 67 231 216 17 215 127 39
61 127 96 340 333 206 359 10 38
33 76 277 308 313 265 330 39 70
6 49 38 53 42 44 52 2 0

103 107 58 346 246 41 253 135 35
125 194 87 278 257 27 343 44 12
176 507 383 871 748 111 906 118 33
385 1,033 670 1,261 1,003 362 1,214 92 17
146 277 165 500 341 36 537 146 74
176 426 413 701 514 192 742 23 128
288 238 527 555 389 173 541 36 25
307 425 570 471 302 21 645 0 1
340 784 707 821 518 462 878 137 26
71 72 50 121 88 25 134 7 1
2 30 38 90 85 8 91 8 13
6 37 36 91 87 42 96 2 36
4 0 0 53 53 0 57 12 8

191 370 378 407 305 86 413 92 61
222 682 862 1,030 949 275 976 235 76
111 328 195 477 273 55 521 12 6
40 96 67 132 84 54 130 2 34
3 124 59 34 25 8 160 18 6
3 93 32 46 31 0 76 0 8

13 0 12 86 33 48 66 19 9
132 296 173 349 143 140 404 69 77
139 153 237 492 349 108 419 211 105
65 152 199 166 255 26 285 22 41
42 146 9 207 61 138 209 39 22
28 104 28 134 116 97 156 24 22

104 124 87 326 181 43 266 45 68
56 143 88 195 162 25 219 60 26
18 40 50 50 48 3 51 9 0

5,843 12,118 9,134 17,125 12,612 4,398 17,895 2,535 2,013



表６－①－ウ H16.4.1～H17.3.31に締結された協定の内容別内訳

協
定
総
数

一
般
的
公
害
対
策

原
料
・
燃
料
規
制

ば
い
煙
規
制

排
水
規
制

騒
音
規
制

振
動
規
制

悪
臭
規
制

産
業
廃
棄
物
規
制

北海道 19 10 0 1 1 1 0 2 11
青森県 2 2 0 0 1 0 0 1 1
岩手県 50 53 0 8 22 19 14 9 15
宮城県 9 7 0 3 4 3 3 3 3
秋田県 1 1 0 0 1 0 0 1 1
山形県 9 6 3 3 3 5 4 3 4
福島県 9 8 0 1 6 4 3 3 3
茨城県 37 38 8 18 18 17 17 17 16
栃木県 16 15 0 1 4 6 5 3 3
群馬県 17 13 5 6 6 7 7 5 5
埼玉県 87 48 4 16 17 17 17 16 8
千葉県 15 11 1 4 4 5 5 5 4
東京都 19 18 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県 54 54 15 19 33 12 10 19 16
新潟県 28 16 0 5 6 6 6 6 2
富山県 4 4 0 2 5 5 1 3 2
石川県 4 3 1 0 2 2 2 2 2
福井県 5 0 0 0 5 5 4 3 3
山梨県 5 4 0 2 2 0 0 0 2
長野県 74 32 0 4 11 16 5 8 2
岐阜県 16 14 5 7 10 12 11 5 9
静岡県 55 52 2 7 28 24 24 10 25
愛知県 35 28 2 8 20 24 24 15 15
三重県 51 27 7 13 18 17 15 12 18
滋賀県 51 51 18 21 38 40 36 31 31
京都府 39 39 27 27 27 27 27 27 27
大阪府 75 60 46 46 45 55 55 46 58
兵庫県 88 85 27 27 30 29 29 75 75
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 4 4 0 1 2 2 2 1 0
鳥取県 3 3 0 2 1 1 1 1 1
島根県 4 0 0 4 4 4 3 3 4
岡山県 16 9 0 10 11 12 12 10 10
広島県 23 25 3 5 8 7 4 8 16
山口県 40 39 5 5 9 5 5 5 7
徳島県 4 4 2 2 3 2 2 2 2
香川県 9 7 0 2 2 3 3 3 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 2 2 0 0 0 1 0 0 1
福岡県 43 14 0 6 11 8 4 5 9
佐賀県 20 13 7 9 12 9 7 7 9
長崎県 42 41 0 7 18 22 7 7 11
熊本県 20 12 0 2 7 6 5 4 8
大分県 8 8 0 7 8 7 7 2 1
宮崎県 17 17 1 1 3 3 2 3 3

