
議案第２０号 

 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、別紙

のとおり埼玉県市町村総合事務組合の規約を変更することについて議決を求める。 

 

 

  令和４年２月２１日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について協議したいので、地方自治法第

２９０条の規定により、この案を提出するものである。 



別紙 

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次の

ように変更する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、改正部分をそれに対応

する改正後部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 
秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本

庄市 東松山市 春日部市 狭山市 

羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草

加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞

市 志木市 和光市 新座市 桶川市 

 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 

 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 

鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野

市 熊谷市 蕨市 白岡市 伊奈町 

三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 

嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 

長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 

 神川町 上里町 寄居町 宮代町  

杉戸町  松伏町  埼玉県都市ボート 

レース企業団 埼葛斎場組合 越谷・

松伏水道企業団 蓮田白岡衛生組合 

久喜宮代衛生組合 朝霞地区一部事務

組合 埼玉県市町村総合事務組合 桶

川北本水道企業団 小川地区衛生組合 

 皆野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊

奈衛生組合 志木地区衛生組合 北本

地区衛生組合 入間西部衛生組合 東

埼玉資源環境組合 本庄上里学校給食 

組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、 

鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村圏

組合 坂戸地区衛生組合 入間東部地

区事務組合 吉川松伏消防組合 児玉

郡市広域市町村圏組合 彩北広域清掃

組合 埼玉西部環境保全組合 坂戸・

鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村圏組

合 埼玉県央広域事務組合 西入間広

域消防組合 埼玉中部環境保全組合 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

広域利根斎場組合 大里広域市町村圏

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 
秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本

庄市 東松山市 春日部市 狭山市 

羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草

加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞

市 志木市 和光市 新座市 桶川市 

 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 

 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 

鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野

市 熊谷市 蕨市 白岡市 伊奈町 

三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 

嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 

長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 

 神川町 上里町 寄居町 宮代町 

杉戸町 松伏町 埼玉県都市競艇組合 

 埼葛斎場組合 越谷・松伏水道企業

団 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代衛生

組合 朝霞地区一部事務組合 埼玉県

市町村総合事務組合 桶川北本水道企

業団 小川地区衛生組合 皆野・長瀞

下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 

志木地区衛生組合 北本地区衛生組合 
 入間西部衛生組合 東埼玉資源環境

組合 本庄上里学校給食組合 坂戸、

鶴ヶ島水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水

道組合 秩父広域市町村圏組合 坂戸

地区衛生組合 入間東部地区事務組合 
 吉川松伏消防組合 児玉郡市広域市

町村圏組合 彩北広域清掃組合 埼玉

西部環境保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防

組合 比企広域市町村圏組合 埼玉県

央広域事務組合 西入間広域消防組合 
 埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越

生・鳩山公共下水道組合 広域利根斎

場組合 大里広域市町村圏組合 埼玉 



組合 埼玉西部消防組合 埼玉東部消

防組合 草加八潮消防組合 
  

別表第２（第４条関係） 

共同処

理する

事務 
組合市町村 

第４条

第１号

に掲げ

る事務 

秩父市 所沢市 飯能市 

加須市 本庄市 東松山市 

 春日部市 狭山市 羽生

市 鴻巣市 深谷市 上尾

市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木

市 和光市 新座市 桶川

市 久喜市 北本市 八潮

市 富士見市 三郷市 蓮

田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 

ふじみ野市 白岡市 伊奈

町 三芳町 毛呂山町 越

生町 滑川町 嵐山町 小

川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 

 皆野町 長瀞町 小鹿野

町 東秩父村 美里町 神

川町 上里町 寄居町 宮

代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市ボートレース企業

団 埼葛斎場組合 越谷・

松伏水道企業団 蓮田白岡

衛生組合 久喜宮代衛生組

合 朝霞地区一部事務組合 

 埼玉県市町村総合事務組

合 桶川北本水道企業団 

小川地区衛生組合 皆野・

長瀞下水道組合 上尾桶川

伊奈衛生組合 志木地区衛

生組合 北本地区衛生組合 

 入間西部衛生組合 東埼

玉資源環境組合 本庄上里

学校給食組合 坂戸、鶴ヶ

島水道企業団 坂戸、鶴ヶ

島下水道組合 秩父広域市

町村圏組合 坂戸地区衛生

組合 入間東部地区事務組

合 吉川松伏消防組合 児

玉郡市広域市町村圏組合 

彩北広域清掃組合 埼玉西

部環境保全組合 坂戸・鶴

ヶ島消防組合 比企広域市

町村圏組合 埼玉県央広域

西部消防組合 埼玉東部消防組合 草

加八潮消防組合 
 

別表第２（第４条関係） 

共同処

理する

事務 
組合市町村 

第４条

第１号

に掲げ

る事務 

秩父市 所沢市 飯能市 

加須市 本庄市 東松山市 

 春日部市 狭山市 羽生

市 鴻巣市 深谷市 上尾

市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木

市 和光市 新座市 桶川

市 久喜市 北本市 八潮

市 富士見市 三郷市 蓮

田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 

ふじみ野市 白岡市 伊奈

町 三芳町 毛呂山町 越

生町 滑川町 嵐山町 小

川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 

 皆野町 長瀞町 小鹿野

町 東秩父村 美里町 神

川町 上里町 寄居町 宮

代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市競艇組合 埼葛斎

場組合 越谷・松伏水道企

業団 蓮田白岡衛生組合 

久喜宮代衛生組合 朝霞地

区一部事務組合 埼玉県市

町村総合事務組合 桶川北

本水道企業団 小川地区衛

生組合 皆野・長瀞下水道

組合 上尾桶川伊奈衛生組

合 志木地区衛生組合 北

本地区衛生組合 入間西部

衛生組合 東埼玉資源環境

組合 本庄上里学校給食組

合 坂戸、鶴ヶ島水道企業

団 坂戸、鶴ヶ島下水道組

合 秩父広域市町村圏組合 

 坂戸地区衛生組合 入間

東部地区事務組合 吉川松

伏消防組合 児玉郡市広域

市町村圏組合 彩北広域清

掃組合 埼玉西部環境保全

組合 坂戸・鶴ヶ島消防組

合 比企広域市町村圏組合 

 埼玉県央広域事務組合 



事務組合 西入間広域消防

組合 埼玉中部環境保全組

合 毛呂山・越生・鳩山公

共下水道組合 広域利根斎

場組合 大里広域市町村圏

組合 埼玉西部消防組合 

埼玉東部消防組合 草加八

潮消防組合 
［略］ 

 

西入間広域消防組合 埼玉 

中 部 環 境 保 全 組 合  毛 呂 

山・越生・鳩山公共下水道

組合 広域利根斎場組合 

大里広域市町村圏組合 埼

玉西部消防組合 埼玉東部

消防組合 草加八潮消防組

合 
［略］ 

 

  

   附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


