第５編 公害関連、工場等の規制

５ 公害関連、工場等の規制
5-1 公害関連法令
１ 騒音規制法
施行：昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号 最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第 72 号
施行令：平成 23 年 11 月 28 日政令第 364 号 施行規則：平成 23 年 11 月 30 日環境省令第 32 号

（１）法の目的
工場及び事業場での事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要
な規制を行うとともに、自動車騒音についての許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民
の健康の保護に役立てることを目的とする。

（２）適用を受ける事業場
①指定地域
特別区内全域が指定（区・市町村長が指定、工業専用地域、埋立地等が除かれることが多い）
②特定施設
工場・事業場で著しい騒音を発生する施設で、政令で定めた１１種類の一定規模以上等のもの
③特定建設作業
建設工事で著しい騒音を発生する作業で、政令で定めた８種類（くい打機、びょう打機、さく岩機、
空気圧縮機を使用する作業等）の一定規模以上等のもの
イ．くい打機（もんけん又はアースオーガーと併用の場合は除く）・くい抜機又はくい打くい抜機（圧入
式は除く）を使用する作業
ロ．びょう打機を使用する作業
ハ．さく岩機（ジャイアントブレカー・ハンドブレーカー・電動ピック等）を使用する作業
ニ．空気圧縮機（電動機以外、定格出力：１５ｋＷ以上）を使用する作業（さく岩機の動力として使用す
る場合は除く）
ホ．コンクリートプラント（混練容量：０．４５㎥以上）・アスファルトプラント（混練重量：２００ｋｇ以上）を使
用する作業（モルタル製造の場合は除く）
ヘ．バックホウ（定格出力：８０ｋＷ以上、低騒音型は除く）を使用する作業
ト．トラクターショベル（定格出力：７０ｋＷ以上、低騒音型は除く）を使用する作業
チ．ブルドーザー（定格出力：４０ｋＷ以上、低騒音型は除く）を使用する作業

（３）適用を受ける事業場の責務
①該当する施設・作業についての届出（設置届、変更届、作業実施届等）
②規制基準の遵守（用途地域により規制基準が異なる。ただし、工業専用地域は対象外）
③公害防止管理者の選任など

○騒音規制法の特定施設（法第２条、施行令第１条、別表第１）
１ 金属加工機械
イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が２２．５ｋｗ以上のものに限る。）
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシーン（ロール式のものであって、原動機の定格出力が３．７５ｋｗ以上のものに限る。）
ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）
ホ 機械プレス（呼び加圧能力が２９４キロニュートン以上のものに限る。） ※２９4 キロニュートン（KN）≒３０ｔ
ヘ せん断機（原動機の定格出力が３．７５ｋｗ以上のものに限る。）
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト（タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。）
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ヌ タンブラー
ル 切断機（と石を用いるものに限る。）
２ 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。）
冷却塔を含む。（平成２１年８月１４日環境省通知）

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限
る。）
４ 織機（原動機を用いるものに限る。）
５ 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が０．４５ｍ３以上のものに限る）
ロ アスファルトプラント（混練機の混練重量が２００ｋｇ以上のものに限る）
６ 穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。）
７ 木材加工機械
イ ドラムバッカー
ロ チッパー（原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上のものに限る。）
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が１５ｋｗ以上のもの、木工用のものにあっては原
動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上のものに限る。）
ホ 丸のこ盤（帯のこ盤と同じ）
ヘ かんな盤（原動機の定格出力が２．２５ｋｗ以上のものに限る。）
８ 抄紙機
９ 印刷機（原動機を用いるものに限る。）
１０ 合成樹脂用射出成型機
１１ 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

２ 振動規制法
施行：昭和 51 年 6 月 10 日法律第 64 号 最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第 72 号
施行令：平成 23 年 11 月 28 日政令第 364 号 施行規則：平成 23 年 11 月 30 日環境省令第 32 号

（１）法の目的
工場及び事業場での事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要
な規制を行うとともに、自動車振動についての許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民
の健康の保護に役立てることを目的とする。

