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資 料 編 
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開催日 内 容 

平成２７年９月２５日（金）～１０月９日（金） アンケート調査の実施（町民１，０００人対象） 

平成２７年１２月１７日（木） 第２次小川町環境基本計画策定のためのワールド

カフェの開催（リリックおがわ：町内環境活動団体、

事業者、その他、計３０名参加） 

平成２８年１月２６日（火） 第１回小川町環境審議会 

平成２８年２月１２日（金） 第１回小川町環境基本計画策定本部 

平成２８年２月２４日（水） 第２回小川町環境基本計画策定本部 

平成２８年３月２３日（水） 第３回小川町環境基本計画策定本部 

平成２８年４月２１日（木） 第２回小川町環境審議会（諮問） 

平成２８年５月１８日（水） 第４回小川町環境基本計画策定本部 

平成２８年５月２４日（火） 第３回小川町環境審議会 

平成２８年６月１日（水）～６月３０日（木） パブリックコメントの実施 

平成２８年７月２９日（金） 第５回小川町環境基本計画策定本部 

平成２８年８月１８日（木） 第４回小川町環境審議会（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ワールドカフェの実施 

  

資料１ 第２次小川町環境基本計画策定の経緯 
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小 環 第 １３８００号  
平成２８年 ４月２１日  

 
 
 小川町環境審議会会長 様 
 
 

小川町長 松本 恒夫 
 
 

第２次小川町環境基本計画について（諮問） 
 
 このことについて、小川町環境保全条例（平成１６年条例第１５号）第１２６条の規定に

基づき、別添のとおり諮問します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）別添は第２次小川町環境基本計画（素案）のこと 

 

資料２ 第２次小川町環境基本計画について（諮問） 
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平成２８年８月１８日  
 
 
 小川町長 松本 恒夫  様 
 
 

小川町環境審議会    
会 長 小久保 文雄    

 
 

第２次小川町環境基本計画（素案）について（答申） 
 
 平成２８年４月２１日付け小環第１３８００号にて諮問のありました、第２次小川町環境

基本計画（素案）について、本審議会で審議を行った結果、原案を妥当なものと認めます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 第２次小川町環境基本計画について（答申） 
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委員の種別 氏   名 職名 

１号委員 

（知識経験者） 

小久保 文 雄 会長 

桑 原     衛 委員 

２号委員 

（各種団体の代表者） 

粟生田 友 彦 委員 

３号委員 

（町民の代表者） 

武 井     健 副会長 

高 橋  優 子 委員 

島 田  昌 子 

（平成 28 年 5 月 27 日まで 2 号委員） 

委員 

４号委員 

（関係行政機関職員） 

新 村 三枝子 （平成 28年 3月 31日まで）

酒 井  辰 夫（平成 28 年 4月 1 日から）

（埼玉県東松山環境管理事務所 所長）

委員 

斎 藤     透 （平成 28年 3月 31日まで）

髙 野     敦（平成 28 年 4月 1 日から）

（埼玉県寄居林業事務所 所長） 

委員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 小川町環境審議会委員名簿 
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職  名 平成 27 年度 平成 28 年度 
策定本部 

役職 

副 町 長 福田 弘昌 大山 澄男 本部長 

総務課長 尾﨑 俊昭 尾﨑 俊昭  

政策推進課長 山﨑 浩司 山﨑 浩司  

税務課長 村田  勇 幸田  聡  

町民課長 小澤  孝 

（町民生活課長）

小澤  孝  

健康福祉課長 鷹野 啓文 

（福祉介護課長）

青木 祐子  

長生き支援課長 荒井 常治 

（健康増進課長）

鷹野 啓文  

子育て支援課長 岡部 克美 関口 雅之  

環境農林課長 山岸 俊男 

（環境保全課長）

山岸 俊男 副本部長 

にぎわい創出課長 飯野 豊司 

（産業観光課長）

岡部 克美  

建設課長 嶋田 憲男 嶋田 憲男  

都市政策課長 大野 義行 大野 義行  

上下水道課長 岸野 敏彦 

（水道課長） 

岸野 敏彦  

会計課長 坂田 洋子 坂田 洋子  

学校教育課長 河野 康雄 河野 康雄  

生涯学習課長 櫻井  広 櫻井  広  

議会事務局長 塚越 幹也 新井  章  

小川町社会福祉協議会 

事務局長 

高橋 利郎 高橋 利郎  

小川地区衛生組合 

事務局長 

関根 健之 関根 健之  

 

注）平成 28 年度機構改革により、一部課名変更。 

 

 

 

 

  

資料５ 小川町環境基本計画策定本部委員名簿 
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資料５要綱 

 

 

 

   小川町環境基本計画策定本部設置要綱 

 

                             平成２８年１月２６日 

                              告 示 第 ３ 号 

 

 （設置） 

第１条 第二次小川町環境基本計画（以下「基本計画」という。）の策定を総合的に推進す

るための庁内体制として、小川町環境基本計画策定本部（以下「策定本部」という。）を

設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 策定本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 基本計画の策定に関する事項。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、基本計画に関して必要と認める事項。 

 （組織） 

第３条 策定本部は、副町長、行政の課長級の職員、小川地区衛生組合事務局長及び小川町

社会福祉協議会事務局長をもって組織する。 

２ 策定本部に、本部長及び副本部長を置く。 

３ 本部長は副町長とし副本部長は委員の互選により選出する。 

 （本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、策定本部を代表し、会務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 策定本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。 

２ 策定本部の会議は、本部員の過半数をもって成立する。 

３ 本部長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 策定本部及び策定会議の庶務は、環境保全課において処理するものとする。 

 （委任） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、策定本部及び策定会議の運営に関し必要な事項は、

本部長が別に定める。 

   附 則 

 この訓令は令達の日から施行し、基本計画が策定された日をもってその効力を失う。 

 
 

 

 

 

 

資料６ 小川町環境基本計画策定本部設置要綱 
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指標名 
基準値 

（H26年度）

目標値 

（H32年度）
考え方 

河川水質の環境基準類型Ａ

（ＢＯＤの年間平均値2.0mg/ℓ

以下）達成か所の割合（％） 

66.7 88.9 
川の有機物による「よごれ」を調べるＢＯＤ（生物化学的酸

素要求量）の達成か所の増加を目指します。 

河川清掃参加者数（人） 5,334 5,500 
町民の協力により河川清掃を実施することで、河川環境に

ついての意識の醸成を図ります。 

下水道整備率（％） 58.2 68.1 
整備率の向上に努めます。 

供用開始面積／全体計画面積×100=整備率 

水洗化率（％） 

（下水道接続率） 
81.5 84.0 

水洗化率の向上に努めます。 

下水道区域内水洗化人口／排水区域内人口 

公害等苦情件数（件） 42 30 
その年度ごとの時代背景や情勢により件数に開きが出ると

いう傾向を考慮し、10件程度減らすことを目指します。 

都市公園管理数（か所） 44 45 
既存の公園を適正に維持管理し、市街地を中心とした公

園・緑地の新たな整備を目指します。 

都市公園面積（ha） 10.20 10.50 都市公園面積3％増を目指します。 

不法投棄件数（件） 31 25 
事業系の不法投棄が目立ち始めていること等を考慮し、5

件程度減らすことを目指します。 

空き家活用（件） 0 18 空き家バンクの設置により地域資源として活用します。 

町全域の二酸化炭素排出量

（千t-CO2） 

168.8 

（H17年度）
162.4 

小川町地球温暖化対策実行計画を推進し、2020年度まで

に二酸化炭素排出量を2005年度比で3.8％削減します。 

ごみ1人1日当たり排出量（g） 805 767 
埼玉中部資源循環組合ごみ処理基本計画に基づき、ごみ

の排出量の減少に努めます。 

燃えるごみ1人1日当たり排出

量（g） 
541 524 

埼玉中部資源循環組合ごみ処理基本計画に基づき、ごみ

の排出量の減少に努めます。 

注）「町全域の二酸化炭素排出量」は、「小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」、それ以外は、「小

川町第 5次総合振興計画」に基づく。 

 

その他の計画関連データ 

森林経営計画認定面積 455.16ha 

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森

林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護につい

て５年を１期とする計画で、認定面積は平成 24 年度から平成 27 年度までに認定してい

る面積です。 

耕作放棄地面積 310.88ha 
以前耕地であったもので、過去 1 年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕

作する考えのない土地であり、その平成 27 年度実績値です。（2015 世界農林業ｾﾝｻｽ）

環境保全活動団体数 4 団体 
環境の保全と創造を目的として町内で活動を行い、営利を目的としない町民団体及びグ

ループで、町が補助している団体数の平成 27 年度実績数です。 

資料７ 関連指標 
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アンケート概要 

本アンケート調査は、環境保全施策等に関する町民の意見、要望を把握し、その結果を環境基本計画

に反映するために実施したものです。 

 

