（別添）

地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
（下線のある地方公共団体は、今回の調査で新規に又は変更の報告があったもの）
１．都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

・北海道公害防止条例（⑧）
・県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例（②③④⑤）
・宮城県公害防止条例（⑧）
・秋田県汚染土壌浄化施設の設置及び維持管理に関する指導要綱（⑨）
・山形県生活環境の保全等に関する条例（②③④⑧）
・福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例（⑥⑨）
・福島県汚染土壌処理指導要綱（⑥）
・福島県土壌汚染対策事務処理要領（④⑤）
栃木県
・栃木県公害防止条例（⑧）
群馬県
・群馬県の生活環境を保全する条例（②③⑥⑧）
埼玉県
・埼玉県生活環境保全条例（②③④⑥）
・千葉県環境保全条例（⑧）
千葉県
東京都
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（②③⑥）
神奈川県 ・神奈川県生活環境の保全等に関する条例（②③⑤⑦⑧）
新潟県
・新潟県生活環境の保全等に関する条例（②③④⑧）
福井県
・福井県公害防止条例（⑧）
福井市
・福井市公害防止条例（⑧）
山梨県
・工場等における地下水汚染防止対策指導指針（⑧）
静岡県
・生活環境の保全等に関する条例（⑧）
愛知県
・県民の生活環境の保全等に関する条例（②③④⑥⑧）
三重県
・三重県生活環境の保全に関する条例（⑨）
京都府
・京都府環境を守り育てる条例（⑧）
大阪府
・大阪府生活環境の保全等に関する条例（②③⑤⑥⑦⑧）
奈良県
・生活環境保全条例（⑧）
和歌山県 ・和歌山県公害防止条例（⑧）
鳥取県
・鳥取県公害防止条例（⑧）
岡山県
・岡山県環境への負荷の低減に関する条例（④⑧）
広島県
・広島県生活環境の保全等に関する条例（②⑧）
香川県
・みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例（②）
札幌市
・札幌市生活環境確保に関する条例（⑧⑨）
いわき市 ・いわき市土壌汚染指定区域台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱（⑨）
水戸市
・水戸市公害防止条例（⑧）
前橋市
・土壌及び地下水汚染対策要綱（⑨）
千葉市
・千葉市環境基本条例（⑧）
・千葉市環境保全条例（⑧）
・千葉市土壌汚染対策指導要綱（②③④）
市川市
・市川市環境保全条例（②③④⑥⑧⑨）
船橋市
・船橋市環境保全条例（⑧）
柏市
・柏市環境保全条例（⑧）
市原市
・市原市生活環境保全条例（⑧）
・市原市民の環境を守る基本条例（⑧）
横浜市
・横浜市工場等跡地土壌汚染対策指導要綱（①②③⑥⑦）
・横浜市公共用地等取得に係る土壌汚染対策事務処理要綱（①③）
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川崎市
・川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（②④⑤⑥）
新潟市
・新潟市生活環境の保全等に関する条例（⑧）
金沢市
・金沢市環境保全条例（⑨）
・岐阜市地下水保全条例（④⑤）
岐阜市
浜松市
・浜松市土壌・地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱（②③④⑧）
名古屋市 ・市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（②③④⑥⑦⑧）
高槻市
・高槻市環境影響評価条例（②⑨）
・高槻市環境影響評価指導要綱（②⑨）
枚方市
・枚方市公害防止条例（⑧）
八尾市
・八尾市公害防止条例（⑧）
東大阪市 ・東大阪市生活環境保全等に関する条例（⑨）
尼崎市
・工場跡地に関する取扱要綱（⑨）
・尼崎市の環境を守る条例（⑧）
北九州市 ・工場・事業場及びその跡地の土壌汚染対策指導要領（④⑦）
佐世保市 ・佐世保市環境保全条例（⑧）
・土壌汚染対策法の施行に係る事務処理要領（⑨）
熊本市
（注）
① 公有地取得・売却の際に、土壌汚染の有無の確認を土地所有者に行わせるもの
② 公有地以外の工場跡地等の用途転換・再開発等の際に土壌調査を事業者に実施させるもの
③ 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原
因者に負担させるもの
④ 事業者が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
⑤ 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
⑥ 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
⑦ 土壌の汚染の有無の判断基準として、土壌環境基準以外の独自の基準を設けているもの
⑧ 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
⑨ その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等

