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２－９　市町村の環境関連条例制定状況

市町村名 環　　境　　関　　係　　条　　例 公 布 日

大阪市 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに清潔保持に関する条例 平 5. 3. 1
大阪市環境基本条例 平 7. 3.16
大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例 平 7. 9.29
大阪市環境影響評価条例 平10. 4. 1

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44.12.20
堺市文化財保護条例 平 3. 3.29
堺市景観条例 平 5. 3.31
堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5. 4. 1
堺市環境基本条例 平 9. 3.28
堺市まちの美化を推進する条例 平13. 9.21

岸和田市 岸和田市環境保全条例 昭51. 3.31
岸和田市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5. 3.24
岸和田市文化財保護条例 平 5. 6.17
岸和田市都市景観条例 平 6. 3.24
岸和田市下水道条例 昭43. 9.24
岸和田市建築協定条例 昭59.12.13
岸和田市ラブホテル建築規制条例 昭59.12.13
岸和田市自転車等の放置防止に関する条例 平 6. 3.24
岸和田市迷惑駐車の防止に関する条例 平 8. 3.25
岸和田市農業集落排水処理施設条例 平13. 3.23

豊中市 豊中市環境保全条例 昭48.10.15
豊中市文化財保護条例 昭61. 8. 1
廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平 5. 4. 1
豊中市環境基本条例 平 7.10.11
豊中市都市景観条例 平12. 3.31

池田市 池田市環境保全条例 昭53.10. 1
五月山景観保全条例 平 8.10. 1

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 5.10.14
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 6.10. 7
吹田市環境基本条例 平 9. 3.31
吹田市環境の保全等に関する条例 平 9. 3.31
吹田市環境影響評価条例 平10. 3.31
吹田市環境美化に関する条例 平11. 3.29

泉大津市 泉大津市環境保全条例 昭51. 4. 1
泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 6. 4. 1
泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭58. 4. 1
泉大津市環境基本条例 平14. 3. 8

高槻市 高槻市生活環境の向上等に関する基本条例 昭44. 9. 1
高槻市文化財保護条例 昭44.10. 1
空き地の清潔保持に関する条例 昭47. 6.15
高槻市の公害防止と環境保全に関する条例 昭47. 7.11
高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例 昭62. 4. 1
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 5.12.22
高槻市環境基本条例 平13. 3.28

貝塚市 貝塚市環境保全条例 昭52. 3.30
守口市 守口市民の環境をまもる基本条例 昭52. 3.25

みどりの環境をつくる条例 昭53.12.14
守口市公害等紛争調整条例 昭56. 3.26
空閑地の維持管理に関する条例 昭57. 3.30
守口市文化財保護条例 平 9.10. 1
守口市まちの美化推進に関する条例 平13. 3.28

枚方市 枚方市公害防止条例 昭46.12.24
枚方市住み良い環境に関する条例 昭49. 1. 4
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 昭57. 3.10
枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例 昭59. 9.20
枚方市環境影響評価条例 平 4.12.21
枚方市文化財保護条例 平 5.12.17
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 5.12.22
枚方市環境基本条例 平10. 3.27
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14. 3.11
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市町村名 環　　境　　関　　係　　条　　例 公 布 日

茨木市 茨木市の環境保全に関する条例 昭47.10.24
茨木市空き缶等ポイ捨て防止に関する条例 平11. 3.30

八尾市 八尾市あき地の適正管理に関する条例 昭51. 3.31
八尾市公害防止条例 昭54.10. 1
八尾市生活環境紛争処理条例 昭54.10. 1
八尾市放置自転車の防止に関する条例 昭56. 3.31
八尾市緑化条例 昭60. 3.30
八尾市文化財保護条例 平 3. 7. 2
八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平 5. 3.31
八尾市環境の美化に関する条例 平 8. 3.29
八尾市民の環境を守る基本条例 平 8. 3.29

泉佐野市 泉佐野市を美しくする条例 昭57. 3.31
泉佐野市文化財保護条例 平 2. 3.30
泉佐野市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5. 6.30

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52. 6.29
あき地の適正管理に関する条例 昭53. 6.30
富田林市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭58. 1.14
富田林市自転車等の放置防止に関する条例 平 4. 3.26

寝屋川市 寝屋川市下水道条例 昭47. 3.22
寝屋川市環境美化条例 昭55. 1. 1
寝屋川市ラブホテル建築規制条例 昭61. 3.28
寝屋川市環境保全基本条例 昭61. 3.28
寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平 7. 3.17
寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例 平 8. 3.29