鹿児島県 9 7 0 0 3 2 1 4 2
沖縄県 4 1 0 1 0 0 2 0 0

合計 1,142 905 189 313 469 452 391 395 445



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計

(協定数)
住民関与

そ
の
他
の
公
害
規
制

緑
化
等
環
境
整
備

違
反
時
の
制
裁
措
置

公
害
発
生
時
の
措
置

う
ち
操
業
停
止
等

損
害
賠
償

う
ち

無
過
失
損
害
賠
償

立
入
調
査
関
係

当
事
者
と
し
て

立
会
人
と
し
て

6 4 1 7 6 3 16 5 10
0 1 2 2 2 0 2 1 0

12 14 3 43 35 0 45 1 3
1 3 1 2 2 0 6 3 0
0 0 0 1 1 0 1 0 1
2 4 3 5 4 3 5 0 2
1 0 1 6 6 0 5 2 0
8 16 10 17 9 5 20 1 4
0 2 2 10 6 5 12 0 4
3 5 3 5 3 0 6 2 2

12 45 4 26 12 5 26 4 3
3 32 6 7 6 0 7 0 1
2 6 0 0 0 0 0 0 0

23 10 1 36 7 1 29 1 7
4 12 3 12 7 4 12 0 0
4 0 4 4 3 0 2 4 0
1 0 0 1 1 0 2 3 1
0 3 0 3 0 3 3 0 0
0 2 0 2 2 0 1 0 0

20 4 7 19 17 1 16 21 1
7 6 2 11 5 0 12 2 0
5 21 2 37 28 6 34 6 0

10 23 12 25 22 7 20 1 0
9 18 14 24 21 9 25 0 1

32 37 33 42 43 26 40 0 5
27 27 27 27 27 27 27 0 0
48 56 55 58 16 3 57 0 0
26 77 74 86 81 7 88 22 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 2 0 2 0 1
0 0 1 2 2 0 3 1 0
0 0 0 3 3 0 3 0 0

11 11 12 13 11 1 6 1 0
0 15 22 21 14 5 16 0 2
2 6 1 7 5 4 39 0 0
3 2 2 2 2 2 3 0 0
0 0 0 5 5 5 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 8 0 0
9 9 1 8 8 1 12 3 0

12 8 7 13 12 4 17 3 4
5 0 9 7 7 0 14 2 4
2 4 0 7 2 4 6 2 0
0 1 7 1 8 1 8 0 0
1 1 8 9 4 1 9 1 5
2 1 1 4 0 2 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 486 342 623 458 145 673 93 61



表６－①－エ H16.4.1～H17.3.31に失効した協定の内容別内訳

協
定
総
数

一
般
的
公
害
対
策

原
料
・
燃
料
規
制

ば
い
煙
規
制

排
水
規
制

騒
音
規
制

振
動
規
制

悪
臭
規
制

産
業
廃
棄
物
規
制

北海道 13 3 0 2 5 2 2 2 4
青森県 4 4 0 0 4 3 3 0 0
岩手県 6 5 0 3 7 6 2 2 0
宮城県 2 2 1 1 2 1 1 1 1
秋田県 2 2 2 0 2 0 0 1 1
山形県 1 1 1 1 1 1 1 1 1
福島県 2 3 0 0 1 0 0 0 1
茨城県 24 15 4 7 15 7 7 6 8
栃木県 3 3 0 1 1 2 2 1 1
群馬県 2 1 0 1 1 2 2 1 0
埼玉県 20 19 1 2 1 2 1 1 1
千葉県 28 22 5 7 7 7 3 6 6
東京都 8 7 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県 5 5 1 5 5 1 1 5 5
新潟県 17 10 0 2 3 1 1 1 4
富山県 1 1 0 1 2 2 0 1 1
石川県 1 1 0 1 1 1 1 0 1
福井県 5 5 3 3 3 5 0 0 5
山梨県 2 2 0 2 2 1 0 0 2
長野県 16 7 0 3 3 10 2 3 1
岐阜県 2 1 0 0 1 0 0 0 0
静岡県 3 3 2 2 3 2 2 1 1
愛知県 33 32 3 3 9 10 10 5 6
三重県 11 8 1 3 5 5 4 1 4
滋賀県 37 36 16 19 29 29 29 29 29
京都府 7 5 2 5 3 2 2 3 2
大阪府 3 3 0 0 0 3 3 0 2
兵庫県 5 5 4 5 2 5 5 4 4
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 1 2 0 0 0 0 0 0 0
島根県 2 0 0 0 2 0 0 0 0
岡山県 10 9 8 9 8 9 9 6 9
広島県 3 3 0 0 1 0 0 0 0
山口県 38 38 4 4 6 6 6 6 6
徳島県 4 4 1 2 2 1 1 1 1
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 1 0 0 0 1 0 0 0 0
福岡県 12 6 3 8 3 3 1 3 3
佐賀県 8 6 4 5 6 5 3 4 4
長崎県 10 10 0 2 3 5 3 3 5
熊本県 1 1 0 0 1 0 0 0 0
大分県 6 6 3 4 5 5 4 3 3
宮崎県 4 4 0 0 2 2 0 1 2

