
 

 

悪臭防止法に基づく臭気指数に係る規制地域の指定状況（H18.6.1 現在373） 
 臭気指数に係る規制 臭気指数の  

 地方公共団体名 地域の指定年月日 規制基準 規制地域 

 （施行年月日） （敷地境界線）  

 茨城県 下館市 平成８年３月２１日 １２ 市街化区域 
 (平成８年４月１日)   

 北海道 札幌市 平成１０年５月２５日 １０ 都市計画区域 
 (平成１０年７月１日)   

 三重県 尾鷲市 平成１０年７月１０日 Ａ区域 １５ 従来の規制地域 

 (平成１０年８月１日) Ｂ区域 ２１ 新設の規制地域 

 静岡県 御前崎町 平成１２年９月２９日 １８ 町全域 

     金谷町 (平成１３年４月１日)   

     菊川町    

 岡山県 赤坂町 平成１３年３月３０日 １３ 
 （平成１３年１０月１日）  

一部地域（残りは特定悪

臭物質による規制） 

 岡山県 和気町 平成１３年３月３０日 １種区域 １２ 準工業以外の用途地域 

 （平成１３年１０月１日） ２種区域 １４ その他の地域 

 岡山県 柵原町 平成１３年３月３０日 １４ 町全域 
 （平成１３年１０月１日）   

 静岡県 浜松市 平成１３年８月３１日 １０ 市全域 
 （平成１４年１月１日）   
 東京都 平成１３年１２月２６日 １種区域 １０ 都全域 

（２３区２６市 （平成１４年７月１日） ２種区域 １２  

   ３町１村）  ３種区域 １３  

 茨城県 緒川村 平成１４年３月２２日 １８ 村全域 

 （平成１４年４月１日）   

 福岡県 筑紫野市 平成１４年３月２７日 １２ 市全域 
 （平成１４年１０月１日）   

 福岡県 太宰府市 平成１４年３月２７日 １２ 市全域 
 （平成１４年１０月１日）   

 福岡県 古賀市 平成１４年３月２７日 １２ 市全域 
 （平成１４年１０月１日）   

 広島県 芸北町 平成１４年１１月２８日 １５ 町全域 

     大朝町 （平成１５年４月１日）   

     向原町    

 長野県 松本市 平成１５年３月１日 第１種地域 １２ 市全域 

 （平成１５年９月１日） 第２種地域 １５  

  第３種地域 １８  



 

 

    

 臭気指数に係る規制 臭気指数の  
 地方公共団体名 地域の指定年月日 規制基準 規制地域 
 （施行年月日） （敷地境界線）  

 茨城県 御前山村 平成１５年３月３１日 １８ 
     山方町 （平成１５年４月１日）  

町村全域 
 

     美和村    

 宮城県 平成１５年３月３１日 １５ 市街化区域＋一部地域 

 （９市２町） （平成１５年１０月１日）   

    

 福岡県 春日市 平成１５年３月３１日 １２ 市町全域 

     山川町 （平成１５年１０月１日）   

     大任町    

鹿児島県鹿児島市 平成１５年４月１日 Ａ地域 １２ 桜島を除く市全域 

    （平成１５年７月１日） Ｂ地域 １５  

  Ｃ地域 １８  

 静岡県 御殿場市 平成１５年４月２２日 １種地区 １５ 市全域 

 （平成１５年１０月１日） ２種地区 １８  

    

 神奈川県 平成１５年８月１日 １種地域 １０ 都市計画区域 

（１０市１７町） （平成１５年１１月１日） ２種地域 １５ （農業振興地域を除く） 

神奈川県小田原市 平成１５年８月１日 第１種区域 １０ 市全域 

    （平成１５年１１月１日） 第２種区域 １５  

 （平成１６年１１月１日）  調整区域は１６年施行 

 滋賀県 平成１５年８月８日 第１種地域 １０ 市町全域又は一部地域 

 （２市５町） （平成１５年９月１日） 第２種地域 １２  

  第３種地域 １３  

 広島県 広島市 平成１５年９月１日 第１種区域 １０ 市全域 

  （平成１６年１月１日） 第２種区域 １３  

  第３種区域 １５  

 長崎県 時津町 平成１５年１０月３日 Ａ区域 １３ 都市計画区域 

  （平成１６年４月１日） Ｂ区域 １５ （工専及び調整区域を除く）

    

新潟県 平成１５年１２月１２日 第１種区域 １０ 市街化区域及びそれに 

 （１９市２７町 （平成１６年４月１日） 第２種区域 １２ 準ずる区域 

      ８村）  第３種区域 １３  

 

 

 



 

 