河内長野市 河内長野市より良い環境をつくる条例 昭50. 6.18
河内長野市環境基本条例 平12.12.26

松原市 空地のキリン草等の除去に関する条例 昭49. 7.10
松原市きれいなまちづくり条例 平 9. 4. 1

大東市 大東市環境保全条例 昭56. 3.31
大東市ラブホテル建築規制に関する条例 昭58. 3.24
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 9. 6.30

和泉市 和泉市環境基本条例 平12. 4. 1
和泉市生活環境の保全等に関する条例 平12. 4. 1

箕面市 箕面市環境保全条例（全部改正） 平 9. 4. 1
箕面市都市景観条例 平 9. 4. 1
箕面市文化財保護条例 平 9. 4. 1

柏原市 あき地の清潔保持に関する条例 昭50. 4. 1
柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 3.31

羽曳野市 羽曳野市環境美化条例 平 5. 4. 1
門真市 門真市生活環境基本条例 昭48. 6.26

門真市自転車等の放置防止に関する条例 昭61. 4. 5
門真市美しいまちづくり条例 平13. 4. 1

摂津市 摂津市環境の保全及び創造に関する条例 平11. 6.29
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57. 4. 1

高石市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭59. 3.16
高石市自転車等の放置防止に関する条例 昭62. 9.25
高石市環境審議会条例 平 6. 7. 5
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12. 3.16

藤井寺市 藤井寺市環境保全基本条例 昭58. 3.25
藤井寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 3.31
藤井寺市ラブホテル建築の規制に関する条例（全部改正） 平10.12.24

東大阪市 東大阪市文化財保護条例 昭47.11.15
東大阪市空地の適正管理に関する条例 昭50. 4. 1
東大阪市ラブホテル建築規制に関する条例 昭60. 7. 6
東大阪市自転車等の放置防止に関する条例 昭63. 6. 6
東大阪市廃棄物の減量推進適正処理等に関する条例 平 5. 3.31
東大阪市まちの美化推進に関する条例 平 9. 8. 1
東大阪市環境基本条例 平13. 3.31
東大阪市生活環境保全等に関する条例 平13. 3.31

泉南市 泉南市の公害防止と環境保全に関する条例 昭50. 3.29
泉南市空地の適正管理に関する条例 昭54. 3.31
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市町村名 環　　境　　関　　係　　条　　例 公 布 日

四條畷市 四條畷市生活環境条例 昭50. 3.25
四條畷市公害防止に関する条例 昭57. 9.29
四条畷市ラブホテル等建築規制に関する条例 昭60. 9.30

交野市 交野市民の生活環境を守る条例 昭48. 3. 1
交野市文化財保護条例 昭58. 7.27
交野市自転車の放置防止に関する条例 昭60. 7.19
交野市自然環境の保全等に関する条例 昭62. 3.27
交野市社会環境・教育環境保全審議会条例 昭63. 6.17
交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例 昭63. 6.17
交野市生活環境紛争処理条例 平13. 9.18

大阪狭山市 大阪狭山市環境保全に関する基本条例 昭57. 7.20
大阪狭山市ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平 8.10. 1

阪南市 阪南市あき地の適正管理に関する条例 昭63. 3.28
阪南市環境保全条例 平 4. 6.22
阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5.12.27
阪南市まちの美化に関する条例 平 4. 3.29

島本町 島本町あき地等の清潔保持に関する条例 昭47. 3.12
島本町生活環境保全に関する基本条例 昭47. 6. 1
島本町地下水汲上げ規制に関する条例 昭50. 6.20
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 9.12.25
島本町生活環境美化に関する条例 昭61. 4. 5

豊能町 豊能町ラブホテル建築規制に関する条例 昭60. 9.10
豊能町環境保全条例 平11. 3.31

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10.10. 1
能勢町環境基本条例 平13. 3.30

忠岡町 忠岡町環境保全条例 昭51. 8.11
忠岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 6.25
忠岡町ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平11. 9.17

熊取町 美しいまちづくり条例 平 9.10. 8
自転車等放置防止条例 平 9.12.25

田尻町 田尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 9.28
岬町 岬町環境保全対策審議会条例 昭53. 7.31

岬町環境の美化に関する条例 平10. 6.29
岬町土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例 平10. 9.30
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12. 4. 1

太子町 太子町環境保全に関する条例 昭53.12.15
太子町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 8. 6.25

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 昭63.11.26
河南町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.16

千早赤阪村 千早赤阪村建築協定に関する条例 平 4. 6.10
千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.30
千早赤阪村ラブホテル建築規制条例 平 4. 6.10

美原町 美原町環境保全に関する基本条例 昭59. 3.31


