
 

市町村名 環 境 関 係 条 例 公布年月日 最新改正年月日

大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例 平 5. 3. 1 平30.3.28

大阪市環境基本条例 平 7. 3.16 -

大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例 平 7. 9.29 -

大阪市環境影響評価条例 平10. 4. 1 平24. 2.29

大阪市都市景観条例 平10. 9.28 平29.3.29

大阪市建築物の環境配慮に関する条例 平24.1.31 平29.2.27

大阪市屋外広告物条例 昭31.10. 1 平24.11.20

大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例 昭63. 4. 1 平26. 5.28

大阪市下水道条例 昭35. 4. 1 平31.3.14

大阪市みどりのまちづくり条例 平成28.3.2 -

大阪市路上喫煙の防止に関する条例 平19. 3.16 -

大阪市循環型社会形成推進条例 平23.10. 3 -

大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例 平23.10. 3 平29.2.27

大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例 平25.12. 2 -

堺市環境基本条例 平 9. 3.28 平29.6.26

堺市循環型社会形成推進条例 平15.12.22 平30.3.30

堺市環境影響評価条例 平18.12.22 平29.6.26

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平5.3.31 平30.3.30

市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例 昭44.12.20 平29.6.26

堺市まちの美化を推進する条例 平13.9.21 平21.9.14

堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例 平21.9.14 -

堺市基金条例 平26.12.19 平30.3.30

堺市緑の保全と創出に関する条例 平22.6.18 平29.3.30

岸和田市環境保全条例 昭51. 3.31 平28. 6. 24

岸和田市土砂埋立て等の規制に関する条例 平29. 12.27 -

岸和田市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5. 3.24 平26. 9. 5

岸和田市きれいなまちづくり条例 平25. 3.26 -

岸和田市文化財保護条例 平 5. 6.17 平25. 3.26

岸和田市都市公園条例 昭41. 7.14 平26. 3.24

岸和田市景観条例 平 22.6.28 平30.3.27

岸和田市建築協定条例 昭59.12.13 -

豊中市環境の保全等の推進に関する条例 平17. 3.31 平30. 3. 22

地球温暖化防止基金積立条例 平21.4.1 平26.4.1

豊中市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平 5. 4. 1 平31.3.19
豊中市環境基本条例 平 7.10.11 平19. 3.30

豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例 平17. 4. 1 平19. 3.23

豊中市路上喫煙の防止に関する条例 平24. 3.30 -

池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 昭47. 4. 1 平25. 3.28

池田市環境保全条例 昭53. 7. 1 平28. 6.24

池田市環境基本条例 平28. 6.24 -

五月山景観保全条例 平 8.10. 1 平14. 3.29

池田市環境基金条例 平19. 9.28 -

池田市美しいまち推進条例 平21. 3.30 -

池田市立３Ｒ推進センター条例 平21. 3.30 -

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 平30. 3.27 -

吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平 5.10.14 平30.10.1

吹田市旅館営業に対する規制に関する条例 昭46.12.28 -

吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例 平 6.10. 7 平23. 1. 5

吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例 平 8. 3.29 -

吹田市環境基本条例 平 9. 3.31 -

吹田市環境の保全等に関する条例 平 9. 3.31 平28.12.28

吹田市みどりの保護及び育成に関する条例 平 9.10.13 -

吹田市環境まちづくり影響評価条例 平10. 3.31 平23.12.27

吹田市環境美化に関する条例 平11. 3.29 平26. 9.30

泉大津市環境保全条例 昭51. 4. 1 平27.6.29

泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5.12.27 平27. 9.17

泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭57. 5.18 平 7. 9.26

泉大津市環境基本条例 平14. 3. 8 -

泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の放置の禁止に関する条例 平23.12.13 -

高槻市建築協定に関する条例 昭44.10. 1 平13.3.28

高槻市文化財保護条例 昭44.10. 1 平17.3.25

あき地の清潔保持に関する条例 昭47. 6.15 平13.3.28

高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例 平21. 3.26 -

高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例 昭57. 4. 2 平13.3.28

高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例 昭61. 6.26 平30.3.28

高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例 昭61.10.3 平16.9.30

高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例 平 5.12.22 平31.3.22

高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例 平 8.12.20 平30.3.28

高槻市環境基本条例 平13. 3.28 -

高槻市屋外広告物条例 平14.12.20 平26.3.27

高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 平16. 6.23 平30.6.26

開発事業の手続等に関する条例 平14.12.20 -

高槻市環境影響評価条例 平15. 9.30 平25.9.26

高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平16. 3.26 平30.3.28

高槻市まちの美化を推進する条例 平18. 3.29 平25.3.28

高槻市環境基金条例 平19.7.13 -

高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例 平25.3.28 平26.3.27

高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例 平25.12.19 -

高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例 平27.12.17 -

高槻市工場立地法地域準則条例 平29.3.28 -

高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例 平30.3.28 -
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貝塚市環境保全条例 昭52. 3.30 平28.3.28

貝塚市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭57. 9.30 平 7. 6.30

貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 平 5. 6.28 平31.3.19

貝塚市自転車等の放置防止に関する条例 平 9. 3.31 平24.6.25

貝塚市放置自動車の適正な処理に関する条例 平17. 9.20 平20. 3.17

貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちを作るための条例 平24.3.30 平28.3.28