・調査対象地域    小川町全域 

・調査対象  町内在住の満 20 歳以上の男女 

・サンプル数  1,000 人 

・抽出方法  住民基本台帳による無作為抽出 

・調査方法  郵送配布・郵送回収方式 

・回収結果  回収数 496 票 回収率 49.6％ 

 

■調査内容（設問項目） 

＜属性＞ 

問１  性別 

問２  年齢 

問３  居住地区 

＜回答者の生活を取り巻く環境について＞ 

問４  居住する地域の環境の快適さ 

問５  今後とも残していきたいものや大切にしたいと思っているもの 

問６  環境上問題と思う事象及び該当する場所 

＜生きものの情報＞ 

問７  生きものの生息状況 

問８  今後小川町に残していきたいと思う生きもの（動植物） 

＜日常におけるあなたの環境配慮行動＞ 

問９  リサイクルや省エネルギーについての関心 

問１０ 東日本大震災後の環境問題に対する意識の変化 

問１１ 震災後どのように意識が変わったか 

＜環境に関する町の取り組みについて＞ 

問１２ 力を入れてもらいたい町の環境対策 

問１３ 環境保全条例及び環境基本計画の認知状況 

問１４ 小川町における今後の環境行政推進のあり方 

 

注）本資料においては結果について抜粋したものを掲載しています。 

注）表記している生きものの名称等はアンケートでの回答によるものであり、実際の種名等とは異なる

場合があります。 

 

  

資料８ 町民アンケート調査結果 
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１．身の回りの環境 

（１）身の回りの環境に対する満足度 
 

町民アンケート調査の結果では、多くの項目で肯定的評価（「満足」、「やや満足」の合計）が 50％を超

えており、総体的には、町の環境に大きな不満はないことが伺えます。 

特に評価の高い項目は、「緑の豊かさ」、「空気のきれいさ」、「まちの静けさ」であり、多くの町民に、

緑豊かで空気がきれいな閑静な環境が、小川町の良さとして意識されている状況です。 

ただし、「満足」の比率で 50％以上を超えているのは「緑の豊かさ」の 52.3％のみであり、また、「町

からの環境に関する情報提供」、「公共の広場、公園」については、あまり満足感が得られておらず、町

民への積極的な情報提供のあり方や、広場や公園整備の充実が求められています。 

前回調査との比較では、全ての項目で肯定的な評価が増加しています。特に、「まちの清潔さ・きれい

さ」、「水のきれいさ」、「水や水辺との親しみ」、「災害、水害からの安全性」は、前回、肯定的評価は 50％

未満でしたが、今回は 50％以上に改善されています。中でも「まちの清潔さ・きれいさ」、「水のきれい

さ」の改善が目立っており、環境の改善は徐々に進んでいるとの意識が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身の回りの環境に対する満足度 
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39.3 

36.7 
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39.2 

35.8 

32.3 

36.2 

36.4 

28.0 

37.5 

34.9 

25.4 

10.2 

12.5 

21.1 

27.6 

10.3 

34.2 

32.4 

33.3 

32.4 

27.1 

23.6 

42.2 

5.3 

8.2 

7.0 

10.9 

0.8 

8.8 

2.5 

5.6 

18.9 

11.2 

9.3 

14.8 

1.6 

2.7 

2.5 

5.4 

0.8 

4.3 

1.5 

2.3 

8.3 

3.7 

6.4 

7.6 

0% 25% 50% 75% 100%

①空気のきれいさ（488）

②まちの静けさ（488）

③まちの清潔さ・きれいさ（487）

④水のきれいさ（485）

⑤緑の豊かさ（486）

⑥水や水辺との親しみ（486）

⑦土との親しみ（478）

⑧生きものとの親しみ（481）

⑨公共の広場、公園（482）

⑩自然の眺めやまち並みの美しさ（483）

⑪災害、水害からの安全性（484）

⑫町からの環境に関する情報提供（488）

（ ）内数値：有効回答者数
満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

前回調査（「満足」＋「やや満足」） 
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（２）今後とも残していきたい・大切にしたいと思っている身近な環境 

 

 今後とも残したい・大切にしたい身近な環境については、「山・高台からの眺望」、「山・里山の自然」、

「花木・草花」など、山・里山などの自然環境に関する様々な場所、風景、植物などが多くあげられ、

多くの人々に、山に囲まれ、水辺や田畑に恵まれた環境が大切に思われていることが伺えます。 

 また、城址や神社などの歴史を留める場所のほか、和紙などの伝統産業など、歴史・文化を残したい

とする意見も多くみられました。 

 主に継続してほしい施設や機関としては、学校などの公共施設、公園、交通機関など、暮らしの快適

さ・利便性を支えている施設があげられています。 

 

（３）環境上問題があると思う事象及び場所 

 「不法投棄・ポイ捨て」、「空き家、耕作放棄地等の放置」、「公園・街路・河川の管理不足」など、町

の美観・衛生面における不法行為や管理不足が特に多くあげられています。 

次いで、「道路の歩道・舗装の未整備」、自動車の「危険運転」、「騒音・排気ガス」、「違法駐車」など、

交通安全面、交通公害等を問題とする意見も多くみられます。 

 自然環境では、河川の「水質の悪化」のほか、主に防災の観点から「河川の整備不足」が指摘されて

います。また、河川は不法投棄や維持管理不足の場所としても多くあげられています。 

ほかには「外来種・有害鳥獣」への意見が目立っており、「野焼き・違法焼却」、「喫煙」など、マナー

への意見もあげられています。 

河川をはじめとする生活環境の整備や自然環境の保全のほか、町民のマナー不足など、安心・安全で

快適な生活を確保するための対策が求められていることが伺えます。 
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２．生きものの情報 

（１）生きものを見かけた状況 

 

鳥類のうち人里近くで見られるウグイス、シラサギ、町内の群生地が保護されているカタクリは、「今

でも見かけることがある」が 60～70％以上あり、町の代表的な生きものといえます。 

また、メジロ、キジ、タヌキ、カブトムシ、クワガタ、ホタルなど、里山の生きものも「今でも見か

けることがある」が 40～50％と、比較的多く確認されています。 

ただし、カブトムシ、クワガタ、ホタルは、「今はあまり見かけたことがない」も 30～35％、サワガニ、

カワセミ、オオムラサキ、フナなども同様の傾向にあり、見られる頻度が減少したと考えられます。 

山林や渓流などに棲むキツネ、サンショウウオ、ヤマメなどは、「以前から見かけたことがない」との

回答が多くなっています。 

これらのことから、町には豊かな自然環境が残されているものの、昔ながらの自然が減りつつある状

況が伺えます。 

 

 

■生きものを見かけた状況 
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12.7 

20.5 
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25.2 

12.5 
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17.7 
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8.0 

22.9 
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18.1 

47.0 

17.3 

13.6 

11.8 

29.4 

43.9 

19.8 

19.5 

37.5 

11.9 

16.2 
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17.0 

30.6 

10.5 

10.6 

28.9 

12.9 
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8.3 

26.0 

37.7 

18.7 

33.2 

39.5 

21.5 

0% 25% 50% 75% 100%

キジ（452）

ウグイス（452）

メジロ（448）

カワセミ（441）

シラサギ（449）

タヌキ（454）

キツネ（440）

ホタル（450）

クワガタ（457）

カブトムシ（458）

オオムラサキ（446）

サンショウウオ（440）

サワガニ（455）

フナ（452）

ヤマメ（448）

カタクリ（461）

（ ）内数値：有効回答者数

今も見かけることがある 今はあまり見かけたことがない 以前も見かけたことがない わからない

鳥

類

哺
乳
類

昆
虫
類

水
辺
の

生
き
物

魚
類

物植
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（２）今後、小川町に残していきたいと思う生きもの（自由記述） 

 

植物では、里山の風景を彩る、花を咲かせる草木類が多く挙げられ、特に、カタクリ、サクラ、ニリ

ンソウの人気が高いことがわかります。 

鳥類では、里山の鳥類に加え、フクロウやキツツキ、オオタカなど、森林性の鳥類を残したいという

意見も目立っています。 

哺乳類、昆虫類は、主に人里近くで見られる種があげられ、特にホタル、トンボ類をあげる意見が多

くみられました。 

魚類・水生生物・両生類では、水田や用水路、小川などに多く見られる生きものがあげられています。 

 

■今後、小川町に残していきたいと思う生きもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類 名称 回答数 分類 名称 回答数

カタクリ 13 ウサギ・ノウサギ 5
サクラ 12 イタチ 3

ニリンソウ 9 トンボ・アカトンボ・オニヤンマ 13
ヒガンバナ 6 ホタル 13
ハナミズキ 3 セミ・カナカナホーシ・ツクツクホーシ 7
ユリ・ヤマユリ 3 クワガタ・ミヤマクワガタ 4
ケヤキ 3 カブトムシ 4
フクジュソウ 3 オオムラサキ 3