鹿児島県 45 44 39 32 24 4 3 12 33
沖縄県 4 2 0 1 0 0 1 0 0

合計 412 346 108 146 182 150 115 114 157



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計

(協定数)
住民関与

そ
の
他
の
公
害
規
制

緑
化
等
環
境
整
備

違
反
時
の
制
裁
措
置

公
害
発
生
時
の
措
置

う
ち
操
業
停
止
等

損
害
賠
償

う
ち

無
過
失
損
害
賠
償

立
入
調
査
関
係

当
事
者
と
し
て

立
会
人
と
し
て

7 10 3 13 10 6 12 1 0
0 0 4 4 3 0 4 0 0
1 1 1 5 2 0 4 0 1
0 1 1 2 2 0 1 0 0
0 1 0 2 2 0 2 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0
4 6 5 8 5 4 7 1 0
0 0 0 2 2 0 2 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 12 8 9 9 0 9 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 2 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 5 5 5 5 5 0 1
0 2 0 2 2 0 1 0 0
1 3 0 4 4 0 3 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 3 3 0 3 0 0
2 10 12 26 25 14 25 1 0
4 2 4 6 5 0 6 0 1
3 30 28 30 34 26 34 0 1
3 2 4 4 2 2 4 0 0
0 2 1 2 2 0 1 0 0
4 5 4 5 1 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 1
0 0 0 2 2 0 0 2 0
2 9 9 1 1 0 9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 3 7 5 0 38 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 8 1 4 2 0 0
1 2 3 6 6 0 6 0 2
1 0 4 1 1 0 5 2 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0
1 4 2 5 5 5 6 0 0
0 0 1 1 1 0 2 1 1

19 8 44 6 5 0 45 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 128 155 184 154 70 251 21 11



表６－②－ア 協定締結事業所数業種別内訳（H17.4.1現在）

事
業
所
総
数

農
業
等

鉱
業

建
設

食
料
品

衣
服
・
繊
維

木
材
・
木
製
品

紙
・
パ
ル
プ

化
学

石
油
・
石
炭
製
品

北海道 451 44 10 18 30 5 9 13 18 26
青森県 214 81 1 4 33 2 2 3 5 4
岩手県 1,150 543 72 25 121 60 43 9 27 12
宮城県 253 16 15 6 31 2 4 7 11 18
秋田県 118 11 1 7 5 3 5 2 7 4
山形県 432 7 2 11 19 2 27 8 15 4
福島県 370 9 11 6 13 11 4 5 30 11
茨城県 1,639 97 3 53 119 18 31 37 230 52
栃木県 1,320 34 5 27 82 23 24 16 78 54
群馬県 776 15 6 19 65 11 35 15 19 12
埼玉県 1,196 9 1 15 81 10 34 47 109 42
千葉県 1,912 5 11 40 151 11 13 24 210 57
東京都 99 0 13 1 8 0 1 1 5 3

神奈川県 116 0 0 2 10 1 2 1 18 8
新潟県 1,151 180 19 43 61 20 40 9 51 31
富山県 348 14 2 15 26 17 8 9 27 14
石川県 377 56 7 16 19 31 5 3 7 2
福井県 443 14 1 14 25 42 11 38 88 6
山梨県 79 4 1 0 11 1 0 12 0 1
長野県 2,305 37 3 51 75 6 47 6 58 19
岐阜県 483 16 13 17 35 15 16 11 29 18
静岡県 1,200 21 16 27 129 18 37 111 119 22
愛知県 1,602 42 6 25 73 33 38 29 94 20
三重県 903 21 8 50 53 17 18 15 67 30
滋賀県 1,106 12 17 41 74 69 21 32 106 37
京都府 541 7 6 23 45 46 7 21 37 9
大阪府 985 13 2 10 64 32 25 40 89 24
兵庫県 798 20 3 41 82 13 13 31 84 31
奈良県 168 3 0 3 10 10 12 7 12 6

和歌山県 118 2 1 2 12 4 3 3 8 11
鳥取県 145 20 4 3 14 2 6 4 3 3
島根県 82 1 4 4 6 7 4 0 3 2
岡山県 654 23 23 13 58 24 17 10 80 28
広島県 1,256 33 3 60 72 28 101 14 30 22
山口県 532 7 1 2 20 9 10 6 95 11
徳島県 164 3 1 6 14 5 9 15 31 10
香川県 237 1 0 2 22 5 8 23 15 7
愛媛県 196 3 2 17 14 8 7 9 18 2
高知県 108 2 10 0 9 0 5 6 1 0
福岡県 669 4 7 30 73 9 15 19 57 19
佐賀県 526 13 11 21 78 10 28 18 35 16
長崎県 582 128 9 41 36 4 12 2 11 6
熊本県 384 27 13 13 29 13 13 7 11 13
大分県 159 10 6 2 22 3 1 4 5 9
宮崎県 501 187 3 8 54 3 6 2 11 6