守口市民の環境をまもる基本条例 昭52. 3.25 -

みどりの環境をつくる条例 昭53.12.14 -

守口市公害等紛争調整条例 昭56. 3.26 昭63. 7.13

空閑地の維持管理に関する条例 昭57. 3.30 -

守口市まちの美化推進に関する条例 平13. 3.28 平15. 3. 3

守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例 平5.3.24 平30.4.1

守口市路上喫煙の防止に関する条例 平29.4.1 -

枚方市公害防止条例 昭46.12..24 平25.12.9

枚方市住み良い環境に関する条例 昭49. 1. 4 平28.12.8

枚方市一般旅館及びラブホテルの建築規制に関する条例 昭57. 3.10 平30.3.15

枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例 昭59. 9.20 平10. 3.27

枚方市環境影響評価条例 平 4.12.21 平28.12.8

枚方市文化財保護条例 平 5.12.17 平17. 3.10

枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例 平 5.12.22 平31.3.12

枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平25.12.9 平30.6.25

枚方市環境基本条例 平10. 3.27 平18. 6.16

枚方市景観条例 平26. 3.20 平28.3.30

枚方市屋外広告物条例 平25. 12.9 平27.12.14

枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例 平14. 3.19 -

枚方市路上喫煙の制限に関する条例 平20. 9.19 -

枚方市ペット霊園の設置等に関する条例 平30. 3.15 -

枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例 平30. 10.1 -

茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例 平11.3.30 -

茨木市環境基本条例 平15.3.31 -

茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平19. 3.29 平31. 3. 8

茨木市生活環境の保全に関する条例 平20.9.30 -

茨木市路上喫煙の防止に関する条例 平21.3.30 平31. 3. 8

八尾市あき地の適正管理に関する条例 昭51. 3.31 平 8. 3.29

八尾市生活環境の保全と創造に関する条例 平30. 3.27 -

八尾市環境影響評価条例 平30. 3.27 -

八尾市生活環境紛争処理条例 昭54.10. 1 平 8. 3.29

八尾市放置自転車の防止に関する条例 昭56. 3.31 平 8. 3.29

八尾市緑化条例 昭60. 3.30 平 8. 3.29

八尾市文化財保護条例 平 3. 7. 2 -

八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平16.12.27 平29.12.22

八尾市環境の美化に関する条例 平 8. 3.29 -

八尾市民の環境を守る基本条例 平 8. 3.29 平25.3.28

八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例 平 22. 3.31 -

八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平 29.12.22 平 30.3.27

泉佐野市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭57. 7. 1 平30. 6.29

泉佐野市文化財保護条例 平 2. 3.30 平23.12.22

泉佐野市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5. 6.30 平27. 7. 2

泉佐野市都市景観条例 平 9. 2.26 平12.12.25

泉佐野市放置自動車の適正処理に関する条例 平17. 9.29 平30.10. 1

泉佐野市環境美化推進条例 平17.12.22 平23.9.28

泉佐野市動物適正飼養条例 平26. 3. 26 -

富田林市の環境保全と向上に関する基本条例 昭52. 6.29 -

富田林市あき地の適正管理に関する条例 昭53. 6.30 平4.3.26

富田林市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭58. 1.14 平7.10.6

富田林市伝統的建造物群保存地区保存条例 平 3. 6.25 -

富田林市自転車等の放置防止に関する条例 平 4. 3.26 -

富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.24 平29.12.25

富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例 平28.3.25 -

富田林市空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふん放置及び落書きのない美しいまちづくりを推進する条例 平24.9.18

寝屋川市美しいまちづくり条例 平17. 3.30 平28.12.21

寝屋川市ラブホテル建築規制条例 昭61. 3.28 平 8. 3.29

寝屋川市環境保全基本条例 昭61. 3.28 -

寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平 7. 3.17 平25.12.20

寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平30. 12.26 -

河内長野市きれいなまちづくり条例 平成24.3.28 平28.12.20

河内長野市環境基本条例 平12.12.26 平27.9.25

河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例 平28. 3.29 -

河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 平7. 3. 31 平27.6.23

河内長野市工場立地法地域準則条例 平25.12.20 平28.9.29

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例 昭63.12.29 -

河内長野市水道水源保護条例 平11.3.26 平28.3.29

河内長野市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭59. 9.29 平29.9.28

河内長野市文化財保護条例 平12.9.26 平24.12.21

河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例 平26.4.1 平30.4.1

空地のキリン草等の除去に関する条例 昭49. 7.10 -

松原市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平 5. 6.30 平25.12.19

松原市きれいなまちづくり条例 平 8.12.26 平25.6.28

大東市環境基本条例 平18. 3.30 -

大東市環境の保全等の推進に関する条例 平18. 3.30 -

大東市ラブホテル建築規制に関する条例 昭58. 3.24 平18. 3.30

大東市廃棄物の減量および適正処理に関する条例 平 6. 3.28 平18. 3.30

大東市空き缶等および吸い殻等の散乱防止に関する条例 平 9. 6.30 平16. 3.19

大東市マナー条例 平25.3.25 平27.10.1

和泉市環境基本条例 平11.10.31 -
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和泉市生活環境の保全等に関する条例 平11.10.31 平19.3.29

和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 平 5.12.22 平29.3.30

和泉市



 