コスモス 3 メダカ 7

キジ 6 フナ 6
フクロウ・アオバズク・ミミズク 6 タナゴ・バラタナゴ 5
キツツキ・コゲラ・ゲラ類 6 ウグイ 4
ウグイス 5 ドジョウ 3

タカ・オオタカ・ハイタカ 5 ザリガニ 7
メジロ 4 サワガニ 4
シラサギ 4 タニシ 3
トンビ 4 シジミ 3

ホトトギス 4 両生類 カエル 7

カモ 3
ツバメ 3 ※：回答数３件以上の固有種・同類種を計上

植物

鳥類

哺乳類

昆虫類

魚類

水生
生物

注）回答数３件以上の生きものを計上 
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３．環境配慮行動の取り組み状況 

（１）日頃行っている環境配慮行動 

 

環境配慮行動のうち「ルールにしたがってごみを分別」、「自動車の使用時にはエコドライブを実践」

では、「いつも行っている」が 80％を超え、ほとんどの町民において実践されています。 

また、「油や食べ残しを流さない」、「町や地域の資源回収に協力」、「歯磨きや洗いものの時にこまめに

節水」、「生態系に配慮し、農薬の使用を抑制」なども、「いつも行っている」が 60％を超えており、ごみ

や汚濁物を扱うマナー、手軽に行える省エネの習慣などは、広く実践されています。 

次いで、「いつも行っている」と「時々行っている」の合計が 70％程の行動は、「主電源をこまめに切

り節電」、「買い物袋は持参し、レジ袋は断る」、「環境の影響を考えながら買う物を選択」、「食用油は容

器に貯め繰り返し使用」となり、家事などでは徹底されていないものの心がけは浸透しています。 

ただし、「堆肥化などにより生ごみを減量」、「月々の電気料金の把握」、「洗濯には風呂の残り水を利用」、

「できるだけ公共交通機関や自転車、徒歩で外出」など、手間がかかる、利便性を損なうなどの行動は、

実践の割合はやや低くなっています。 

家庭で特に実践が低いものは、手間のかかる「環境家計簿を記録」のほか、「太陽熱温水器を設置」、「太

陽光発電システムの設置」など大きな費用を要するものがありますが、「エコキュートなどの省エネ製品

を設置」、「自家用車をエコカーに切り替え」などは、徐々に広がりつつあることが伺えます。 

団体活動への参加に関しては、「町主催の河川清掃に参加」、「自治会などの環境保全活動に参加」など

は比較的行われていますが、その他の団体やイベントなどへの参加はごくわずかとなっています。 

前回調査（「いつも行動している」と「時々行動している」の合計値）の比較では、多くの項目でほぼ

同等の結果となっています。 

前回から増加した行動は、「買い物袋を持参し、レジ袋は断る」が倍増し、「月々の電気使用量の把握」、

「節水コマや貯水槽容積を減らすなどにより節水」、「単独式でなく、合併処理浄化槽を設置」、「太陽光

発電システムの設置」などもやや増加しています。 

一方、「食用油は容器に貯め繰り返し使用」、「洗濯には風呂の残り水を使用」、「余暇には自然とのふれ

あいを心がける」は、前回調査よりも実践頻度がやや下がっている状況です。 
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注）⑱、⑲、⑳、㉑は、回答のうち「該当しない」を除き構成比を算出。 

 

■日頃行っている環境配慮行動 
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36.9 

95.6 

69.2 

27.7 

45.7 

38.2 

27.2 

4.4 
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20.8 

64.3 

27.2 

36.8 

75.7 
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11.0 
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19.7 

11.9 
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23.8 

10.9 

14.7 

23.7 

28.8 

8.5 

11.5 

22.6 

8.3 

40.2 

10.1 

4.3 

15.7 

2.6 

38.4 

20.3 

8.5 

20.4 

21.8 

32.4 

13.8 

28.3 

24.3 

6.0 

9.8 

0.2 

2.5 

23.4 

19.9 

7.9 

18.3 

62.2 

84.1 

81.3 

56.6 

3.4 

32.6 

37.3 

5.2 

30.5 
1.4 

24.3 

32.9 

8.5 

9.8 

34.8 

48.8 

24.5 

66.0 

63.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境への影響を考えながら買う物を選択（451）

②買い物袋を持参し、レジ袋は断る（469）

③ルールにしたがってごみ分別（472）

④町や地域の資源回収に協力（471）

⑤堆肥化などにより生ごみを減量（462）

⑥食用油は容器に貯め繰り返し使用（457）

⑦主電源をこまめに切り節電（468）

⑧月々の電気使用量を把握（464）

⑨環境家計簿を記録（455）

⑩太陽熱温水器を設置（447）

⑪ 太陽光発電システムを設置（445）

⑫ エコキュートなどの省エネ製品を設置（442）

⑬歯磨きや洗いもの時にこまめに節水（471）

⑭節水コマや貯水槽容積を減らすなどにより節水（448）

⑮洗濯には風呂の残り水を利用（467）

⑯ 油や食べ残しを流さない（465）

⑰単独式でなく、合併式浄化槽を設置（383）

⑱ 自動車使用時にはエコドライブを実践（417）

⑲自家用車をエコカーへ切り替え（378）

⑳できるだけ公共交通機関や自転車、徒歩で外出（428）

㉑生態系に配慮し、農薬の使用を抑制（283）

㉒余暇には自然とのふれあいに心がける（460）

㉓自治会などの環境保全活動に参加（455）

㉔その他の環境団体活動に参加（447）

㉕町主催の河川清掃に参加（456）

㉖自然観察会などに参加（453）

㉗環境保全団体に寄付を実施（452）

いつも行っている 時々行っている 今後行いたい 今後も行わない

前回調査（「いつも行っている」＋「時々行っている」）

【
家
庭
で
の
取
り
組
み
】

【
団
体
活
動

へ
の
参
加
】
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（２）東日本大震災を契機とする環境に対する意識の変化 

 

「大きく意識が変わった」が 28.5％、「少しだけ意識が変わった」が 46.8％、合計 75.3％において意

識が変わったと回答しており、東日本大震災は、町民の環境意識を変える契機となったことが伺えます。 

 

 

■東日本大震災を契機とする環境に対する意識の変化 

 

 

（３）東日本大震災を契機として、どのように意識が変わったか 

 

「日常生活において、節電などの省エネ行動を意識するようになった」が 62.2％と も多く、エネル

ギー問題への関心が特に高くなっています。 

次いで、「エネルギー問題のみならず、環境問題全般を意識するようになった」が 30.4％あり、約３割

の層は、様々な環境問題への関心を高めていることが伺えます。 

 

■東日本大震災を契機として、どのように意識が変わったか 

 

 

 

 

 

 

28.5  46.8  19.0 

1.8 

4.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体

有効回答者数：453

大きく意識が変わった

少しだけ意識が変わった

以前から関心があり、変わらない

震災に関わらず、以前から関心がない

よくわからない

62.2  30.4  6.0 

0.3 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

全体

有効回答者数：349

日常生活において、節電などの省エネ行動を意識するようになった

エネルギー問題のみならず、環境問題全般を意識するようになった

国や県、町などが行っている環境対策について、関心を持つようになった

環境に関する勉強会や、イベントなどに参加するようになった

その他
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４．環境問題に関する町の取り組み 

（１）町に望む環境対策 

 

「土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづくりを推進」が 48.4％と も多く、次いで「雑木林の

保全・管理や緑化などにより、自然とふれあえる環境を形成」が 47.7％、「廃棄物の不法投棄に対する監

視体制を強化」が 41.9％、「資源の再利用やごみの減量対策を推進」が 38.4％、「自然的な水辺環境の保

全、創出」36.8％となっており、豊かな自然を活かした計画的なまちづくり、不法投棄や廃棄物の少な

いまちづくりなどを望む声が多くなっています。 

前回と比較すると「有害化学物質などによる環境汚染対策として情報を収集、提供」が大きく減少し

たほか、「合併処理浄化槽への転換や下水道整備を促進し、水質汚濁を防止」、「自動車による大気汚染や

騒音に対し、排ガスや道路対策などを推進」、「資源の再利用やごみの減量対策を推進」などが減少し、

生活環境対策へのニーズはやや減っています。 

一方、「土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづくりを推進」、「再生可能エネルギーを普及」の増

加が目立っており、都市計画の必要性やエネルギー問題への関心の高さが伺えます。 

 

 

■町に望む環境対策 
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29.4 

38.4 

26.4 
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23.6 

41.9 

30.3 
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23.4 
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1.4 

33.6
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33
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46.8