鹿児島県 370 94 6 13 53 19 6 1 6 7
沖縄県 140 15 28 8 3 1 1 3 11 4

合計(単純) 29,358 1,903.5 385.8 853.0 2,138.5 682.5 783.5 708.0 2,080.5 751.0



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計(単純)

（事業所数）

ゴ
ム
・
皮
革

窒
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

機
械

電
気
等
供
給

産
業
廃
棄
物

処
理
・
処
分
場

そ
の
他

1 34 5 7 10 11 26 132 133
0 23 6 5 1 15 3 15 11
3 48 7 10 40 50 3 52 192
4 11 17 1 6 20 8 36 62
0 12 1 4 0 8 5 11 33
3 10 2 9 48 84 8 55 119

12 19 0 10 33 67 16 28 86
11 144 52 38 126 170 42 77 338
16 78 24 50 142 222 2 67 381
10 25 14 19 191 146 4 25 229
12 30 28 28 125 222 11 70 323
30 79 74 78 151 177 41 58 702
3 8 2 0 5 11 1 14 23
1 4 5 4 4 20 7 1 48
4 52 18 35 191 62 12 97 224
3 24 11 41 29 38 6 21 43
2 15 13 7 40 57 4 23 70
0 16 17 10 35 41 4 33 48
1 1 1 3 10 13 0 5 21
3 28 11 23 74 130 5 52 1,679
5 23 37 4 59 122 0 19 45

12 11 34 39 95 217 5 54 232
18 122 55 55 248 363 34 45 276
13 40 20 31 79 164 23 72 194
6 37 23 28 127 147 10 74 228
5 7 10 9 54 53 10 24 172

12 20 53 22 124 105 13 15 322
9 28 46 12 101 147 11 44 233
1 5 3 3 27 9 5 8 43
1 10 10 4 2 6 10 5 24
1 6 0 3 8 13 1 19 36
0 9 1 2 5 14 1 3 14
7 17 22 15 60 76 12 30 139

19 22 34 19 109 193 19 37 440
9 37 24 16 39 95 19 20 113
1 2 5 1 6 15 9 1 31
2 5 10 19 9 15 2 23 56
2 18 10 0 10 29 6 11 28
0 13 1 1 8 14 0 2 35

19 19 44 38 51 84 22 34 145
12 31 9 12 46 61 9 43 80
0 22 18 7 28 29 17 69 141
2 15 8 14 46 53 6 39 91
1 3 3 7 7 18 4 9 36
2 15 5 8 8 26 5 58 95
1 13 2 9 8 15 6 57 54
6 11 0 9 1 1 7 19 11

285.0 1,220.8 795.0 768.0 2,625.5 3,647.5 474.0 1,702.8 8,078.0



表６-②-イ H16.4.1～H17.3.31間に協定を締結した事業所業種別内訳

事
業
所
総
数

農
業
等

鉱
業

建
設

食
料
品

衣
服
・
繊
維

木
材
・
木
製
品

紙
・
パ
ル
プ

化
学

石
油
・
石
炭
製
品

北海道 15 1 2 0 1 0 0 0 0 0
青森県 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
岩手県 47 20 2 1 7 4 4 0 5 1
宮城県 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0
秋田県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1
福島県 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城県 32 2 0 0 0 0 2 2 4 0
栃木県 13 0 0 0 1 0 1 0 2 0
群馬県 16 1 0 1 1 0 1 0 1 0
埼玉県 49 0 0 3 6 0 0 0 1 0
千葉県 55 1 0 2 3 1 0 0 5 1
東京都 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県 51 0 0 2 1 0 0 0 6 0
新潟県 28 2 0 3 0 0 1 0 0 0
富山県 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0
石川県 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
福井県 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 44 0 0 0 1 0 0 0 2 0
岐阜県 9 0 0 0 1 0 0 0 1 4
静岡県 55 1 4 2 7 1 0 0 5 2
愛知県 32 0 0 0 1 1 1 1 2 1
三重県 27 0 0 0 3 0 0 0 5 0
滋賀県 52 0 3 3 5 1 0 0 4 1
京都府 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0
大阪府 74 0 0 1 4 1 3 2 1 2
兵庫県 199 1 0 1 7 1 2 3 1 3
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
鳥取県 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 17 0 0 0 0 0 1 0 2 2
広島県 20 1 1 0 2 2 0 0 0 0
山口県 40 0 0 0 3 0 0 0 2 0
徳島県 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
香川県 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0
佐賀県 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1
長崎県 40 5 0 1 2 0 0 0 1 1
熊本県 13 7 1 0 1 3 0 0 0 3
大分県 8 0 0 0 2 3 0 0 0 0
宮崎県 18 7 0 0 2 0 0 0 0 0