（２）適用を受ける事業場
①指定地域
特別区内全域が指定（区・市町村長が指定、工業専用地域、埋立地等が除かれることが多い）
②特定施設
工場・事業場で著しい振動を発生する施設で、政令で定めた１０種類の一定規模以上等のもの
③特定建設作業
建設工事で著しい振動を発生する作業で、政令で定めた４種類（くい打機、ブレーカーを使用する
作業等）の一定規模以上等のもの
イ．くい打機（もんけん、圧入式は除く）・くい抜機（油圧式は除く）又はくい打くい抜機（圧入式は除く）
を使用する作業
ロ．鋼球を使用しての解体作業
ハ．舗装版破砕機を使用する作業（１日における作業の２地点間が５０ｍ未満は除く）
ニ．ブレーカーを使用する作業（手持式及び１日における作業の２地点間が５０ｍ未満は除く）

（３）適用を受ける事業場の責務
①該当する施設・作業についての届出（設置届、変更届、作業実施届等）
②規制基準の遵守（用途地域により規制基準が異なる。ただし、工業専用地域は対象外）
③公害防止管理者の選任など
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○振動規制法の特定施設（法第２条、施行令第１条、別表第１）
１ 金属加工機械
イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）
ロ 機械プレス
ハ せん断機（原動機の定格出力が１ｋｗ以上のものに限る。）
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が３７．５ｋｗ以上のものに限る。）
２ 圧縮機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限る。）
３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が７．５ｋｗ以上のものに限
る。）
４ 織機（原動機を用いるものに限る。）
５ コンクリートブロックマシーン（原動機の定格出力の合計が２．９５ｋｗ以上のものに限る。）並びにコンクリート管
製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が１０ｋｗ以上のものに限る。）
６ 木材加工機械
イ ドラムバッカー
ロ チッパー（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。）
７ 印刷機（原動機の定格出力が２．２ｋｗ以上のものに限る。）
８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が３０ｋｗ以上
のものに限る。）
９ 合成樹脂用射出成型機
１０ 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

※参考 【東京都環境確保条例】 （建設工事に係る遵守事項―届出は不要）
指定建設作業における騒音・振動等の規制基準の遵守
対象となる重機を使用する建設工事について、騒音・振動等の規制基準（用途地域により異なる）が
定められ、遵守することとされている（ただし、工業専用地域は対象外）。
※指定建設作業
①くい打機（もんけん）・くい抜機又はくい打くい抜機（加圧式は除く）、穿孔機を使用するくい打設作業
②びょう打機・インパクトレンチを使用する作業
③さく岩機・コンクリートカッターを使用する作業（１日における作業の２地点間が５０ｍ未満は除く）
④ブルドーザ・パワーショベル・バックホウ・その他これらに類する掘削機械を使用する作業（１日における作業
の２地点間が５０ｍ未満は除く）
⑤空気圧縮機（電動機以外、１５ｋＷ以上）を使用する作業（さく岩機の動力の場合は除く）
⑥振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラー・振動プレート・振動ランマ・その他これらに類する締固め機
械を使用する作業（１日における作業の２地点間が５０ｍ未満は除く）
⑦コンクリートプラント（混練容量：０．４５㎥以上）・アスファルトプラント（混練容量：２００ｋｇ以上、モルタル製造
の場合は除く）・コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
⑧原動機を使用するはつり作業・コンクリート仕上げ作業（さく岩機を使用する場合は除く）
⑨動力（クラッシャー：ニブラ・ベンチャー等）、火薬又は鋼球を使用して解体又は破壊する作業（１日における
作業の２地点間が５０ｍ未満及びさく岩機・コンクリートカッター又は掘削機械は除く）

３ 悪臭防止法
施行：昭和 46 年 6 月 1 日法律第 91 号 最終改正：平成 23 年 12 月 14 日法律第 122 号
施行令：平成 23 年 11 月 28 日政令第 364 号 施行規則：平成 23 年 11 月 30 日環境省令第 32 号

（１）法の目的
工場その他の事業場の事業活動で発生する悪臭物質の排出を規制することにより、生活環境を保全し、
国民の健康に役立てることを目的としている。

（２）適用を受ける事業場
①規制地域
都内全域で、事業活動に伴い悪臭物質を排出させる事業場が適用を受ける。
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②規制の方法
臭気指数規制（東京都内全域平成１４年７月１日より）
※物質濃度規制 アンモニアなどの特定悪臭物質（２２物質が指定）を指定し、物質ごとの濃度規制を行う規
制方法である。（悪臭防止法で昭和４７年５月から物質指定）
※臭気指数規制 気体又は水に係わる悪臭の程度に関する値であり、人間の嗅覚でその臭気を感知できな
くなるまで気体又は水の希釈をした場合の希釈倍率を基礎として算定する。