39.5

51.8

36.5

26.4

23.1

18.8

8.5

2.2

0 10 20 30 40 50 60

自動車による大気汚染や騒音に対し、排ガスや道路対策などを推進

有害化学物質などによる環境汚染対策として情報を収集、提供

資源の再利用やごみの減量対策を推進

再生可能エネルギー（太陽光、バイオガス、廃食油活用など）を普及

土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづくりを推進

環境に配慮した農業（有機農業など）を推進

廃棄物の不法投棄に対する監視体制を強化

合併処理浄化槽への転換や下水道整備を促進し、水質汚濁を防止

雑木林の保全・管理や緑化などにより、自然とふれあえる環境を形成

自然的な水辺環境の保全、創出

貴重な動植物の保存・育成

近隣騒音、悪臭など身近な環境問題対策を推進

環境問題に関する情報提供や学校などにおける環境教育を充実

環境保全のための組織づくりや団体活動、ネットワークづくりを支援

その他

％

有効回答者数：432

今回

前回
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平成１６年１２月１７日 

条例第１５号 

改正 平成１７年３月１０日条例第１０号 

平成１７年６月１３日条例第１７号 

平成１９年６月１５日条例第１７号 

目次 

第１章 総則 

第１節 通則（第１条―第３条） 

第２節 町の責務（第４条―第６条） 

第３節 町民の責務（第７条―第９条） 

第４節 事業者の責務（第１０条―第１３条） 

第５節 環境の保全及び創造に関する基本施策等（第１４条―第２５条） 

第２章 自然環境の保全 

第１節 土砂等による土地の埋立て等の規制（第２６条―第４２条） 

第２節 野生動植物の保護（第４３条―第５２条） 

第３節 水環境の保全（第５３条―第６５条） 

第４節 緑地及び森林の保全（第６６条・第６７条） 

第３章 生活環境の保全 

第１節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進（第６８条・第６９条） 

第２節 空き地の適正な管理（第７０条―第７４条） 

第２節の２ 建物等の適正な管理（第７４条の２―第７４条の４） 

第３節 放置車両の措置（第７５条―第８６条） 

第４節 自動車たい積保管の規制（第８７条―第９２条） 

第５節 農薬安全使用に関する規制（第９３条―第１０９条） 

第６節 不法投棄の規制（第１１０条―第１１４条） 

第７節 空き缶、吸い殻等の散乱の防止（第１１５条―第１１８条） 

第８節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止（第１１９条―第１２１条） 

第９節 生活環境を阻害するその他の行為の規制（第１２２条・第１２３条） 

第４章 環境保全協定の締結（第１２４条・第１２５条） 

第５章 環境審議会（第１２６条―第１３３条） 

第６章 雑則（第１３４条―第１３８条） 

第７章 罰則（第１３９条―第１４３条） 

附則 

第１章 総則 

第１節 通則 

資料９ 小川町環境保全条例 
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（目的） 

第１条 この条例は、現在及び将来の町民が健康で文化的な生活を営む上において環境を健全で恵み豊

かなものとして享受する権利を有しそれを維持することが極めて重要であることにかんがみ、環境の

保全及び創造に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、

環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、総合的か

つ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその成育環境を含むものをいう。 

(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。 

(3) 良好な環境 町民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び景観をいう。 

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因とな

るおそれのあるものをいう。 

(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。 

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定

する廃棄物をいう。 

(7) 所有者等 土地、建物、車両、自動販売機等を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来にわたって町民が豊かな自然環境の恵沢を享受するとと

もに、安全で健康かつ文化的な生活を維持することができるよう推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会

が構築されるよう推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることにかんがみ、日常生活及

び事業活動において、地域の環境はもとより地球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなけ

ればならない。 

４ 環境の保全及び創造は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなければならない。 

第２節 町の責務 

（町の基本的責務） 

第４条 町長は、町民の安全で健康かつ快適な生活を確保するため、良好な環境の保全及び創造に関す

る施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民及び事業者に対して助言、指導そ

の他必要な措置を行うものとする。 

２ 町長は、前項の施策の実施に当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。 

（環境への配慮の優先） 

第５条 町長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、又は実施するに当たっては、環境の

保全及び創造への配慮に努めるものとする。 

（環境施設の整備） 

第６条 町長は、良好な環境を確保するため、自然環境に配慮しつつ、道路、公園、緑地、下水道その

他の環境施設の整備に努めなければならない。 
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第３節 町民の責務 

（町民の基本的責務） 

第７条 町民は、常に良好な環境の確保に努めるとともに、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め

なければならない。 

（土地、建物等の清潔保持） 

第８条 町民は、自ら占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力

して地域の良好な生活環境を確保するように努めなければならない。 

（町民の協力義務） 

第９条 町民は、環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、町その他行政機関が実

施する廃棄物の減量、日常の生活に伴う排水（以下「生活排水」という。）への対策及び身近な緑化そ

の他の環境の保全及び創造に関する施策に協力するように努めるものとする。 

第４節 事業者の責務 

（事業者の基本的責務） 

第１０条 事業者は、自らの事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において

必要な万全の措置を講ずるとともに、周辺環境の保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、廃棄物の減量、リサイクルの推進、廃棄物の適正な処理又は

再生資源等環境への負荷の低減に資する原材料及び役務等の利用に努めなければならない。 

（事業者の協力義務） 

第１１条 事業者は、町その他行政機関が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するように

努めるものとする。 

（従業者への指導） 

第１２条 事業者は、その従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実

施する環境の保全及び創造に関する施策についてその指導に努めなければならない。 

（苦情又は紛争の解決） 

第１３条 事業者は、事業活動を行うに当たり当該事業活動に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明

会又は話し合いの場を設ける等して自らの責任と負担において誠意をもって解決に当たらなければな

らない。 

第５節 環境の保全及び創造に関する基本施策等 

（環境基本計画） 

第１４条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全

及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

(2) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民の意見が反映されるように必要な措置を講ず

るとともに、小川町環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 
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（規制の措置） 

第１５条 町長は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

（助成の措置） 

第１６条 町長は、環境の保全及び創造に関して特に必要があると認めるときは、適正な助成その他の

措置を講ずるものとする。 

（環境負荷の低減に資する製品等の利用促進） 

第１７条 町長は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用の促進

に努めるものとする。 

（環境の保全及び創造に関する教育、学習等） 

第１８条 町長は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図り、町

民及び事業者が環境問題についての理解を深めるとともに、活動意欲の増進を促進するために必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

（自発的な環境保全活動の促進） 

第１９条 町長は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間団体が自発的に行う環境の保全及び創

造に関する活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（情報の提供と意識の啓発） 

第２０条 町長は、町民及び事業者に対し、環境の保全と創造に関する意識の啓発を図るために必要な

情報を個人及び法人の権利及び利益の保護に配慮しつつ適切に提供するように努めるものとする。 

（町民の意見の反映） 

第２１条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策に町民の意見を反映することができるように必要

な措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境調査の実施） 

第２２条 町長は、環境の状況の把握又は環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施

するものとする。 

（地球環境の保全） 

第２３条 町長は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進

するものとする。 

２ 町長は、町が進める施策に当たっては、化石燃料依存からの脱却並びに地域資源及び自然エネルギ

ーの利活用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国、県及び他の地方公共団体との協力） 

第２４条 町長は、環境の保全及び創造に関し、広域的な取組を必要とする施策の策定及び実施に当た

っては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

（町民及び事業者との協働） 

第２５条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、協力及び参画を求める

等町民及び事業者等との連携に努めるものとする。 

第２章 自然環境の保全 

第１節 土砂等による土地の埋立て等の規制 

（定義） 
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第２６条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土又はたい積に利用される物で廃棄物以外のものをいう。 

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは土砂等のたい積又は切土を行うことをいう。 

(3) 工事 事業に係る工事をいう。 

(4) 事業区域 事業を行う区域をいう。 

(5) 事業主 自ら事業を施行する者又は工事の施工の契約の注文者をいう。 

(6) 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。 

（事業主等の責務） 

第２７条 事業主及び工事施工者（以下「事業主等」という。）は、工事を施工するに当たり、災害を防

止し生活環境を保全するため、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る土地周辺の関係者の理解

を得るように努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解

決に当たらなければならない。 

（事業の許可） 

第２８条 事業主は、次に掲げる事業を施行しようとするときは、規則の定めるところにより町長の許

可を受けなければならない。 

(1) 事業区域の面積が５００平方メートル以上の事業（事業区域の面積が５００平方メートル未満の

事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前１年以内に事業が施行さ

れ、又は施行中のものがある場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の

事業の事業区域の面積とを合算した面積が５００平方メートル以上となるものを含む。） 

(2) 事業区域の面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満の事業で、現況地盤高と事業

により生じる地盤との高低差が１メートル以上となるもの（現況地盤高と事業により生じる地盤と

の高低差が１メートル未満の事業で、当該事業区域において当該事業を施行する日前１年以内に事

業が施行され、又は施行中のものがある場合には、既に施行され又は施行中の事業が施行される際

の現況地盤高と当該事業により生じる地盤高とを合算した高低差が１メートル以上となるものを含

む。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する事業については、前項の規定は適用しない。 

(1) 他の法令の規定により許可又は認可を受けた事業で規則で定めるもの 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業 