鹿児島県 10 4 1 1 1 0 2 0 2 0
沖縄県 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0

合計(単純) 1,097 58.0 20.0 26.0 72.0 19.0 20.0 9.0 53.0 24.0



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計(単純)

（事業所数）

ゴ
ム
・
皮
革

窒
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

機
械

電
気
等
供
給

産
業
廃
棄
物

処
理
・
処
分
場

そ
の
他

0 0 0 0 0 0 1 9 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 10 4
0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 4 1
0 0 0 0 1 1 0 3 3
0 1 0 0 3 2 2 2 13
0 1 0 1 1 2 0 2 3
0 3 0 0 0 3 0 2 2
0 1 1 0 1 4 0 10 22
0 1 0 1 7 9 2 1 21
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 4 1 0 23
0 4 0 0 5 0 0 3 10
1 1 0 2 0 3 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 2 0
0 0 1 0 0 1 0 2 1
0 0 0 0 1 0 0 2 1
0 0 1 1 0 2 0 24 13
0 0 0 1 1 3 0 2 1
0 0 3 3 10 9 0 3 6
1 0 0 1 4 5 0 3 9
1 0 0 3 4 3 1 2 5
0 0 0 0 1 10 0 3 18
0 0 0 0 1 0 0 1 8
2 0 0 2 14 3 0 2 21
0 2 1 1 5 8 0 9 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 3 0
0 0 0 1 0 0 0 1 2
0 0 0 0 1 2 0 4 4
0 0 0 1 1 3 0 1 9
1 1 11 1 3 10 1 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 1 2 6 0 0 2
0 1 0 0 0 2 0 4 4
0 2 1 0 1 0 8 10 6
0 0 0 0 3 3 0 3 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 3 3
0 1 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0

7.0 23.0 21.0 23.0 71.0 105.0 17.0 142.0 248.0



表６-②-ウ H16.4.1～H17.3.31間に協定を失効した事業所業種別内訳

事
業
所
総
数

農
業
等

鉱
業

建
設

食
料
品

衣
服
・
繊
維

木
材
・
木
製
品

紙
・
パ
ル
プ

化
学

石
油
・
石
炭
製
品

北海道 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0
岩手県 5 2 0 1 2 3 0 0 0 0
宮城県 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
秋田県 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
山形県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城県 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0
栃木県 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉県 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉県 39 0 0 0 5 0 0 0 3 6
東京都 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1

神奈川県 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
新潟県 19 4 0 0 0 0 0 0 0 1
富山県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 8 1 0 0 0 3 0 1 0 0
山梨県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 19 0 0 7 0 0 0 0 1 1
岐阜県 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
静岡県 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 31 1 0 2 2 1 0 0 2 2
三重県 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0
滋賀県 34 0 0 1 3 1 0 0 4 1
京都府 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0
大阪府 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
兵庫県 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
島根県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 12 0 0 0 3 0 1 1 1 0
広島県 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 38 0 0 0 2 0 0 0 3 0
徳島県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
佐賀県 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0
長崎県 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0
熊本県 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
宮崎県 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0

鹿児島県 45 1 0 0 20 1 7 2 0 0
沖縄県 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1

合計(単純) 407 19.0 10.0 15.0 46.0 10.0 9.0 5.0 21.0 14.0



北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

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
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
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

合計(単純)

（事業所数）

ゴ
ム
・
皮
革

窒
業
・
土
石

鉄
鋼

非
鉄
金
属

金
属

機
械

電
気
等
供
給

産
業
廃
棄
物

処
理
・
処
分
場

そ
の
他

0 0 0 1 0 0 0 1 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 2 1 0 2 7
0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 18 0 1 1
0 1 10 9 0 2 0 3 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 4 2 0 0 0 0 4 4
0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 2 0 0 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 4 0 1 0 4 0 1 12
0 0 0 1 1 1 0 0 4
0 2 0 1 0 8 0 2 12
0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 2 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 0 11 2 4 8 1 1 5
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 3 0 1 1 7
0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 2 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0 21.0 30.0 16.0 22.0 48.0 9.0 27.0 90.0