③規制対象
工場その他の事業場（事業活動を営むもののすべて）
※適用範囲 その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるとき（周辺住民から苦情が
発生しているとき）

（３）適用を受ける事業場の責務
①規制基準の遵守義務（用途地域により規制基準が異なる）
②事故時の措置
③悪臭が生ずる物の焼却の禁止
④水路等における悪臭の防止

5-2 東京都環境確保条例による規制
１ 東京都公害防止条例から東京都環境確保条例へ
東京都では、戦後の産業の復興とともに工場から発生する公害が増大してきたので、これを防止するた
めに全国に先駆けて、１９４９（昭和２４）年に「工場公害防止条例」を制定し、取り締まりをはじめた。次いで、
１９５４（昭和２９）年に「騒音防止条例」、１９５５（昭和３０）年に「ばい煙防止条例」を制定し、この三条例によ
って公害対策を推進してきた。
その後、昭和３０年後半以降の高度経済成長により、東京をはじめとする大都市において、住宅難、通
勤難、公害等、多様な都市公害が発生し、東京都における公害もそれ以前からの産業型公害の一層の拡
大に加え、公害の広域化、多様化、複雑化、被害の一般化、交通公害等、新たな問題を招いた。そこで、
東京都は従来の三条例を整理統合して、１９６９（昭和４４）年に「東京都公害防止条例」を制定し、１９７０
（昭和４５）年に条例に基づく主要な権限を区市に委任した。
この公害防止条例は、１９９４（平成６）年、環境施策の新たな枠組みを示す条例として「環境基本条例」
を分離するなど２８回の部分改正を行い、東京の工場・事業場を中心とする産業型公害の改善に大きな役
割を果たしてきた。
しかし、近年、都民生活や都市における事業活動に密接にかかわる自動車公害を中心とする都市・生
活型公害や地球環境問題へと拡大する環境問題に対応するには公害防止条例では限界が生じてきた。
そこで、東京都は２０００（平成１２）年１２月「東京都公害防止条例」を全面改正し、「東京都環境確保条例
（正式名称：都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）」と名称を改め、２００１（平成１３）年４月１日
から施行した。

（１）東京都環境関連条例制定の経緯
１９４９（昭和２４）年：東京都工場公害防止条例
１９５４（昭和２９）年：東京都騒音防止条例
１９５５（昭和３０）年：東京都ばい煙防止条例
１９６９（昭和４４）年：東京都公害防止条例（上記三条例を統合）
１９７２（昭和４７）年：東京都における自然の保護と回復に関する条例
１９８０（昭和５５）年：東京都環境影響評価条例
１９９４（ 平 成 ６ ）年：東京都環境基本条例
（東京都公害防止条例から分離し新たな環境保全の枠組みを示す）
２０００（平成１２）年：東京都環境確保条例（東京都公害防止条例を全面改定）
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（２）東京都環境確保条例の主な改正
２００１（平成１３）年４月１日：条例施行
２００１（平成１３）年１０月１日：化学物質対策・土壌汚染対策の施行
２００３（平成１５）年１０月１日：ディーゼル車規制の施行
２００５（平成１７）年３月３１日：地球温暖化対策の強化（温室効果ガスの報告を義務付け）
２００６（平成１８）年４月１日：アスベスト規制の整備（アスベスト関係届出ほかの規定を整備）
２００８（平成２０）年７月２日：地球温暖化対策の強化
（地球温暖化対策の推進関係・大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減関係）
２０１２（平成２４）年６月２７日：有害物質の追加指定（別表第 4 関係）
（1．４-ジオキサン、塩ビモノマーの追加 １．２-ジクロロレチレンの改正：平成 24 年 8
月 1 日施行））
２０１４（平成２６）年３月３１日：大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 58 号）の施行
に伴い、石綿含有建築物解体等工事に係る届出義務者を変更