(3) 国又は地方公共団体（特別法により設置される公法人を含む。）が直接行う事業 

（許可の基準） 

第２９条 町長は、前条第１項の事業の計画及び工事の施工方法が次の各号のいずれにも該当している

ときでなければ許可をしてはならない。 

(1) 事業の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全その他良好な

環境の確保に支障のないような構造、規模で適正に措置されると認められること。 

(2) 第３５条に規定する規則で定める施工基準に適合していると認められること。 

（許可の条件） 

第３０条 町長は、第２８条第１項の許可をするときは、災害の防止又は良好な環境の保全上必要と認
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める条件を付すことができる。 

（変更の許可） 

第３１条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事項の変更（規則で定める軽微な

変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前２条の規定は、前項の許可について準用する。 

（許可の譲渡及び名義貸しの禁止） 

第３２条 第２８条第１項又は前条第１項の許可は、当該事業主についてのみ効力を有し許可の権利を

第三者に譲渡してはならない。 

２ 第２８条第１項又は前条第１項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わ

せてはならない。 

（許可の承継） 

第３３条 第２８条第１項又は第３１条第１項の許可を受けた事業主について、相続、合併又は分割（当

該許可の全部を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併

により設立した法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、その許可による事業主の地位

を承継する。 

２ 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継のあった日から起算して３０日以内に規

則の定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。 

（開始の届出） 

第３４条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ規則

の定めるところにより町長に届け出なければならない。 

（施工基準） 

第３５条 事業主等は、規則で定める施工基準に従い、事業を行わなければならない。 

（標識の設置） 

第３６条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなけ

ればならない。 

（改善勧告） 

第３７条 町長は、事業主等が第３０条の規定による許可の条件又は第３５条の規定による規則で定め

る施工基準に違反しているときは、当該条件又は施工基準に適合するよう必要な改善を勧告すること

ができる。 

（改善命令） 

第３８条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ず

ることができる。 

（許可の取消） 

第３９条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第２８条第１項若しくは第３１条第１項の許

可を受けたとき又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 

（中止命令） 

第４０条 町長は、第２８条第１項又は第３１条第１項の許可を受けず事業を施行している事業主等に
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対し、当該事業の中止を命ずることができる。 

（原状回復命令等） 

第４１条 町長は、第３９条の規定により許可を取り消したとき又は前条の規定により事業の中止を命

じたときは、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 

（事業の中止又は完了等） 

第４２条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、事業を中止し、若しくは廃止し、又は完了したと

きは、その日から起算して１０日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければな

らない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、第３０条の許可の条件又は第３５条に規定する規

則で定める施工基準に適合しているかを検査し適合していないと認めるときは、事業主等に対し、期

限を定めて必要な改善を命ずることができる。 

第２節 野生動植物の保護 

（定義） 

第４３条 この節において「野生動植物」とは、町の区域内において生息し又は自生し、かつ、希少又

は貴重と認められる動植物をいう。 

（保護動植物の指定） 

第４４条 町長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、野生動植物を保護動植

物として指定することができる。 

２ 町長は、保護動植物の指定に当たっては、保護すべき動植物の種類及び区域（以下「保護区域」と

いう。）を定めて指定しなければならない。 

３ 町長は、保護動植物を指定しようとするときは、あらかじめ小川町環境審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 保護動植物の指定に当たっては、あらかじめ当該指定をしようとする動植物の保護区域の土地の所

有者等の同意を得なければならない。 

（財産権の尊重等） 

第４５条 町長は、保護動植物の指定に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するととも

に、土地の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。 

（指定の告示） 

第４６条 町長は、第４４条第１項の規定により保護動植物を指定したときは、規則で定めるところに

より告示しなければならない。 

（標識の設置） 

第４７条 町長は、保護動植物を指定したときは、当該保護動植物の保護区域内の土地に規則で定める

標識を設置することができる。 

２ 前項の標識を設置するに当たっては、当該保護区域内の土地の所有者等は、その設置に協力するよ

う努めなければならない。 

３ 何人も、第１項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又

は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

（指定の解除） 
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第４８条 町長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保護動植物の指定を解除することが

できる。 

２ 町長は、前項の規定による指定の解除をしようとするときは、第４４条第３項及び第４６条の規定

を準用する。 

（行為の制限） 

第４９条 何人も、町長が指定する保護動植物（動物の卵及び植物の種子を含む。）をその保護区域内に

おいて捕獲し、若しくは採取し、又は殺傷し、若しくは損傷してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で規則で定めるところにより町長の

許可を受けたときは、同項の規定は適用しないものとする。 

(1) 学術研究のため必要があるとき。 

(2) 動植物の保護又は育成のため必要があるとき。 

(3) 公益上やむを得ないとき。 

（助成） 

第５０条 町長は、保護動植物を保護するために必要と認めたときは、規則で定めるところにより助成

することができる。 

（損失の補償） 

第５１条 町長は、保護動植物又はその保護区域の指定に関し損失が生じたときは、当該損失を受けた

者に対し、通常生ずべき損失を補償する。 

２ 前項の規定による補償を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければな

らない。 

３ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、補償する金額を決定し、当該申請をした者に通知

しなければならない。 

（民間団体等の協力） 

第５２条 町長は、保護動植物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。 

第３節 水環境の保全 

（定義） 

第５３条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和の中で、将来にわたって良好な水質、水生生

物及び地下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。 

(2) 水道 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規定するものをいう。 

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「水濁法」という。）第２条第

１項に規定するものをいう。 

（水質及び水源等の保全） 

第５４条 町長は、水が限られた貴重な資源であり町民の生活全般及び自然環境の要素として欠くこと

ができないものであるとともに森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されることにかんが

み、河川、ため池及び地下水の水質並びに水道の水源（以下「水道水源」という。）の保全を図るため、

必要な施策を推進するものとする。 

（生活排水の浄化） 
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第５５条 町長は、良好な河川環境を保持するため、住居の立地条件その他の地域性等にも配慮しつつ、

生活排水の適正な対策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 町民は、生活排水が公共用水域に与える影響を認識し、生活排水を公共用水域に排出しようとする

ときは、浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。 

（事業所からの排出水の浄化） 

第５６条 事業者は、自らの事業活動に伴う排水（以下「事業排水」という。）が公共用水域に与える影

響を認識し、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。 

（指導及び助言） 

第５７条 町長は、生活排水又は事業排水を排出している者が必要な措置を講じていないと認められる

ときは、当該排出している者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

（雨水及び地下水の利用促進） 

第５８条 町民は、水が限られた資源であることを認識し、上水（飲用その他に供する公共水道水をい

う。）の節水に努めるとともに、可能な範囲において雨水及び地下水の利用に努めるものとする。 

（河川の水質及び水辺の目標） 

第５９条 町長は、河川の水質を保全し、又は自然の姿を残す水辺を保全し、若しくは創造していくた

め、河川を指定し、当該河川に係る町の目標又は基準を定めることができる。 

２ 町長は、前項の規定により河川を指定し、当該河川の水質に係る目標又は基準を定めた場合には、

その内容を公表しなければならない。 

（水辺における生態系の保全） 

第６０条 町長は、河川、水路及び池沼に育まれる水生生物等の生態系の保全に努めるものとする。 

２ 町長は、河川、水路及び池沼における工事の施工に当たっては、周辺の生活環境及び地域住民の意

向に配慮しつつ、水辺の自然性や水生生物等の生態系の保全に努めるものとする。 

（外来魚種の規制） 

第６１条 何人も、町内に位置する池沼及び河川の生態系を乱すおそれのあるものとして規則で定める

外来魚種（その卵を含む。）について、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 町内に位置する池沼及び河川に放流すること。 

(2) 捕獲した外来魚を再び放流すること。 

(3) 捕獲した外来魚を他の池沼及び河川に放流すること。 

（水環境等保全のための協議） 

第６２条 良好な水環境及び水道水源の保全を図るため、次に掲げる行為をしようとする者は、あらか

じめ地域住民に対して説明会を行い、当該行為に対する理解を得るように努めるとともに、規則で定

める協議書により当該行為について町長に協議し、その同意を得なければならない。 

(1) ゴルフ場の新設、増設又は改設 

(2) 廃棄物の中間処理場又は 終処分場の新設、増設又は改設 

(3) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１１項に規定する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更 

(4) 採石場の新設、増設又は増設に伴う試掘 

(5) その他良好な水環境等の保全に悪影響を及ぼすおそれのある行為で町長が特に必要と認めるも
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の 