都道府県及び政令指定都市の担当環境部局等
1 北 海 道 環境生活部環境室環境政策課

〒 ０６０－８５８８ ＴＥＬ 011-231-4111
札幌市中央区北３条西６丁目 FAX 011-232-1793
http://www.pref.hokkido.jp/

2 青 森 県 環境生活部環境政策課
〒 ０３０－８５７０ ＴＥＬ 017-722-1111

青森市長島１－１－１ FAX 017-734-8065
http://www.pref.aomori.lg.jp/

3 岩 手 県 環境生活部環境生活企画室
〒 ０２０－８５７０ ＴＥＬ 019-651-3111

盛岡市内丸１０－１ FAX 019-629-5334
http://www/pref.iwate.jp/

4 宮 城 県 環境生活部環境政策課
〒 ９８０－８５７０ ＴＥＬ 022-211-2111

仙台市青葉区本町３－８－１ FAX 022-211-2669
http://www.pref.miyagi.jp/

5 秋 田 県 生活環境文化部環境あきた創造課
〒 ０１０－８５７０ ＴＥＬ 018-860-1111

秋田市山王４－１－１ FAX 018-860-3881
http://www.pref.akita.jp/

6 山 形 県 文化環境部環境企画課
〒 ９９０－８５７０ ＴＥＬ 023-630-2211

山形市松波二丁目8番1号 FAX 023-630-2133
http://www.pref.yamagata.jp/

7 福 島 県 生活環境部総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
〒 ９６０－８６７０ ＴＥＬ 024-521-1111

福島市杉妻町２－１６ FAX 024-521-7918
http://www.pref.fukushima.jp/

8 茨 城 県 生活環境部環境政策課
〒 ３１０－８５５５ ＴＥＬ 029-301-1111

水戸市笠原町９７８－６ FAX 029-301-2949
http://www.pref.ibaraki.lg.jp/

9 栃 木 県 生活環境部環境局環境政策課
〒 ３２０－８５０１ ＴＥＬ 028-623-2323

宇都宮市塙田１－１－２０ FAX 028-623-3182
http://www.pref.tochigi.jp/

10 群 馬 県 環境・森林局環境政策課
〒 ３７１－８５７０ ＴＥＬ 027-223-1111

前橋市大手町１－１－１ FAX 027-243-7702
http://www.pref.gunma.jp/

11 埼 玉 県 環境部環境政策課
〒 ３３６－８５０１ ＴＥＬ 048-824-2111

さいたま市浦和区高砂３－１５－１ FAX 048-830-4770
http://www.pref.saitama.lg.jp/

12 千 葉 県 環境生活部環境政策課環境政策室
〒 ２６０－８６６７ ＴＥＬ 043-223-3000

千葉市中央区市場町１－１ FAX 043-222-8044
http://www.pref.chiba.jp/

13 東 京 都 環境局総務部企画調整課
〒 １６０－８００１ ＴＥＬ 03-5321-1111

新宿区西新宿２－８－１ FAX 03-5388-1377
http://www.metro.tokyo.jp/

14 神 奈 川 県 環境農政部環境計画課
〒 ２３１－８５８８ ＴＥＬ 045-210-1111

横浜市中区日本大通１ FAX 045-210-8845
http://www.pref.kanagawa.jp/

15 新 潟 県 県民生活・環境部環境企画課
〒 ９５０－８５７０ ＴＥＬ 025-285-5511

新潟市新光町４－１ FAX 025-280-5166
http://www.pref.niigata.jp/

16 富 山 県 生活環境部環境政策課
〒 ９３０－８５０１ ＴＥＬ 076-431-4111

富山市新総曲輪1-7 FAX 076-444-3480
http://www.pref.toyama.jp/



都道府県及び政令指定都市の担当環境部局等
17 石 川 県 環境安全部環境政策課

〒 ９２０－８５８０ ＴＥＬ 076-225-1111
金沢市鞍月１丁目１番地 FAX 076-225-1466
http://www.pref.ishikawa.jp/