２ 工場・指定作業場に関する規制
（１）工場・指定作業場の定義
①工場 認可を受ける必要がある。 【（第２条関係－別表第１）：詳細、５編－１０－ページ参照】
イ．定格出力の合計が２．２ｋＷ以上の原動機を使用する物品の製造、加工・作業を常時行う工場
ロ．定格出力の合計が０．７５ｋＷ以上２．２ｋＷ未満の原動機を使用する物品の製造、加工・作業で次
に掲げるものを常時行う工場
（例）
・印刷・製本
・金属の打抜き・型絞り・切断（機械鋸を使用するものを除く。）
ハ．物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
（例）
・電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
・塗料、染料又は絵具の吹付け
・溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
・金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
・ドライクリーニング
②指定作業場 届出をする必要がある。【（第２条関係－別表第２）：５編－１１－ページ参照】
（例）
・自動車駐車場（自動車等の収容能力が２０台以上のもの）
・自動車ターミナル（事業用自動車を同時に１０台以上停留できるもの）
・ガソリンスタンド、ＬＰＧ及び天然ガススタンド
・廃棄物の積替え場所又は保管場所
・洗濯施設を有する事業場
・焼却炉（火床面積が０．５㎡未満であって焼却能力が１時間当たり５０ｋｇ未満のものを除く）を有す
る事業場
・ボイラー（電気及び廃熱を使用するもの、ＪＩＳ Ｂ８２０１及びＢ８２０３の伝熱面積の項により伝熱面
積が５㎡未満のもの、ガス（いおう化合物の含有体積比が０．１％以下）を燃料として伝熱面積が１０
㎡未満のものを除く）を有する事業場
・病院（病床数３００以上を有するものに限る）
・科学技術（人文科学のみは除く）に関する研究、試験、検査を行う事業場
※注：工場・指定作業場の定義及び規制等について 【参考資料：５編－１３－ページ参照】
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（２）工場・指定作業場に必要な手続き（板橋区の例）
①工場（設置・変更）の認可申請
条例
条例規則
事 業 者
８３条
８１条

板 橋 区

工場の設置・変更を計画
申請書の提出
申請手数料の納付

工場設置・変更の相談
申請書の受理
（受理書を発行）
審査
（書類審査、現地及び周辺調査）
工場設置・変更の認可
（工場設置・変更届の受理日から６０日以内に認可書を
発行）

８２条
３１条
８５条

３６条
３４条

工事の着工（表示板の掲示）
工事の完成
（工事完成日から１５日以内に
工事完成届を提出）

工事完成届受理
審査
（作業などが行える状態で現地及び周辺調査）
工場設置・変更の認定
（工事完成届受理日から１０日以内に認定書を発行）

８４条
３５条
工場の操業開始

②指定作業場（設置・変更）の届出
条例
条例規則
事 業 者

板 橋 区

指定作業場の設置・変更を計画

８９条

届出書の提出

９０条
４２条
９２条

（届出書の受理日から３０日を経過し
た後でなければ設置を開始できない）

指定作業場設置・変更の相談
届出書の受理（副本も同時にお預かり）
受理書の発行
審査
（書類審査、現地及び周辺調査）
（届出書の内容が相当であるとき、設置開始の期
間を短縮できる）
副本の返却

指定作業場の使用開始

（３）工場認可申請手続き （条例８１条、８２条、条例規則３０条）
①設置・変更認可申請を行う者
工場を設置・変更しようとする者（代表者、代表取締役、取締役社長等）
②設置・変更認可申請を行う時期
工場の設置・変更の工事に着工する以前にあらかじめ認可を受けなければならない。（計画ができ
た時点）
既にある工場に係る事項を変更しようとするものは、あらかじめ認可を受けなければならない。ただ
し、軽微な変更で規則に定めるものはこの限りでない。
③認可申請書記載内容（規則第３０条 第７号様式）
・氏名、住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
・工場の名称及び所在地
・業種（日本標準産業分類表の中分類の名称）
・作業の種類（主な工程の作業）及び方法
・建物及び施設の構造、配置
・ばい煙などの防止の方法 その他
④申請書等の提出部数 （条例規則８２条）
それぞれの正本にその写し１通を添えて提出しなければならない。
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○工場認可申請手数料 （-例-各区市の手数料条例により異なる）
工 場 の作 業 場 の床 面 積 の合 計
５００㎡以下
５００㎡を超え１，０００㎡以下
１，０００㎡を超える