２ 町長は、前項の同意には、良好な水環境及び水道水源の保全と創造のために必要な限度において条

件を付すことができる。 

３ 次に掲げる行為については、第１項の規定は適用しない。 

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う措置 

(2) 国又は地方公共団体（特別法により設置される公法人を含む。）が直接行う行為 

(3) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源

の保全及び良好な河川環境の創造のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの 

（勧告） 

第６３条 町長は、前条第１項各号に掲げる行為をしようとする者が町長の同意を得ないとき又は同条

第２項の規定により町長が付した条件に反するときは、当該同意又は条件について必要な措置をとる

よう勧告することができる。 

（中止命令） 

第６４条 町長は、前条の規定による勧告をしたにもかかわらず、町長の同意を得ないで第６２条第１

項各号に掲げる行為をしている者又は同条第２項の規定により町長が付した条件に反して当該行為を

している者に対し、当該事業の中止を命ずることができる。 

（原状回復命令等） 

第６５条 町長は、前条の規定により事業の中止を命じたときは、期限を定めて原状回復その他必要な

措置を命ずることができる。 

第４節 緑地及び森林の保全 

（緑地及び森林の保全の推進及び啓発） 

第６６条 町長は、町内に存する緑地及び森林の有する公益的機能（水源かん養、土砂流出防止、野生

動植物保護及び大気保全その他の機能をいう。）にかんがみ、土地の所有者等の意向にも配慮しつつ、

その保全を推進するとともに、町民に対してこれらを保全することの重要性及び自然との共生に関す

る啓発に努めるものとする。 

（緑地及び森林の保全への協力） 

第６７条 町民は、生活環境における身近な緑化に努めるとともに、緑地及び森林の保全に関する町そ

の他行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

第３章 生活環境の保全 

第１節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進 

（定義） 

第６８条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 自動車等 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車及び同

条第３項に規定する原動機付自転車をいう。 

(2) アイドリングストップ 自動車等の駐車時又は停車時において原動機を停止することをいう。 

（アイドリングストップの推進） 

第６９条 町長は、自動車等を運転する者がアイドリングストップの実施に係る埼玉県生活環境保全条

例（平成１３年埼玉県条例第５７号）第４０条第１項の規定を遵守するよう適切な措置を講ずるとと
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もに、町民に対しアイドリングストップの推進に関し必要な啓発を行うよう努めるものとする。 

第２節 空き地の適正な管理 

（定義） 

第７０条 この節において「空き地」とは、市街化区域又は市街化調整区域の住居付近において、現に

使用していない土地又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態に

ある土地をいう。 

（所有者等の責務） 

第７１条 空き地の所有者等は、当該空き地に雑草等が繁茂し、枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄さ

れる等の管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう空き地の適正な管理をしなけれ

ばならない。 

（指導又は助言） 

第７２条 町長は、空き地が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当

該空き地の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。 

（適正管理の勧告） 

第７３条 町長は、前条の指導をした場合において、当該指導に従わない空き地の所有者等に対し、当

該空き地の管理不良の状態の解消について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

（適正管理の命令） 

第７４条 町長は、前条の規定による勧告に従わない空き地の所有者等に対し、管理不良の状態の解消

について期限を定めて雑草等の刈取りその他必要な措置を命ずることができる。 

第２節の２ 建物等の適正な管理 

（定義） 

第７４条の２ この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 建物 住居又は事業の用に供する目的で建てられた建築物をいう。 

(2) 敷地 建物に使用する一定区域の土地をいう。 

（所有者等の責務） 

第７４条の３ 建物及び敷地（以下「建物等」という。）の所有者等は、次に掲げる行為を起因とする害

虫や悪臭の発生又は火災発生の危険性を助長すること等の管理不良状態により近隣の生活環境を損な

うことのないよう建物等の適正な管理をしなければならない。 

(1) 建物等に廃棄物を放置しておくこと。 

(2) 敷地に雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集したままの状態で放置しておくこと。 

（指導又は助言） 

第７４条の４ 町長は、建物等が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、

当該建物等の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。 

第３節 放置車両の措置 

（定義） 

第７５条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 自動車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「道交法」という。）第２条第１項第９

号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。 
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(2) 原動機付自転車 道交法第２条第１項第１０号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、

登録番号標等がないものをいう。 

(3) 自転車 道交法第２条第１項第１１号の２に規定するもの（機能の一部又は全部が喪失している

ものを含む。）をいう。 

(4) 車両 自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。 

(5) 放置車両 車両で、公共の場所に正当な権限なく相当な期間にわたり置かれているものをいう。 

（車両の放置の禁止） 

第７６条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。 

（放置車両の調査等） 

第７７条 町長は、放置してある車両について当該車両の状況等を調査をすることができる。 

２ 町長は、前項の規定により調査をしようとするときは、当該公共の場所の管理者（当該公共の場所

の管理者が町長のときは、これを除く。以下この節において同じ。）及び所轄の警察署長に対し、放置

してある車両の照会等について協力を求めることができる。 

（移動命令） 

第７８条 町長は、前条第１項の調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者

等に対し、期限を定めて当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただ

し、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。 

（所有者等不明の場合の移動の告知等） 

第７９条 町長は、第７７条第１項の調査の結果、当該放置車両の所有者等が判明しないために前条の

規定による命令をすることができないときは、次に掲げる事項を告知する規則で定める標章を当該放

置車両の見やすい箇所に取り付けることができる。 

(1) 放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限 

(2) 放置車両を移動した場合において、町長に申告すべき旨 

(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置 

２ 前項の標章により放置車両について同項各号に掲げる事項を告知された当該放置車両の所有者等は、

当該標章により告知された移動期限までに公共の場所から当該放置車両を移動しなければならない。 

３ 何人も、第１項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、ま

た、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。 

（移動の申告） 

第８０条 第７８条及び前条第２項の規定により放置車両を当該公共の場所から移動した所有者等は、

移動した日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について、移動した日から起算して１０日以内

に町長に申告しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。 

（期限後の措置） 

第８１条 町長は、放置車両の所有者等が第７８条の規定による命令に従わず、又は第７９条第１項の

標章により告知したにもかかわらず移動期限を経過したときにおいても当該車両を移動しないときは、

あらかじめ保管場所として定めた場所に当該車両を移動することができる。 

（移動した放置車両の保管） 
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第８２条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を移動した日から起算

して６０日間保管しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならな

い。 

（引取命令） 

第８３条 町長は、前条第１項に規定する期間内において、保管している放置車両の所有者等が判明し

たときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該車両を引き取るよう命ずることができる。 

（移動費用等の徴収） 

第８４条 町長は、第８２条第１項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又

は前条の規定により放置車両の引取りを命じられた所有者等から当該車両の移動及び保管に要した費

用を徴収することができる。 

（引取りのない放置車両の処分） 

第８５条 町長は、第８２条第１項に規定する期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両に

ついては、あらかじめ処分する旨を告示し、廃棄物と認定して当該放置車両を処分することができる。 

（放置車両の措置通知） 

第８６条 町長は、第７９条第１項の規定により放置車両に標章を取り付けたとき又は第８２条第１項

の規定により放置車両を保管しようとするとき若しくは前条の規定により放置車両を処分しようとす

るときは、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、規則で定める通知書によりそれぞれ

通知するものとする。 

第４節 自動車たい積保管の規制 

（定義） 

第８７条 この節において「自動車」とは、道交法第２条第１項第９号に規定する自動車（道交法第３

条の大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。）で機能の一部の喪失若しくは全部を喪失し、又は登

録番号標等のないものをいう。 

（自動車たい積保管の許可） 

第８８条 自動車のたい積保管（積み重ねて保管することをいう。以下同じ。）をしようとする者は、規

則の定めるところにより、あらかじめ、たい積保管の場所ごとに町長の許可を受けなければならない。 

（許可基準） 

第８９条 町長は、前条の許可の申請があった場合でその申請が規則で定める保管基準に適合している

と認めるときは、許可をしなければならない。 

（許可の条件） 

第９０条 町長は、第８８条の許可をするに当たり、災害を防止し、又は良好な環境を確保するために

必要な限度において条件を付すことができる。 

（改善勧告） 

第９１条 町長は、第８８条の許可を受けた者が第８９条の規則で定める保管基準又は前条の条件に違

反しているときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。 

（改善命令） 

第９２条 町長は、第８８条の許可を受けた者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め
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て必要な改善を命ずることができる。 

第５節 農薬安全使用に関する規制 

（定義） 

第９３条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 農薬 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号。以下「農薬法」という。）第１条の２第１項に規