18 福 井 県 安全環境部環境政策課
〒 ９１０－８５８０ ＴＥＬ 0776-21-1111

福井市大手３－１７－１ FAX 0776-20-0679
http://www.pref.fukui.jp/

19 山 梨 県 森林環境部森林環境総務課
〒 ４００－８５０１ ＴＥＬ 055-237-1111

甲府市丸の内１－６－１ FAX 055-223-1636
http://www.pref.yamanashi.jp/

20 長 野 県 生活環境部地球環境課
〒 ３８０－８５７０ ＴＥＬ 026-232-0111

長野市大字南長野幅下692-2 FAX 026-235-7491
http://www.pref.nagano.jp/

21 岐 阜 県 健康福祉環境部環境局環境政策室
〒 ５００－８５７０ ＴＥＬ 058-272-1111

岐阜市藪田南２－１－１ FAX 058-271-5719
http://www.pref.gifu.lg.jp/

22 静 岡 県 環境森林部環境政策室
〒 ４２０－８６０１ ＴＥＬ 054-221-2455

静岡市葵区追手町９－６ FAX 054-221-2940
http://www.pref.shizuoka.jp

23 愛 知 県 環境部環境政策課
〒 ４６０－８５０１ ＴＥＬ 052-961-2111

名古屋市中区三の丸３－１－２ FAX 052-954-6914
http://www.pref.aichi.jp/

24 三 重 県 環境森林部環境森林総務室
〒 ５１４－８５７０ ＴＥＬ 059-224-3070

津市広明町１３ FAX 059-224-3024
http://www.pref.mie.jp/

25 滋 賀 県 琵琶湖環境部水政課琵琶湖環境政策室
〒 ５２０－８５７７ ＴＥＬ 077-524-1121

大津市京町４－１－１ FAX 077-528-4833
http://www.pref.shiga.jp/

26 京 都 府 企画環境部環境政策課
〒 ６０２－８５７０ ＴＥＬ 075-451-8111

京都市上京区下立売通新町西入藪ﾉ内町 FAX 075-414-4710
http://www.pref.kyoto.jp/

27 大 阪 府 環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課
〒 ５４０－８５７０ ＴＥＬ 06-6941-0351

大阪市中央区大手前２丁目 FAX 06-6944-6749
http://www.pref.osaka.jp/

28 兵 庫 県 健康生活部環境局環境政策課
〒 ６５０－８５６７ ＴＥＬ 078-341-7711

神戸市中央区下山手通５－１０－１ FAX 078-362-4024
http://web.pref.hyogo.jp/

29 奈 良 県 生活環境部環境政策課
〒 ６３０－８５０１ ＴＥＬ 0742-22-1101

奈良市登大路町３０ FAX 0742-22-1668
http://www.pref.nara.jp/

30 和 歌 山 県 環境生活部環境政策局環境生活総務課
〒 ６４０－８５８５ ＴＥＬ 073-432-4111

和歌山市小松原通１－１ FAX 073-433-3590
http://www.pref.wakayama.lg.jp/

31 鳥 取 県 生活環境部環境政策課
〒 ６８０－８５７０ ＴＥＬ 0857-26-7111

鳥取市東町１－２２０ FAX 0857-22-4240
http://www.pref.tottori.jp/

32 島 根 県 環境生活部環境政策課
〒 ６９０－８５０１ ＴＥＬ 0852-22-5111

松江市殿町１ FAX 0852-25-3830
http://www.pref.shimane.jp/



都道府県及び政令指定都市の担当環境部局等
33 岡 山 県 生活環境部環境政策課

〒 ７００－８５７０ ＴＥＬ 086-224-2111
岡山市内山下２－４－６ FAX 086-231-8094
http://www.pref.okayama.jp/

34 広 島 県 環境生活部環境局環境創造総室環境政策室
〒 ７３０－８５１１ ＴＥＬ 082-228-2111

広島市中区基町１０－５２ FAX 082-227-4815
http://www.pref.hiroshima.jp/

35 山 口 県 環境生活部環境政策課
〒 ７５３－８５０１ ＴＥＬ 083-922-3111

山口市滝町１－１ FAX 083-933-3049
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

36 徳 島 県 県民環境部環境局環境企画課
〒 ７７０－８５７０ ＴＥＬ 088-621-2500

徳島市万代町１－１ FAX 088-621-2845
www.pref.tokushima.jp

37 香 川 県 環境森林部環境・水政策課
〒 ７６０－８５７０ ＴＥＬ 087-831-1111

高松市番町４－１－１０ FAX 087-834-9605
http://www.pref.kagawa.jp/

38 愛 媛 県 県民環境部環境局環境政策課
〒 ７９０－８５７０ ＴＥＬ 089-941-2111

松山市一番町４－４－２ FAX 089-912-0888
http://www.pref.ehime.jp/

39 高 知 県 文化環境部循環型社会推進課
〒 ７８０－８５７０ ＴＥＬ 088-823-1111

高知市丸の内１－２－２０ FAX 088-823-92８３
http://www.pref.kochi.jp/

40 福 岡 県 環境部環境政策課
〒 ８１２－８５７７ ＴＥＬ 092-651-1111

福岡市博多区東公園７－７ FAX 092-643-3357
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