設

置
８，７００円
１４，２００円
２０，２００円

変

更
７，６００円

⑤認可者の審査期間 （条例規則３１条） ※工場
申請の受理日から６０日以内（特別な理由がある場合はそれ以上）
⑥実施の制限 （条例９２条） ※指定作業場
条例８９～９０条の届出をしたものは３０日を経過した後でなければ使用（設置・変更）してはならな
い。
⑦認可要件 （条例８１条３項） ※工場
条例第６８～７９条までの項目について適合しているときは、知事は認可をする。
⑧完成届検査及び認定 （条例８４条、条例規則３４～３５条） ※工場
当該認可に係る工場の工事が完成した日より１５日以内に完成届の提出をする。工事の内容が認
可申請の内容と一致しているときは、知事は１０日以内に認定しなければならない。認定を受けた後で
なければ、当該届出に係る工場及び工場の変更部分の使用を開始してはならない。
⑨表示板の掲出 （条例８５条） ※工場
全ての工場は認可工場である旨を記載し
た表示板を掲出しなければならない。これ
は、認可工場であることを公に表示すること
によって工場側の自覚を高め、ひいては周
囲の地域住民と環境保全について良好な
協力関係を生み出すことを狙いとしたもの
である。掲出場所は、公衆の見やすい場所
（正門、玄関、へい等）。
⑩表示板の掲示 （条例 85 条、規則 36 条）
認可を受けた者は、表示板を公衆の見やす
い場所に掲出しておかなければならない。

認可番号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
認

可

工

場

認可年月日
認

可

者

認可条件及び公害
防止措置

工場の名称
工場設置者
の氏名
業
種
公害防止担 担当部課
責任者氏名
当部課

参考表示版の材質は耐久性のあるものが適当で
ある。（合成樹脂・金属・木材等のいずれでもよ
い。）表示板（第１１号様式）はＢ４判（３６．４×

電話番号

２５．７㎝）以上の大きさにすること。表示板の
記載事項を変更しなければならない事由が生じた際には速やかに当該記載事項を変更しなければな
らない。
参考 工場変更認可でも認可日・認可番号等の変更があるときには記載事項を変更すること。

⑪工場現況届 （条例８６条、条例規則３７条） ※工場
条例別表８に掲げる工場を設置している者は、直近の認可を受けた日から３年経過するごとに当該
経過した日から３０日以内に現況届提出しなくてはならない。（第１２号様式）

（４）工場・指定作業場の諸届の手続き
①氏名等変更届 （条例８７条、条例９３条、条例規則３８条） ※工場・指定作業場
工場・指定作業場の名称、設置者の氏名及び住所（法人にあっては名称、代表者、主たる事務所
の所在地）が変更になったとき、その日から３０日以内にその旨を届け出なければならない。（第１３号
様式）
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②廃止届 （条例８７条、条例９３条、条例規則３９条） ※工場・指定作業場
工場・指定作業場を廃止したとき、その日から３０日以内にその旨を届け出なければならない。（第１
４号様式）
③承継届 （条例８８条、条例９３条、条例規則４０条） ※工場・指定作業場
認可・届出を受けている者から工場・指定作業場を譲り受け、若しくは借り受けた者又は相続、合併
若しくは分割により工場を取得した者は、その日から３０日以内にその旨を届け出なければならない。
承継届出書に承継の事実を証明する書類を添えて行わなくてはならない。
参考 証明書類は登記謄本、契約書、株式総会記録、戸籍謄本等の写しでよい。

④公害防止管理者の選任の届出 （条例１０５条、条例規則４８条） ※工場
条例規則別表９で定める工場は公害防止管理者を選任すること。（第２３号様式）
当該工場からの公害を発生させないよう監督を行うこと。
当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害防止方法などについて周知させること。
⑤事故届等 （条例９８条、条例規則４６条） ※工場・指定作業場
事故により、付近の住民の健康又は生活環境に障害を生じさせた工場は、その事故を最小限にと
どめ、適切な再発防止措置を講ずるとともに、知事に以下の書類を提出しなければならない。工場が
応急措置を講じていない場合は、知事は応急の措置を講ずることを命ずることができる。工場・指定作
業場を設置しているものは、人の健康・生活環境に障害を及ぼす恐れのある、ばい煙・粉じん・有害ガ
ス・汚水・騒音・振動・悪臭を発生させた場合は直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び
講じた措置の概要を届出なくてはならない。