市町村名 環 境 関 係 条 例 公布年月日 最新改正年月日

箕面市環境保全条例 平 9. 3. 31 平14. 3.29

箕面市まちの美化を推進する条例 平22. 3.29 -

箕面市路上喫煙禁止条例 平22.10. 8 -

箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例 平22.12.24 -

箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例 平15. 3.31 令元.6.26

箕面市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 平10.12.25 平23. 3.30

箕面市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例 平14. 3.29 -

箕面市都市景観条例 平19.10. 1 平28.12.26

箕面市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭58. 3.31 平30.10.5

箕面市建築協定に関する条例 昭47. 4. 1 昭53. 9.26

空き地の清潔保持に関する条例 昭50. 4. 1 平 9. 3.31

柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 3.31 平31. 3.15

柏原市犬のふんの放置及びポイ捨てによるごみ等の散乱の防止に関する条例 平17. 6.29 平17. 6.29

羽曳野市 羽曳野市環境美化条例 平 4.12.25 平13.12.21

門真市美しいまちづくり条例 平13. 3 28 平25.10.1

門真市環境基本条例 平25．10．１

門真市立リサイクルプラザ条例 平21．3．31 平22．12..22

門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例 平5．12．27 平27．3．24

門真市路上喫煙の防止に関する条例 平31．3.25

摂津市 摂津市環境の保全及び創造に関する条例 平11. 6.29 平28.12.22

高石市あき地及び屋外広告物の環境保全に関する条例 昭57. 4. 1 -

高石市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭59. 3.16 平 7. 9.26

高石市自転車等の放置防止に関する条例 昭62. 9.25 平17. 8.29

高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例 平12. 3.16 平24. 9.19

藤井寺市環境保全基本条例 昭58. 3.25 -

藤井寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 3.31 平22. 9.30

藤井寺市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭57. 3. 5 平10.12.24

藤井寺市美しいまちづくり推進条例 平15. 3.31 -

東大阪市文化財保護条例 昭47.11.15 平17. 1.21

東大阪市ラブホテル建築規制に関する条例 昭60. 7. 6 平30. 3.30

東大阪市みどり基金条例 昭60. 3.31 平17. 3.31

東大阪市自転車等の放置防止に関する条例 昭63. 6. 6 平13. 3.31

東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例 平 5. 3.31 平29.10.31

東大阪市環境基本条例 平13. 3.31 -

東大阪市生活環境保全等に関する条例 昭48. 4.20 平13. 7.30

東大阪市自動車等放置防止条例 平15. 7.28 -

東大阪市屋外広告物条例 平17. 1.21 平27.3.31

東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 平16. 3.31 平28.10.21

東大阪市豊かな環境創造基金条例 平20. 3.31 平23.12.28

東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例 平26. 3.31 平30.10.10

泉南市の公害防止と環境保全に関する条例 昭50. 3.29 平12. 7.10

泉南市空地の適正管理に関する条例 昭54. 3.31 -

泉南市きれいなまちづくり条例 平17. 3.31 -

泉南市ラブホテル建築規制条例 昭57. 3.18 平7.10.3

泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平5.12.24 平23.3.30

泉南市自転車等の駐車秩序に関する条例 平2. 3.24 平19.3.30

泉南市緑化推進条例 平1. 3.30 -

四條畷市自転車等の放置防止に関する条例 昭62. 7. 2 平21.12.21

四條畷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 6.12.28 平30.12.13

四條畷市立環境センター条例 平14. 3.29 平17. 3.31

四條畷市環境基本条例 平18. 6.27 平22. 6.30

四條畷市生活環境の保全等に関する条例 平20．3.28 -

四條畷市ラブホテル及びぱちんこ店の建築の規制に関する条例 平20．3.28 平30.7.11

四條畷市受動喫煙の防止に関する条例 平30.12.13 -

交野市民の生活環境を守る条例 昭48. 3. 1 平13. 6.29

交野市文化財保護条例 昭58. 7.27 -

交野市自転車等の放置防止に関する条例 昭60. 7.19 平22. 3.30

交野市風俗営業等に係る特定建築物の建築等の規制に関する条例 昭63. 6.17 平11. 3.16

交野市自然環境の保全等に関する条例 平13. 1.10 -

交野市生活環境紛争処理条例 平13. 9.18 -

交野市景観まちづくり条例 平25. 12.27 -

交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 平13. 3.30 平28.10.12

大阪狭山市環境保全に関する基本条例 昭57. 7.20 昭62. 9.30

大阪狭山市ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平 8. 6.28 -

大阪狭山市ラブホテル建築の規制に関する条例 昭58.10. 1 平 7. 9.29

大阪狭山市パチンコ遊技場等及びゲームセンターの建築の規制に関する条例 昭58.10. 1 平 7. 9.29

大阪狭山市自転車等の放置防止に関する条例 平15. 6.27 -

大阪狭山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.27 平24.9.26

大阪狭山市土砂埋立て等の規制に関する条例 平30. 9.28 平31. 4. 1

阪南市空き地の適正管理に関する条例 昭63. 3.28 平23.4.1

阪南市環境保全条例 平 4. 6.22 平23.4.1

阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 平 5.12.27 平25. 3.26

阪南市まちの美化に関する条例 平14. 3.29 -

阪南市ラブホテル建築規制条例 昭59. 3.21 平17. 3.31

阪南市自転車等の放置防止に関する条例 平 4. 4. 1 平17. 3.31

阪南市いのちの水を守る条例 平27.3.27 平27.3.27

東大阪市

柏原市

高石市

四條畷市

交野市

阪南市

泉南市

箕面市

大阪狭山市

藤井寺市

門真市
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島本町あき地等の清潔保持に関する条例 昭47. 3.12 -