41 佐 賀 県 くらし環境本部環境課
〒 ８４０－８５７０ ＴＥＬ 0952-24-2111

佐賀市城内１－１－５９ FAX 0952-25-7783
http://www.pref.saga.lg.jp/

42 長 崎 県 県民生活環境部環境政策課
〒 ８５０－８５７０ ＴＥＬ 095-824-1111

長崎市江戸町２－１３ FAX 095-895-2566
http://www.pref.nagasaki.jp/

43 熊 本 県 環境生活部環境政策課
〒 ８６２－８５７０ ＴＥＬ 096-383-1111

熊本市水前寺６－１８－１ FAX 090-383-0314
http://www.pref.kumamoto.jp/

44 大 分 県 生活環境部生活環境企画課
〒 ８７０－８５０１ ＴＥＬ 097-536-1111

大分市大手町３丁目１番１号 FAX 097-532-7671
http://www.pref.oita.jp/

45 宮 崎 県 環境森林部環境森林課
〒 ８８０－８５０１ ＴＥＬ 0985-24-1111

宮崎市橘通東２－１０－１ FAX 0985-26-7311
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

46 鹿 児 島 県 環境生活部環境政策課
〒 ８９０－８５７７ ＴＥＬ 099-286-2111

鹿児島市鴨池新町１０－１ FAX 099-286-5544
http://www.pref.kagoshima.jp/

47 沖 縄 県 文化環境部環境政策課
〒 ９００－８５７０ ＴＥＬ 098-866-2333

那覇市泉崎１－２－２ FAX 098-866-2240
http://www.pref.okinawa.jp/



都道府県及び政令指定都市の担当環境部局等
1 札 幌 市 環境局環境計画部計画課

〒 ０６０－８６１１ ＴＥＬ 011-211-2111
札幌市中央区北１条西２丁目 FAX 011-218-5108
http://www.city.sapporo.jp/city/

2 仙 台 市 環境局環境部環境管理課
〒 ９８０－８６７１ ＴＥＬ 022-261-1111

仙台市青葉区国分町３－７－１ FAX 022-214-0580
http://www.city.sendai.jp

3 さいたま市 環境経済局環境部環境総務課
〒 ３３０－９５８８ ＴＥＬ 048-829-1111

さいたま市浦和区常盤６－４－４ FAX 048-829-1991
http://www.city.saitama.jp/

4 千 葉 市 環境局環境保全部環境調整課
〒 ２６０－８７２２ ＴＥＬ 043-245-5111

千葉市中央区千葉港１－１ FAX 043-245-5553
http://www.city.chiba.jp/

5 横 浜 市 環境創造局総合企画部環境政策課
〒 ２３１－００１７ ＴＥＬ 045-671-2121

横浜市中区港町１－１ FAX 045-641-3490
http://www.city.yokohama.jp/

6 川 崎 市 環境局総務部環境調整課
〒 ２１０－８５７７ ＴＥＬ 044-200-2111

川崎市川崎区宮本町１ FAX 044-200-3921
http://www.city.kawasaki.jp/

7 静 岡 市 市民局環境部環境政策課
〒 ４２０－８６０２ ＴＥＬ 054-254-2111

静岡市葵区追手町５番１号 FAX 054-205-2666
http://www.city.shizuoka.jp/

8 名 古 屋 市 環境局総務課
〒 ４６０－８５０８ ＴＥＬ 052-961-1111

名古屋市中区三の丸３－１－１ FAX 052-972-4130
http://www.city.nagoya.jp/

9 京 都 市 環境局地球環境政策部地球温暖化対策課
〒 ６０４－８５７１ ＴＥＬ 075-222-3111

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ FAX 075-222-4039
http://www.city.kyoto.jp/

10 大 阪 市 都市環境局環境部地球環境課
〒 ５３０－８２０１ ＴＥＬ 06-6208-8181

大阪市北区中之島１丁目３番２０号 FAX 06-6615-7949
http://www.city.osaka.jp/

11 神 戸 市 環境局環境政策課
〒 ６５０－８５７０ ＴＥＬ 078-331-8181

神戸市中央区加納町６－５－１ FAX 078-322-6060
http://www.city.kobe.jp/

12 広 島 市 環境局環境政策課
〒 ７３０－８５８６ ＴＥＬ 082-245-2111

広島市中区国泰寺町１－６－３４ FAX 082-504-2229
http://www.city.hiroshima.jp/

13 北 九 州 市 環境局環境政策部計画課
〒 ８０３－８５０１ ＴＥＬ 093-582-2525

北九州市小倉北区城内１－１ FAX 093-582-2196
http://www.city.kitakyusyu.jp/

14 福 岡 市 環境局総務部総務課
〒 ８１０－８６２０ ＴＥＬ 092-711-4111

福岡市中央区天神１－８－１ FAX 092-733-5592
http://www.city.fukuoka.jp/