（５）工場・指定作業場が遵守する規制内容
①事業者の責務 （条例４条）
事業者は、事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減、公害防止の措置を講ずるとともに、行
政が行う公害防止の施策に協力しなければならない。また、事業者は、これらの管理体制を整備し、
公害の発生源、発生原因、発生状況を把握しなければならない。なお、行政、都民についても責務が
ある。（条例３条、条例５条）
②自動車を運転する者・事業者の義務 （条例５２～５３条、条例規則１９条）
自動車を運転する者は、その自動車から発生する温室効果ガスを最小限にとどめるため、エコドラ
イブを行うよう努めなければならない。また、自動車を事業に使用する者は、管理する自動車の運転
手に対してエコドライブを行わせるために適切な措置を講じなくてはならない。（改正：平成２１年３月３
１日条例４４号）
③駐車場設置者等の周知義務 （条例５４条、条例規則２０条）
２０台以上の収容能力がある駐車場（指定作業場に該当）の設置者・管理者は、利用者に対してア
イドリング・ストップを行うように、看板の掲出などによって周知しなければならない。
④規制基準の遵守 （条例６８条）
「規制基準」とは、公害の発生原因となるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の
発生に関して、これを発生させる者が守るべき許容限度である。この基準は、許容限度を定めたもの
であるから、工場又は指定作業場がばい煙などの公害を発生させるときは、常に基準値を下回ってい
なければならない。規制基準を上回って発生させた場合は、改善勧告・改善命令等を受けることとなる。
（条例１００条、条例１０２条、条例１０３条）
ばい煙のうち窒素酸化物は大気汚染防止法の上乗せ基準（同法で定めた基準より厳しい基準）に
なっている。汚水については、水質汚濁防止法の上乗せ基準になっている。
【有害ガス、騒音、振動に係る規制基準（条例別表第７）：第５編１３～１６ページ参照】
⑤燃料基準の遵守 （条例６９条、条例規則第２２条）
「いおう酸化物による大気汚染防止対策」
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工場又は指定作業場において、１日当たり３００ℓ以上の重油を使用する場合は、規則で定める基準
（いおう含有率）に適合する燃料を使用しなければならない。
⑥炭化水素系物質の排出防止 （条例７３条）
「光化学オキシダント対策」
規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する場合は、蒸発防止設備を設けなければならない。炭化水
素系物質を貯蔵する施設等（条例規則２６条 条例規則別表６）
・有機溶剤を５ｋℓ以上貯蔵する能力があるもの
・燃料用揮発油を５ｋℓ以上貯蔵する能力があるもの
・燃料用揮発油、灯油、軽油の合計で、５０ｋℓ以上貯蔵する能力があるもの
⑦有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等 （条例７５条）
「土壌・地下水汚染対策」
有害物質による土壌や地下水の汚染を防止するため、工場又は指定作業場では、その施設を規
則で定める構造基準に適合させ、また、使用及び管理についても規則で定める方法を守らなければ
ならない。（条例規則２８条 条例規則別表７）
⑧地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限 （条例７６条、条例規則第２９条）
「地盤沈下対策」
工場又は指定作業場において地下水の揚水施設を設置する場合は、吐出口の断面積は２１ｃ㎡以
下とし、ストレーナーの付置又は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。
⑨位置の制限 （条例７８条）
「大気汚染、騒音、振動、悪臭対策」
条例別表８に掲げる工場は、学校や病院（工業地域のものを除く）の敷地の周囲１００ｍの区域内に
設置してはならない。ただし、学校、病院が工場の設置後に設置されたとき、または周囲の状況から知
事が支障ないと認める場合は、この限りではない。【別表第８は第５編２０ページ参照】
⑩自動車の出入口の制限 （条例７９条）
「大型車の出入に伴う大気汚染、騒音、振動対策」
レディミクストコンクリート工場及びアスファルトコンクリート工場の自動車の出入口は幅員１２ｍ以上
の道路に接していなければならない。
⑪屋外作業の制限 （条例８０条）
「騒音、振動、粉じん対策」
原則として騒音、振動、粉じんを発生させる作業を屋外でしてはならない。

