
「土砂埋立て等の規制に関する条例」のうち市町村の条例の制定状況
（令和４年３月末時点で確認できるもの）

【秋田県】 １市（１条例）
潟上市 潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【茨城県】 ４４市町村（４４条例））
水戸市 水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくば市 つくば市土砂等の埋立て等の規則に関する条例
日立市 日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常陸太田市 常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
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
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
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
ひたちなか市 ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
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
那珂市 那珂市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
小美玉市 小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例
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
大洗町 大洗町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
城里町 城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
東海村 東海村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
大子町 大子町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
土浦市 土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
石岡市 石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
龍ヶ崎市 龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例
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
牛久市 牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
守谷市 守谷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
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
かすみがうら市 かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくばみらい市 つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
美浦村 美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
阿見町 阿見町土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例
河内町 河内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
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
古河市 古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
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
下妻市 下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常総市 常総市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
鹿嶋市 鹿嶋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
潮来市 潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
筑西市 筑西市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
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
桜川市 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
神栖市 神栖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
行方市 行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
鉾田市 鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
八千代町 八千代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



五霞町 五霞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
境町 境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

【栃木県】 ２５市町（２５条例）
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
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
栃木市 栃木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
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
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
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
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
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
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
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
上三川町 上三川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
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
茂木町 茂木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
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
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
壬生町 壬生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
野木町 野木町うるおいのあるまちづくり条例
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
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
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
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
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
那須烏山市 那須烏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
那珂川町 那珂川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
下野市 下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

【群馬県】 ２９市町村（２９条例）
前橋市 前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
高崎市 高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例
伊勢崎市 伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
太田市 太田市土砂等による埋立ての規制関する条例
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
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
邑楽町 邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
藤岡市 藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
館林市 館林市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
渋川市 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
富岡市 富岡市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
下仁田町 下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
千代田町 千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
玉村町 玉村町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
沼田市 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
安中市 安中市土砂等による埋立て等の規制に関する条例



みなかみ町 みなかみ町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
中之条町 中之条町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
みどり市 みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
榛東村 榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例
吉岡町 吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
甘楽町 甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
片品村 片品村土砂等による埋立て等の規制に関する条例
昭和村 昭和村土砂等による埋立て等の規制に関する条例
明和町 明和町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
高山村 高山村土砂等による埋立て等の規制に関する条例
川場村 川場村土砂等による埋立て等の規制に関する条例
神流町 神流町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
上野村 上野村土砂等による埋立て等の規制に関する条例

【埼玉県】 ５３市町村（５３条例）
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
川越市 川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
川口市 川口市土砂の堆積等の規制に関する条例
所沢市 所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
越谷市 越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例
草加市 草加市土砂等の堆積の規制に関する条例
春日部市 春日部市土砂のたい積の規制に関する条例
熊谷市 熊谷市土砂等のたい積の規制に関する条例
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
秩父市 秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例
飯能市 飯能市環境保全条例
加須市 加須市環境保全条例
本庄市 本庄市土砂の堆積の規制に関する条例
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
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
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
深谷市 深谷市土砂等のたい積の規制に関する条例
上尾市 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例
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
朝霞市 朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例
和光市 和光市土砂等のたい積の規制に関する条例
新座市 新座市土砂等のたい積の規制に関する条例
桶川市 桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例
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
北本市 北本市土砂等のたい積の規制に関する条例
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
三郷市 三郷市土砂のたい積の規制に関する条例
蓮田市 蓮田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
坂戸市 坂戸市環境保全条例
幸手市 幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例
鶴ヶ島市 鶴ヶ島市の環境を保全する条例
日高市 日高市環境保全条例
吉川市 吉川市環境保全条例
白岡市 白岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例



毛呂山町 毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例
越生町 越生町土砂のたい積の規制に関する条例
滑川町 滑川町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
嵐山町 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
小川町 小川町環境保全条例
川島町 川島町環境保全条例
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
鳩山町 鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例
ときがわ町 ときがわ町環境保全条例
横瀬町 横瀬町土砂等のたい積の規制に関する条例
皆野町 皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
小鹿野町 小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
東秩父村 東秩父村埋土及び盛土等規制条例
美里町 美里町土砂のたい積の規制に関する条例
神川町 神川町土砂のたい積の規制に関する条例
寄居町 寄居町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
宮代町 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例
杉戸町 杉戸町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
松伏町 松伏町環境保全条例