定するものをいう。 

(2) ゴルフ場 開設された面積が１０ヘクタール以上のゴルフ場（町の区域を越えて開設されたもの

を含む。）をいう。 

(3) ゴルフ場事業者 ゴルフ場を経営し、又は管理運営している者をいう。 

（減農薬の推進） 

第９４条 農薬を使用する者（以下「農薬使用者」という。）は、農薬の周辺環境に対する影響を考慮し、

減農薬（農薬の使用をできる限り抑制することをいう。）の推進に努めるものとする。 

（農薬の購入） 

第９５条 農薬を購入しようとする者は、農薬法第８条の規定による届出を行っている業者から購入し

なければならない。 

（農薬の適正な保管） 

第９６条 農薬使用者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、農薬を適正に保管しなけ

ればならない。 

（農薬の適正な使用） 

第９７条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第２条第１項又は同法第１５条の２第１項

の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。ただし、ゴルフ場事業者

が芝の管理に使用できる農薬は、次の各号のいずれかに該当する農薬とする。 

(1) 環境省により水質指針値が定められた農薬（これらの混合剤を含む。） 

(2) 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）に規定する毒物又は劇物以外の農薬で農薬法

に基づく農薬の登録申請に係る試験成績により A分類に分類されたもの 

（農薬表示事項の遵守） 

第９８条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第７条に規定する登録に係る適用病害虫の

範囲及び使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて安全かつ適正に使用しなけれ

ばならない。 

（ゴルフ場における被害防止対策の徹底） 

第９９条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用に当たっては、気象、地形その他の環境条件を考慮し、農薬

の散布に従事する者並びにゴルフ場の作業員、利用者及び周辺の住民並びにゴルフ場の周辺の河川等

に対する十分な被害防止に関する対策を講じなければならない。 

（ゴルフ場における無農薬芝管理の推進） 

第１００条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用量を 小限度にとどめるとともに、芝の無農薬管理の調査

研究を積極的に行い、芝の無農薬管理の推進に努めなければならない。 

（ゴルフ場における農薬安全使用責任者） 

第１０１条 ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者を置き、農薬の安全かつ適正な使用及び適正な保
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管に当たらせなければならない。 

２ ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者の選任又は変更をしたときは、当該選任の日又は変更の日

から起算して３０日以内に規則で定める報告書により町長に報告するものとする。 

（ゴルフ場における農薬使用計画書の提出） 

第１０２条 ゴルフ場事業者は、毎年３月２０日までに、次年度における農薬の使用の予定を規則で定

める計画書により町長に提出しなければならない。 

（ゴルフ場における農薬使用状況の報告） 

第１０３条 ゴルフ場事業者は、毎年５月１日までに、前年度における農薬の使用の状況を規則で定め

る報告書により町長に報告しなければならない。 

（ゴルフ場排出水の農薬濃度） 

第１０４条 ゴルフ場からの排出水中の農薬の濃度は、環境省の定めた水質指針値（以下「水質指針値」

という。）を超えないものとする。ただし、水道水源に近隣するゴルフ場及び水道水源となる河川の取

水口の上流に排出するゴルフ場については水質指針値に２分の１を乗じて得た数値を超えないものと

し、新設のゴルフ場については水質指針値に１０分の１を乗じて得た数値を超えないものとする。 

（ゴルフ場事業者の水質測定） 

第１０５条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場の調整池等にその生息環境に応じた魚類を飼育し、水質の常

時監視に努めるとともに、ゴルフ場の排出水の排出口又は調整池において定期的に水質測定を実施し

なければならない。 

２ 前項の水質測定に当たっては、農薬の使用の実態を考慮し、使用量の多い農薬の成分である物質を

優先し、その使用する農薬の種類別に水質測定の項目を選択しなければならない。 

３ 第１項の水質測定の回数は年４回以上とし、水質測定の時期は、農薬の使用時期、使用量及び使用

方法を勘案しゴルフ場事業者が定めるものとする。ただし、町長が水質測定をゴルフ場事業者に指示

した場合は、ゴルフ場事業者はその指示に基づき速やかに水質測定を実施しなければならない。 

４ ゴルフ場事業者は、水質測定の結果等についての必要な資料を町長に提出しなければならない。 

（ゴルフ場事業者の周辺環境の影響調査等） 

第１０６条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場又はその周辺の環境について常に注意を払い、排出水が第１

０４条に規定する農薬の濃度を超えたとき又はゴルフ場からの排出水等の色相及び臭気並びに周辺の

動植物に異常が認められたときは、直ちに町長に報告し原因について調査するとともに、環境保全の

ために必要な万全の措置を講じなければならない。 

（指導又は助言） 

第１０７条 町長は、農薬使用者に対し、農薬の適正な保管及び使用について必要な指導又は助言をす

ることができる。 

（改善勧告） 

第１０８条 町長は、農薬使用者の農薬の保管又は使用が適正でないと認めるときは、当該農薬使用者

に対し、必要な改善を勧告することができる。 

（改善命令） 

第１０９条 町長は、農薬使用者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善

を命ずることができる。 
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第６節 不法投棄の規制 

（定義） 

第１１０条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) ごみ等 廃棄物及び第２６条第１項第１号に規定する土砂等をいう。 

(2) 不法投棄 ごみ等を公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所にみだりに捨て良好な

環境を損ねることをいう。 

（不法投棄の禁止） 

第１１１条 何人も、不法投棄をしてはならない。 

（不法投棄されたごみ等の調査等） 

第１１２条 町長は、ごみ等の不法投棄をした者（以下「不法投棄者」という。）を確認するため、その

状況を調査することができる。 

２ 町長は、前項の規定による調査の結果を所轄の警察署長に通報することができる。 

（原状回復命令等） 

第１１３条 町長は、前条第１項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認したときは、当該不法投

棄者に対し、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 

（土地所有者等への撤去要請） 

第１１４条 町長は、第１１２条第１項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認できないときは、

不法投棄をされている土地の所有者等に投棄されたごみ等の撤去の協力を要請することができる。 

第７節 空き缶、吸い殻等の散乱の防止 

（定義） 

第１１５条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き缶等 飲料を販売するために収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器で収納した飲

料の全部又は一部を欠いたものをいう。 

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。 

(3) 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することにより物品が自動的に出る

装置をいう。 

(4) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 

（自動販売機の所有者等の責務） 

第１１６条 自動販売機の所有者等は、回収容器を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただ

し、次に掲げる自動販売機については、この限りでない。 

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの 

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時これを管理する者がいて、現に管理されているもの 

２ 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が

散乱しないように努めなければならない。 

（指導） 

第１１７条 町長は、自動販売機の所有者等が回収容器を設置していないとき又は回収容器を適正に管

理していないと認めたときは、当該所有者等に対し、必要な指導をすることができる。 

（散乱の防止） 
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第１１８条 何人も、自己の家庭の外で自ら生じさせた空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物については、

これらを持ち帰り、又は回収容器に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するよう

に努めなければならない。 

第８節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止 

（定義） 

第１１９条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 飼い犬及び飼いねこ 飼育管理されている犬及びねこをいう。 

(2) ふん害等 飼い犬及び飼いねこのふん尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所又は他人

の土地、建物等（以下「公共の場所等」という。）を汚すことによって町民の生活環境を損なうこと

をいう。 

(3) 飼い主 飼い犬及び飼いねこの所有者等をいう。 

（飼い主の遵守事項） 

第１２０条 飼い主は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 飼い犬の飼育に当たっては、飼い犬の本能及び習性等を理解し、しつけを適正な方法で行うとと

もに、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御で

きる者が行い、ふん尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人

に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。 

(2) 飼いねこの飼育に当たっては、飼いねこの本能及び習性等を理解し、屋内における適正飼育に努

め、公共の場所等を汚さないように配慮すること。 

（指導及び勧告） 

第１２１条 町長は、飼い主が前条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、当該飼い主に

対し、必要な指導又は勧告をすることができる。 

第９節 生活環境を阻害するその他の行為の規制 

（周辺生活環境への配慮） 

第１２２条 何人も、法令又は埼玉県生活環境保全条例に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行

為によって周辺の生活環境を阻害しないように配慮しなければならない。 

(1) 振動又は騒音を伴う行為 

(2) 悪臭の発生を伴う行為 

(3) 粉じんの飛散を伴う行為 

(4) 物の焼却を伴う行為 

(5) その他周辺の生活環境を阻害すると認められる行為 

（指導） 

第１２３条 町長は、前条各号に掲げる行為が町民の健康及び生活環境を阻害するおそれがあると認め

たときは、当該行為をしている者に対し、必要な指導をすることができる。 

第４章 環境保全協定の締結 

（締結） 

第１２４条 町長は、第６２条第１項各号に掲げる行為をしようとする者と環境保全協定を締結するこ

とができる。 
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２ 前項の規定により町長から環境保全協定の締結を求められた者は、当該環境保全協定を締結し、こ

れを遵守しなければならない。 

（協定に定める項目） 

第１２５条 町長は、環境保全協定を締結しようとするときは、当該行為をしようとする者と協議し、

当該環境保全協定に係る項目を定めるものとする。 

第５章 環境審議会 

（設置） 

第１２６条 環境の保全及び創造に関する重要な事項及び環境基本計画に関する事項について、町長の

諮問に応じ調査審議するため、小川町環境審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第１２７条 審議会は、委員１０人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、

又は任命する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 町民の代表者（前２号に掲げる者を除く。） 

(4) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第１２８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第１２９条 審議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第１３０条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（参考意見の聴取等） 