（６）改善命令・行政処置
①改善勧告 （条例１００条）
工場・指定作業場から規制基準を超える騒音、振動、悪臭を発生し、工場周辺の環境に支障を及
ぼしているときは、公害の防止の方法、施設の使用方法、配置を変更することを勧告することができ
る。
②地下水使用合理化のための施設の改善勧告等 （条例１０１条）
工場・指定作業場が地下水を揚水している場合、使用方法を合理化したり、工業用水や上水や雨
水に代替するよう知事は、勧告することができる。
③改善命令 （条例１０２条）
工場・指定作業場が、条例６８～８０条までの規定及び条例８１条４項で定める条件に違反したとき、
または条例１００条の勧告に従わないときは、知事は公害の防止の方法、地下水の揚水の方法、自動
車の出入口の位置、燃料の質の変更、建物、施設の構造、若しくは配置の変更の改善を命ずることが
できる。
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④認可の取消等 （条例１０３条第１項）
条例１０２条の改善命令に従わなかった者又は条例８２条の変更の認可を受けないで工場の内容を
変更した者は、工場の認可の取消、作業の一時停止の処分を受ける。
⑤操業停止命令 （条例１０３条第２項）
認可を受けないで、工場を操業している場合や認可を取り消された後にも、工場を操業している者
は、操業停止命令又は移転命令を知事から受ける。
⑥行政刑罰 （条例１５８～１６５条）
この条例が規定する認可や届出の手続き及び知事の命令等の処分の実行を担保するため、罰則
が適用されることになる。この刑罰は、行為者とその使用者としての法人などの両者を罰する両罰規定
が適用される。

（７）参考資料 東京都環境確保条例別表
①別表第１ 工場（第２条関係）
一 定格出力の合計が２．２キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
（レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において１年以上行うものに限る。）
二 定格出力の合計が０．７５キロワット以上２．２キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は
作業で次に掲げるものを常時行う工場
１
２

裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
印刷又は製本

３

印刷用平版の研磨又は活字の鋳造

４

金属の打抜き、型絞り又は切断（機械鋸を使用するものを除く。）

５

金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造
ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工

６
７
８
９

ま

のこ

くぎ

びょう

はく

金属箔又は金属粉の製造
つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
ま

１０

動物質骨材（貝がらを含む。）、木材（コルクを含む。）又は合成樹脂（エボナイト及びセルロイドを含む。）の研磨

１１

ガラスの研磨又は砂吹き
レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造（レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場に
おいて一年以上行うものに限る。）
魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工

１２
１３

ま

ごう

１４

液体燃料用のバーナーの容量が１時間当たり２０リットル以上又は火格子面積が０．５平方メートル以上の炉を
使用する食品の製造又は加工

三 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
１
２
３
４
５
６
７
８

金属線材（管を含む。）の引抜き
電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
厚さ０．５ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削
びょう

若しくは鋲打ち
ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
塗料、染料又は絵具の吹付け
乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
ドライクリーニング
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９
１０
１１
１２

テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
たん白質の加水分解
合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

１３

石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥石又はるつぼの製
造
電気分解又は電池の製造
床面積の合計が５０平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類
する音響機器の組立て、試験又は調整
ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
発電の作業
金属の溶融又は精錬（貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。）
金属の鍛造、圧延又は熱処理
溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
印刷用インク又は絵具の製造
アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
電気用カーボンの製造
墨、懐炉灰又はれん炭の製造
動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
肥料の製造
ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工
ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造
硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリ
ウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、ス
ルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
有機薬品の合成
火床面積が０．５平方メートル以上又は焼却能力が１時間当たり５０キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄
物の焼却
油缶その他の空き缶の再生
金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色
紙又はパルプの製造
写真の現像
有害ガスを排出する物の製造又は加工
有害物質を排出する物の製造又は加工

と

１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３

②別表第２ 指定作業場（第２条関係）
１
２
３
４
５
６
７

レディミクストコンクリート製造場（建設工事現場に設置するものを除く。）
自動車駐車場（自動車等の収容能力が２０台以上のものに限る。）
自動車ターミナル（事業用自動車を同時に１０台以上停留させることができるものに限る。）
ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド（一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省
令第５３号）第２条第２３号に規定する設備を有する事業所をいう。）
自動車洗車場（スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。）
ウエスト・スクラップ処理場（建場業（収集人から再生資源（古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をい
う。以下この項において同じ。）を集荷する業をいう。）、消毒業（再生資源を消毒する業をいう。）及び選分加工
業（再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業を
いう。）に係るものを除く。）
廃棄物の積替え場所又は保管場所（前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条
⑤－11
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８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５

