【別紙１】

１

主な関係法令等

法令

（１）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）
（２）公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）
（３）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）
（４）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）
（５）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）
（６）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）
（７）住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）
（８）水道法（昭和 32 年法律第 177 号）
（９）下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）
（10）ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）
（11）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）
（12）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）
（13）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律 53 号）
（14）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）
（15）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）
（16）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）
（17）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）
（18）振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）
（19）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）
（20）騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）
（21）大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）
（22）電波法（昭和 25 年法律第 131 号）
（23）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）
（24）文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）
（25）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
（26）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）
（27）特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）
（28）屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）
（29）土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）
（30）道路法（昭和 27 年法律第 180 号）
（31）宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）
（32）都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）
（33）景観法（平成 16 年法律第 110 号）
（34） 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）

２

愛知県の条例等

（１）県民の生活環境の保全等に関する条例（平成 15 年条例第 7 号）
（２）愛知県県営住宅条例（昭和 28 年条例第 13 号）
（３）愛知県建築基準条例（昭和 39 年条例第 49 号）
（４）人にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成 6 年条例第 33 号）
（５）愛知県安全なまちづくり条例（平成 16 年条例第 4 号）
（６）愛知県屋外広告物条例（昭和 39 年条例第 56 号）
（７）美しい愛知づくり条例（平成 18 年条例第６号）
（８）自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例（昭和 48 年条例第 3 号）
（９）愛知県文化財保護条例（昭和 30 年条例第 6 号）
（10）愛知県環境基本条例（平成 7 年条例第 1 号）
（11）愛知県個人情報保護条例（平成 16 年条例第 66 号）
（12）愛知県暴力団排除条例（平成 22 年条例第 34 号）
（13）愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年条例第 56 号）
（14）高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則（平成 13 年規則第 76 号）
（15）愛知県環境物品等の調達の推進を図るための基本方針（平成 13 年 12 月策定）

３

東浦町の条例等

（１）東浦町文化財保護条例（昭和 53 年条例第 12 号）
（２）東浦町下水道条例（昭和 63 年条例第 32 号）
（３）東浦町水道事業給水条例（平成 10 年条例第 10 号）
（４）東浦町個人情報保護条例（平成 20 年条例第 40 号）
（５）東浦町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 16 号）
（６）東浦町景観条例（平成 28 年条例第 24 号）
（７）東浦町文化財保護条例施行規則（昭和 53 年教育委員会規則第 1 号）
（８）東浦町下水道条例施行規則（昭和 63 年規則第 18 号）
（９）東浦町水道事業給水条例施行規程（平成 10 年水道事業管理規程第 1 号）
（10）東浦町宅地開発等に関する指導要綱（平成 14 年 5 月 1 日施行）
（11）東浦町子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年 3 月）
（12）東浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 2 月）
（13）東浦町景観計画（平成 28 年 4 月）