第１３１条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、参考意見又は説明を聴くこ

とができる。 

２ 審議会は、必要があると認めるときは、関係場所に立ち入り、調査をすることができる。 

（庶務） 

第１３２条 審議会の庶務は、環境担当所管課において処理する。 

（委任） 

第１３３条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。 

第６章 雑則 

（協力要請） 

第１３４条 町長は、この条例の施行に関して必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事
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業者、関係団体又は関係人に対し、必要な要請をすることができる。 

（報告の聴取） 

第１３５条 町長は、第２章第１節の施行に必要な限度において、第２８条第１項の規定により許可を

受けた事業主に対し、当該許可に係る事業の施行状況について報告を求めることができる。 

２ 町長は、第２章第３節の施行に必要な限度において、第６２条第１項の規定により同意を受けた者

に対し、当該同意に係る行為の実施状況について報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第１３６条 町長は、第２章第１節の施行に必要な限度において、その職員に、第２８条第１項の規定

により許可を受けた事業の事業区域に立ち入り、当該事業の状況を検査させ、又は当該事業の事業主

並びに施工者及びその従業者に対し、質問させることができる。 

２ 町長は、第２章第３節の施行に必要な限度において、その職員に、第６２条第１項の協議に係る土

地に立ち入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は同項の同意を受けた者及びその従業

者に質問させ、又は当該行為の水環境及び水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。 

３ 町長は、第３章第４節の施行に必要な限度において、その職員に、第８８条の規定による許可に係

る自動車のたい積保管の場所に立ち入り、当該自動車のたい積保管の状況を検査させ、当該許可を受

けた者及びその従業員に対し、質問させることができる。 

４ 町長は、第３章第５節の施行に必要な限度において、その職員に、第９３条第２号に掲げるゴルフ

場に立ち入り、農薬使用の状況を検査させ、又は同条第３号に掲げるゴルフ場事業者及びその従業者

並びに第１０１条第１項の農薬安全使用責任者に対し、質問させることができる。 

５ 町長は、第１２４条第１項の規定により環境保全協定を締結した限度において、当該職員に、当該

協定に係る事業の事業区域に立ち入り、当該事業の状況を検査させ、又は当該事業の事業主及びその

従業者に対し、質問させることができる。 

６ 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけ

ればならない。 

７ 第１項から第５項までに規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（違反事実の公表） 

第１３７条 町長は、第３８条、第９２条若しくは第１０９条の規定による改善命令に従わなかった者、

第４１条、第６５条若しくは第１１３条の規定による原状回復命令に従わなかった者又は第７４条の

規定による適正管理命令に従わなかった者について、災害の防止又は良好な環境の確保のため必要が

あると認めるときは、その事実を公表することができる。 

（委任） 

第１３８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 

第７章 罰則 

（罰則） 

第１３９条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４０条、第４１条又は第４２条第２項の規定による命令に違反した者 

(2) 第６４条又は第６５条の規定による命令に違反した者 
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第１４０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第３２条の規定に違反した者 

(2) 第６１条の規定に違反した者 

(3) 第７８条又は第１１３条の規定による命令に違反した者 

(4) 第１３５条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(5) 第１３６条第１項から第５項までの規定による検査等を拒み、妨げ又は忌避した者 

第１４１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

(1) 第３６条の規定による標識を設置しない者 

(2) 第４２条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(3) 第７９条第３項の規定に違反した者 

第１４２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

(1) 第３３条第２項又は第３４条の規定による届出をしない者 

(2) 第８３条の規定による命令に違反した者 

（両罰規定） 

第１４３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の

業務に関し、第１３９条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 小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５年小川町条例第１９号） 

(2) 小川町あき地環境保全に関する条例（昭和５９年小川町条例第２５号） 

(3) 小川町環境審議会条例（昭和４９年小川町条例第６号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に前項の規定による廃止前の小川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例又は小川町あき地環境保全に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この

条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の際現に附則第２項第３号の規定による廃止前の小川町環境審議会条例の規定によ

り任命され、又は委嘱された小川町環境審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命され、

又は委嘱された日から起算して２年とする。 

５ この条例の施行の際現に自動車たい積保管をしている者又はその承継人は、この条例の施行の日か

ら起算して１年を限り、第８８条の許可を受けた者とみなす。 

６ 第１０４条ただし書の新設のゴルフ場は、当分の間、平成２年９月１７日以降に開発の許可を受け

たゴルフ場とする。 

附 則（平成１７年条例第１０号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１７年条例第１７号）抄 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に３，０００平方メートル以上の区域で土砂等（土地の埋立て、盛土又はた

い積に利用される物で廃棄物以外のものをいう。以下同じ。）による土地の埋立て、盛土若しくは土砂

等のたい積又は切土を行っている者は、この条例の施行の日から起算して３月間は、改正後の第２８

条の規定にかかわらず引き続き当該行為を行うことができる。 
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●エコライフＤＡＹ 

1日の二酸化炭素削減量を、簡単なチェックシート

を使って算出することを通じて、地球温暖化防止のた

めのライフスタイルを啓発していく取組。 

 

●温室効果ガス 

太陽放射により暖められた熱が宇宙に逃げるとき、

その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を

持つ気体。京都議定書の第一約束期間では、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボ

ン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物質、

2013年以降の第二約束期間ではこれに三ふっ化窒素

が加わり7種類が温室効果ガスとして削減対象となっ

ている。 

 

●環境基準 

環境基本法により、国が定める「大気の汚染、水質

の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につ

いて、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を

保全する上で維持されることが望ましい」基準。 

 

●環境リスクコミュニケーション 

化学物質などの環境リスクに関する正確な情報を行

政、町民、事業者等のすべての者が共有しつつ、相互

に意思疎通を図ること。 

 

●揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

揮発しやすく、大気中で気体となる有機化合物の総

称で、光化学スモッグや浮遊粒子状物質の原因となる。

その大部分が炭化水素（炭素と水素からなる化合物）

で、塗料、印刷インキ、接着時、金属洗浄、クリーニ

ングなどの溶剤に使用されている。 

 

●光化学オキシダント（Ｏx） 

工場や自動車から排出される窒素酸化物及び揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）を主体とする一次汚染物質が、

太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことによ

り発生する二次的な汚染物質。 

 

 

 

 

●埼玉中部資源循環組合 

小川町、東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、川島

町、吉見町、ときがわ町、東秩父村で組織するごみを

広域処理する一部事務組合。平成２７年４月１日設立。

平成２７年１２月１日に川島町が加入し、現在の９市

町村となる。ごみ処理を広域化することにより、処理

施設の建設費負担の軽減や高い処理技術により環境に

やさしい処理施設の建設が期待できる。 

 

●窒素酸化物（ＮＯｘ） 

 窒素の酸化物の総称であり、大気汚染としては、一

酸化窒素と二酸化窒素の混合物を指す。主として物が

燃焼することにより発生し、発生源は、自動車や工場・

事業場などである。光化学スモッグの原因物質の一つ

でもある。 

 

●等価騒音レベル 

時間とともに変動する騒音（非定常音）について、

一定期間の平均的な騒音の程度を表す指標のひとつ。 

 

 

●二酸化窒素（ＮＯ２） 

窒素の酸化物で赤褐色の気体。代表的な待機汚染物

質である。発生源はボイラーなどの「固定発生源」や

自動車などの「移動発生源」のような燃焼過程、硝酸

製造等の工程などがある。燃焼過程からはほとんどが

一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸

化される。 

 

●（電力の）排出係数 

燃料や電力の使用に使うCO2排出量を算出するため

の係数。燃料や電力を単位量で使用した際に排出され

るCO2量で表される。燃料のCO2排出係数については、

燃料種別ごとにほぼ一定の値となるが、電力のCO2排

出係数については、発電電力量の電源別構成比に応じ

て、毎年変化する。 

 

 

資料１０ 用語解説 
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●ＢＯＤ 

生物化学的酸素要求量。河川水や工場排水、下水な

どに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、

水質汚濁に関する代表的な指標。一定条件のもとで、

微生物により有機物が酸化される際に消費される酸素

の量をいう。数値が大きいほど汚濁の程度が高い。 

 

●浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊している粒子状物質で、代表的な「大

気汚染物質」のひとつ。環境基本法に基づいて定めら

れる環境基準では、粒径10μm以下のものと定義して

いる。 

 

●要請限度 

自動車騒音がその限度を超えていることにより、道

路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めら

れるときに、騒音規正法第１７条第１項の規定に基づ

く指定地域内における自動車騒音を定める環境省令に

より、市町村長が都道府県公安委員会に道路交通法の

規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。 

 

●類型 

水質汚濁の生活環境項目および騒音の環境基準につ

いては、全国一律の環境基準値を設定していない。国

において類型別に基準値が示され、これに基づき都道

府県が河川などの状況や、騒音に関係する地域の土地

利用状況や時間帯などに応じてあてはめ、類型として

指定していく方式となっている。 

 

 