２．土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道帯広市、苫小牧市、登別市、恵庭市、伊達市、石狩市、福島町、上磯町、恵山町、長万部町、余市町、
遠軽町、豊浦町、音更町、幕別町、標津町
・公害防止条例
北海道下川町
・環境保全条例
北海道虻田町、厚岸町
・公害防止並びに環境保全に関する条例
秋田県大館市
・環境基本条例/環境保全条例
東京都港区
・環境影響調査実施要綱
東京都江東区
・建築確認申請にかかる協議等に関する取扱い基準
東京都大田区
・土壌汚染防止指導要綱
東京都板橋区
・大規模建築物等指導要綱／土壌汚染調査・処理基準
東京都足立区
・環境整備指導要綱
東京都葛飾区
・「公有地取得に際して重金属等による汚染対策」について
東京都武蔵野市
・公害防止に関する条例
神奈川県秦野市
・地下水汚染の防止及び浄化に関する条例
長野県岡谷市、須坂市、塩尻市、辰野町、小布施町、戸隠村
・公害防止条例
長野県伊那市
・環境条例
長野県駒ヶ根市、蓑輪町、松川町、安曇村
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長野県中野市
長野県臼田町
長野県高遠町
長野県飯島町
長野県長谷村
大阪府和泉市

・ 環境保全条例
・環境保全及び公害防止に関する条例
・自然との共存を目ざす条例
・いきいき環境保全条例
・さわやか環境保全条例
・自然環境保全条例
・生活環境の保全等に関する条例

３．都道府県、土壌汚染対策法政令市が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止
を図る条例等
茨城県
栃木県
兵庫県

・茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
・栃木県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
・産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
・淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
愛媛県
・愛媛県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
・大分県生活環境の保全等に関する条例
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
・埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
埼玉県
川越市
・川越市土砂のたい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
さいたま市・さいたま市土砂のたい積等にの規制に関する条例
・千葉県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
千葉県
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
船橋市
・船橋市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
柏 市
・柏市埋立事業規制条例及び同規則
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
４．土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の
防止を図る条例等
埼玉県岩槻市、桶川市、吉見町、大利根町、栗橋町
・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
埼玉県加須市、吉川市
・環境保全条例
大阪府富田林市、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
兵庫県五色町、西淡町
・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
兵庫県一宮町、津名町
・ 残土埋立事業の適正化に関する条例
・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
岡山県美星町
徳島県阿南市
・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
愛媛県伊予市、吉海町
・土砂等による土地の埋立て及びたい積行為の規制に関する条例等
熊本県南関町
・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
大分県国東町、武蔵町、杵築市、安岐町、日出町、国見町、豊後高田市
・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
鹿児島県志布志町・土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
５．都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている補助・融資制度
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北海道
岩手県
宮城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
静岡県
三重県
大阪府
広島県
徳島県
愛媛県
福岡県
仙台市
高崎市
所沢市
越谷市
千葉市
船橋市
柏市
横浜市
平塚市
藤沢市
金沢市
静岡市
浜松市
沼津市
富士市
名古屋市
堺市
高槻市
寝屋川市
岡山県
福山市
福岡市
宮崎市

・中小企業総合振興基金
・岩手県環境創造資金
・中小企業融資制度（環境安全管理対策資金）
・環境保全資金
・環境保全創造資金融資
・彩の国環境創造資金貸付制度
・技術・事業革新等支援資金融資
・中小企業制度融資―フロンティア資金
・環境保全資金貸付制度
・中小企業環境施設等整備資金
・環境保全資金利子補給制度
・中小企業融資制度（環境保全資金）
・中小企託融資制度
・県費預託融資制度（環境保全資金融資）
・環境保全施設整備等資金貸付制度
・環境保全資金貸付利子補給金交付制度
・環境保全施設等整備資金融資制度
・仙台市中小企業融資制度の環境保全促進資金
・中小企業地球環境改善資金融資制度
・環境創造資金
・中小企業環境整備資金
・公害防止施設改善資金融資／中小企業資金融資
・船橋市公害防止設備資金融資制度
・中小企業資金融資制度
・中小企業金融制度
・中小企業向け融資制度
・公害防止資金融資制度
・産業振興資金
・環境保全資金借入金利子補給金
・環境保全資金利子補給要領
・環境保全資金利子補給制度
・環境保全資金利子補給制度
・環境保全設備資金あっせん融資
・環境共生資金融資、環境共生補助金交付要綱
・中小企業公害防止及び下水道の除害施設等に係る資金特別融資要綱
・公害防止資金融資あっせん要綱
・岡山県中小企業振興資金融資制度要綱（設備改善資金（環境対策資金））
・環境保全融資資金
・商工金融資金制度（公害防止資金）
・環境改善資金利子補給要綱
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