【千葉県】 ５２市町村（５２条例）
千葉市 千葉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
市川市 市川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
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
柏市 柏市土砂等埋立て等規制条例
市原市 市原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
銚子市 銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
館山市 館山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
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
野田市 野田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
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
成田市 成田市土地の埋立て等及び土砂等の規則に関する条例
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
東金市 東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
旭市 旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
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
勝浦市 勝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
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の防止に関する条例
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
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
鴨川市 鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止する条例
鎌ケ谷市 鎌ケ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
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
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
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
袖ヶ浦市 袖ケ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
八街市 八街市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
印西市 印西市土地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
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



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
南房総市 南房総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
匝瑳市 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
香取市 香取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
山武市 山武市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
いすみ市 いすみ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
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
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
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
多古町 多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
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
大網白里市 大網白里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
九十九里町 九十九里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
芝山町 芝山町土砂等埋立て等規制条例
横芝光町 横芝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
一宮町 一宮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
睦沢町 睦沢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
⾧生村 ⾧生村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
白子町 白子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
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
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
大多喜町 大多喜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
御宿町 御宿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
鋸南町 鋸南町土砂等による土地の埋立、盛土及び堆積の規制に関する条例

【東京都】 ６市町（７条例）
八王子市 八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例
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
青梅市 青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
町田市 町田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
あきる野市 あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
日の出町 日の出町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
奥多摩町 奥多摩町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【神奈川県】 １９市町（１９条例）
相模原市 相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
平塚市 平塚市埋立て等の規制に関する条例
藤沢市 藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例
小田原市 小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例
秦野市 秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例
厚木市 厚木市土砂等の適正処理に関する条例
伊勢原市 伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例
海老名市 海老名市土地の埋立て等の規制に関する条例
座間市 座間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
南足柄市 南足柄市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
綾瀬市 綾瀬市土砂等の適正処理に関する条例
葉山町 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例
大磯町 大磯町土地埋立て等規制条例



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
大井町 大井町土地の埋立て等の規制に関する条例
松田町 松田町まちづくり条例
山北町 山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
愛川町 愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【新潟県】 ２市町（２条例）
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
聖篭町 聖籠町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【静岡県】 ９市町（９条例）
沼津市 沼津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
三島市 三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
富士宮市 富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
富士市 富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
御殿場市 御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
裾野市 裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
牧之原市 牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例
函南町 函南町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
小山町 小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【福井県】 １市（１条例）
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

【山梨県】 ８市町村（８条例）
都留市 都留市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
大月市 大月市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
甲斐市 甲斐市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
笛吹市 笛吹市残土による土地の埋立て等の規制に関する条例
上野原市 上野原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
南部町 南部町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
道志村 道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
忍野村 忍野村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【⾧野県】 １町（１条例）
信濃町 信濃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

【岐阜県】 ５市町（５条例）
美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例
中津川市 中津川市埋立て等の規制に関する条例
輪之内町 輪之内町埋立て等の規制に関する条例
揖斐川町 揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
大野町 大野町埋立て等の規制に関する条例

【愛知県】 １７市町村（１７条例）
春日井市 春日井市土砂等の埋立て等に関する条例
みよし市 みよし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
阿久比町 阿久比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



豊明市 豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
日進市 日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例
東郷町 東郷町土質等規制条例
美浜町 美浜町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例
扶桑町 扶桑町埋立て等の規制に関する条例
刈谷市 刈谷市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
尾張旭市 尾張旭市土砂等の埋立て等に関する条例
西尾市 西尾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
⾧久手市 ⾧久手市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
南知多町 南知多町土地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
武豊町 武豊町土地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
常滑市 常滑市土地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
半田市 半田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
大府市 大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例

【三重県】 ３市町（３条例）
伊賀市 伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例
尾鷲市 尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
紀北町 紀北町生活環境の保全に関する条例