 臭気指数に係る規制 臭気指数の 
地方公共団体 地域の指定年月日 規制基準 

 
規制地域 

 （施行年月日） （敷地境界線）  

群馬県 平成１６年３月２６日 指数１３区域 １３ 市町全域又は一部 

（４市４町） （平成１６年１０月１日） 指数 15区域 １５  

  指 数 2 1 区 域 ２１  

群馬県 高崎市 平成１６年３月３０日 Ａ区域 １２ 市全域 

 （平成１６年１０月１日） Ｂ区域 １５  

  Ｃ区域 １８  

  Ｄ区域 ２１  

群馬県 前橋市 平成１６年３月３０日 Ａ区域 １２ 市全域 

 （平成１６年１０月１日） Ｂ区域 １５  

  Ｃ区域 １８  

  Ｄ区域 ２１  

福岡県 平成１６年３月２６日 １２ 市町全域 

（３市２町） （平成１６年１０月１日）   

山形県 平成１６年３月３０日 Ａ区域 １２ 市町全域又は一部 

（５市１３町） （平成１６年１１月１日） Ｂ区域 １５  

  Ｃ区域 １９  

広島県 世羅町 平成１６年４月１２日 １５ 町全域 

 （平成１６年１０月１日）   

長崎県 大村市 平成１６年４月２０日 Ａ区域 １３ 一部地域 

 （平成１６年１０月１日） Ｂ区域 １５  

神奈川県横須賀市 平成１６年７月２６日 第１種区域 １０ 市全域 

 （平成１６年１１月１日） 第２種区域 １５ （農業振興地域を除く） 

広島県 福山市 平成１６年７月１日 第１種区域 １２ 市全域 

 （平成１６年１２月１日） 第２種区域 １５  

  第３種区域 １８  

静岡県 平成１６年１０月１日 第１種区域 １５ 市全域（工業地域、工業専

（１市３町１村） （平成１７年４月１日） 第２種区域 １８ 用地域を除く） 

静岡県 富士市 平成１６年１０月２２日 第１種区域 １０ 市街化区域及び 

 （平成１７年４月１日） 第２種区域 １３ 市街化調整区域 

  第３種区域 １５  

山梨県 平成１６年１０月２８日 Ａ地域 １３ 一部地域 

（１０市１７町 （平成１７年２月１日） Ｂ地域 １５  

７村）  Ｃ地域 １７  



 

 

 

地方公共団体 

臭気指数に係る規制 

地域の指定年月日 

（施行年月日） 

臭気指数の 

規制基準 

（敷地境界線） 

 

規制地域 

神奈川県茅ヶ崎市 平成１６年１２月１５日 第１種区域 １０ 市全域（農業振興地域を

 （平成１７年１月１日） 第２種区域 １５ 除く） 

山梨県甲府市 平成１６年１２月２４日 Ａ地域 １３ 一部地域 

 （平成１７年４月１日） Ｂ地域 １５  

  Ｃ地域 １７  

茨城県 関城町 平成１７年２月２８日 Ａ区域 １２ 市街化区域及び 

    明野町 （平成１７年３月１日） Ｂ区域 １８ 市街化調整区域 

    協和町    

福岡県 須恵町 平成１７年３月１６日 １２ 区域全域 

    遠賀町 （平成１７年１０月１日）   

    立花町    

群馬県 

（２市２村） 

平成１７年３月２５日 

（平成１７年１０月１日） 

指数15区域 １５

指数21区域 ２１

市村全域又は一部 

千葉県 習志野市 

    市原市 
平成１７年３月１１日 

（平成１７年８月１日） 

Ａ区域 １２ 

Ｂ区域 １３ 

Ｃ区域 １４ 

一部地域 

静岡県湖西市 平成１７年９月３０日 

（平成１８年４月１日） 

第１種区域 １５

第２種区域 １８

市全域 

岡山市 
平成１７年１２月１４日 

（平成１８年６月１日） 

第１種区域 １２

第２種区域 １５

第３種区域 １８

市全域 

大阪市 平成１８年１月２７日 

（平成１８年４月１日） 
１０ 

全域 

埼玉県 

（４５市町） 
平成１８年３月３１日 

（平成１８年１０月１日） 

Ａ区域 １５ 

Ｂ区域 １８,２１

Ｃ区域 １８ 

全域 

愛知県 

（４５市町村） 
平成１８年４月２８日 

（平成１８年１０月１日） 

第１種区域 １２

第２種区域 １５

第３種区域 １８

一部地域 

福岡県 

（４市町） 

平成１８年４月２６日 

（平成１８年１０月１日） 

Ａ区域 １２ 

Ｂ区域 １５ 

一部地域 



 

 

大阪府 

（５市町） 

平成１８年５月２６日 

（平成１８年６月１日） 
１０ 

全域 

静岡県牧之原市 

（１市） 

平成１８年９月２６日 

（平成１８年１２月１日） 
１５ 

全域 

 

 