島本町地下水汲上げ規制に関する条例 昭50. 6.20 平15. 3.31

島本町生活環境美化に関する条例 昭61. 4. 5 平15. 3.31

島本町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例 平 9.12.25 平30. 7. 1

島本町環境保全に関する基本条例 昭47. 6. 1 平15. 3.31

島本町森林等の保全及び活用に関する条例 平16. 3.30 -

島本町自転車等の放置防止に関する条例 平20. 3. 28 -

島本町土砂埋立て等の規制に関する条例 平30. 3. 30 -

豊能町ラブホテル建築規制に関する条例 昭60. 9.10 平30.9.26

豊能町環境保全条例 平11. 3. 31 -

豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 平15. 4. 1 平26.3.24

豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例 平10.10. 5 平28.12.21

豊能町し尿処理施設条例 平元. 9.27 平25.3.27

豊能町建築協定に関する条例 昭57. 3.30 -

豊能町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例 平 2. 3.28 -

ダイオキシンを少なくし、能勢の美しい自然を守るための条例 平10. 9. 7 -

能勢町環境基本条例 平13. 3.30 -

能勢町ごみのポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例 平22. 4. 1 -

能勢町土砂埋立て等の規制に関する条例 平30. 4. 1 -

忠岡町環境保全条例 昭51. 8.11 -

忠岡町ラブホテル建築規制条例 昭和56.10.30 昭和60. 3.12

忠岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 6.25 平26. 9.16

忠岡町ぱちんこ遊技場及びゲームセンターの建築規制に関する条例 平 8. 9.13 平17. 3. 7

忠岡町ごみ等のポイ捨て等の防止に関する条例 平11. 9.17 -

忠岡町自転車等の放置防止に関する条例 平28.7.4 -

廃棄物の減量化及び適正処理条例 平17.12.22 平31.3.29

美しいまちづくり条例 平 9.10. 8 平25. 9.30

自転車等放置防止条例 平 9.12.25 平25.12.26

オアシス農園条例 平12. 6.27 平17. 9.29

建築協定条例 平 3.10. 1 -

違法駐車等防止条例 平 7. 3.31 -

土砂埋立て等の規制に関する条例 平30.12.27 -

田尻町ラブホテル建築規制条例 昭60. 9.27 -

田尻町自転車等の駐車秩序に関する条例 昭62. 4. 1 平16.12.24

田尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平 5. 9.28 平25.12.19

田尻町迷惑駐車の防止に関する条例 平 6. 7.14 平22. 6.23

田尻町安全、安心で快適な生活環境の整備に関する条例 平23. 3.22 -

岬町環境の美化に関する条例 平10. 6.29 -

岬町土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例 平10. 9.30 平19. 3.23

岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例 平11.12.20 平22. 2. 4

岬町自動車の放置防止及び放置自動車の適正処理に関する条例 平17. 3.25 -

岬町自転車等の放置防止に関する条例 平 2. 6.21 平 5. 3.18

岬町ラブホテル建築等規制条例 昭59. 9.28 平20. 3.25

岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例 昭59. 9.28 平20. 3.25

岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例 平26. 4.1 －

太子町環境保全に関する条例 昭53.12.15 -

太子町ラブホテル建築規制条例 昭58. 6.29 -

太子町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.30 平27. 6.30

太子町美しいまちづくり条例 平19.12.27 -

太子町景観条例 平21.6.29 -

太子町ホタル保護条例 平25.3.29 -

太子町土砂埋立て等の規制に関する条例 平28.12.28 -

河南町建築協定に関する条例 昭60.12.16 -

河南町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.16 平24.3.13

美しい河南町基本条例 平27.4.1

美しい河南町環境条例 平27.4.1

千早赤阪村建築協定に関する条例 平 4. 6.10 -

千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 平 7. 3.30 平28.12.21

千早赤阪村ラブホテル建築規制条例 平 4. 6.10 -

千早赤阪村

河南町

能勢町

熊取町

太子町

忠岡町

田尻町

岬町

島本町

豊能町