【滋賀県】 ５市町（５条例）
大津市 大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
彦根市 彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
野洲市 野洲市生活環境を守り育てる条例
高島市 高島市未来へ誇れる環境保全条例
愛荘町 やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例

【京都府】 １０市町村（１０条例）
京都市 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
亀岡市 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例
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に土砂採取事業の
規制に関する条例
京田辺市 京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
城陽市 城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
南丹市 南丹市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
井手町 井手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
宇治田原町 宇治田原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
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
南山城村 南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例

【大阪府】 ２４市町村（２４条例）
堺市 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例
岸和田市 岸和田市土砂埋立て等の規制に関する条例
高槻市 高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例
茨木市 茨木市土砂埋立て等の規制に関する条例
枚方市 枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例
富田林市 富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例
箕面市 箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例
岬町 岬町土砂等による埋立て、盛り土又はたい積行為の規制に関する条例



柏原市 柏原市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
羽曳野市 羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例
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
和泉市 和泉市生活環境の保全等に関する条例
河南町 河南町土砂埋立て等の規制に関する条例
貝塚市 貝塚市土砂埋立て等の規制に関する条例
池田市 池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
泉佐野市 泉佐野市土砂埋立て等の規制に関する条例
阪南市 阪南市土砂埋立て等に関する条例
大阪狭山市 大阪狭山市土砂埋立て等の規制に関する条例
島本町 島本町土砂埋立て等の規制に関する条例
豊能町 豊能町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
能勢町 能勢町土砂埋立て等の規制に関する条例
能取町 土砂埋立て等の規制に関する条例
太子町 太子町土砂採取に関する条例
千早赤阪村 千早赤阪村土砂埋立て等の規制に関する条例

【兵庫県】 ６市町（６条例）
神戸市 神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例
洲本市 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
三田市 三田市土地の埋立て等の規制に関する条例
南あわじ市 西淡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
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
猪名川町 猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例

【奈良県】 １３市町村（１３条例）
奈良市 奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
天理市 天理市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
五條市 五條市土砂等の埋立て等の規定に関する条例
御所市 御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例
生駒市 生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
葛城市 葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
宇陀市 宇陀市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
御杖村 御杖村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
高取町 高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
大淀町 大淀町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
下市町 下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
山添村 山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【和歌山県】 ６市町（６条例）
湯浅町 湯浅町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
橋本市 橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
紀の川市 紀の川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
かつらぎ町 かつらぎ町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
高野町 高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
紀美野町 紀美野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例



【島根県】 １町（１条例）
海士町 海士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

【岡山県】 ４市町（４条例）
岡山市 岡山市埋立行為等の規制に関する条例
倉敷市 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例
笠岡市 笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例
早島町 早島町埋立行為等規制条例

【広島県】 ４市町（５条例）
広島市 広島市土砂堆積等規制条例
三原市 三原市小規模土砂埋立行為に関する条例
東広島市 東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例
東広島市 東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例
大崎上島町 大崎上島町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

【山口県】 １町（１条例）
田布施町 田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

【徳島県】 ３市町（３条例）
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
勝浦町 勝浦町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
石井町 石井町土砂及び再生砕石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

【愛媛県】 １市（１条例））
今治市 吉海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

【高知県】 １市（１条例）
須崎市 須崎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

【福岡県】 ６市町（６条例）
福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例
豊前市 豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例
みやこ町 みやこ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
吉富町 吉富町土砂等のたい積の規制に関する条例
上毛町 上毛町土砂等のたい積の規制に関する条例
築上町 築上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

【佐賀県】 ３市町（３条例）
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
小城市 小城市土砂等の埋立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
みやき町 みやき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

【熊本県】 １町（１条例）
南関町 南関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

【大分県】 ８市町村（８条例）
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



杵築市 杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例
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
日出町 日出町土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例
国東市 国東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
佐伯市 佐伯市埋立て等規制条例
中津市 中津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
姫島村 姫島村土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例

【宮崎県】 １市（１条例）
延岡市 延岡市土砂の採取等及び埋立て等に伴う災害の防止に関する条例

【鹿児島県】 １市（１条例）
志布志市 志布志市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条