２６

２７

２８
２９

３０
３１
３２

第１項及び第４項、第１４条第１項及び第４項並びに第１４条の４第１項及び第４項の規定に基づき許可を得
た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。）
セメントサイロ（セメント袋詰め作業が行われるものに限る。）
材料置場（面積が１００平方メートル以上のものに限る。）
死亡獣畜取扱場（化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第１条第３項に規定する死亡獣畜取
扱場をいう。）
と畜場
畜舎（豚房の総面積が５０平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が
２００平方メートル以上又は鶏の飼養規模が１，０００羽以上のものに限る。）
青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場
めん類製造場
豆腐又は煮豆製造場（原料豆の湯煮施設を有するものに限る。）
砂利採取場（砂利の洗浄のみを行うものを含む。）
洗濯施設を有する事業場
廃油処理施設を有する事業場
汚泥処理施設を有する事業場
し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３２条第１項の表に規定する算定方法に
より算定した処理対象人員が２００人以下のし尿浄化槽を除く。）を有する事業場
工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場（次号に掲げるものを除く。）
下水処理場（下水道法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。）
暖房用熱風炉（熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で０．１パー
セント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。）を有する事業場
ボイラー（熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格Ｂ８２０１及びＢ８２０３伝熱面
積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が５平方メートル未満のもの（いおう化合物の含有率が体積比で
０．１パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が１０平方メートル未満のもの）
を除く。）を有する事業場
ガスタービン（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５０リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）、ディ
ーゼル機関（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）、ガス機
関（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）又はガソリン機関
（燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）を有する事業場
焼却炉（火床面積が０．５平方メートル未満であって焼却能力が１時間当たり５０キログラム未満のものを除く。）
を有する事業場
冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及
び浴室の床面積の合計が１５０平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
水道施設（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第８項に規定するものをいう。）、工業用水道施設（工
業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第６項に規定するものをいう。）又は自家用工業用水道
（同法第２１条第１項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有す
る事業場（これらの浄水能力が１日当たり１万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。）
病院（病床数３００以上を有するものに限る。）
科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査を行う事業場（国又は地方公共団体
の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属
研究機関並びに環境計量証明業に限る。）

③別表第４ 有害物質（第２条関係）
１
２

カドミウム及びその化合物
シアン化合物

３
４
５

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮ に限る。）
鉛及びその化合物
六価クロム化合物

６

砒素及びその化合物

りん

ひ
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７
８
９
１０
１１

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
アルキル水銀化合物
ＰＣＢ
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン

１２

ジクロロメタン

１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

四塩化炭素
１，２－ジクロロエタン
１，１－ジクロロエチレン
１，２－ジクロロエチレン（※シスー１．２ジクロロエチレンから改正、平成 24 年 8 月 1 日施行）
１，１，１－トリクロロエタン
１，１，２－トリクロロエタン
１，３－ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
１．４-ジオオキサン（※、追加 24 年 8 月 1 日施行）
塩化ビニル（※、追加、平成 24 年 8 月 1 日施行）

④別表第７ 工場及び指定作業場に適用する規制基準（第６８条関係）
五 騒音
区
種

別

第１種区域

第２種区域

域

の
該

区
当

地

分
域

一 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定めら
れた第１種低層住居専用地域（以下「第１種低層住
居専用地域」という。）及び第２種低層住居専用地域
（以下「第２種低層住居専用地域」という。）から
二 平成１１年東京都告示第２５９号により地域の類型
ＡＡの該当地域として指定された地域（以下「ＡＡ地
域」という。）
三 前２号に掲げる地域に接する地先及び水面
一 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定めら
れた第１種中高層住居専用地域（以下「第一種中
高層住居専用地域」という。）及び第二種中高層住
居専用地域（以下「第二種中高層住居専用地域」と
いう。）であって第一種区域に該当する区域を除く地域
二 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定めら
れた第１種住居地域（以下「第１種住居地域」とい
う。）、第２種住居地域（以下「第２種住居地域」とい
う。）及び準住居地域（以下「準住居地域」という。）
三 都市計画法第８条第１項第１号の規定による用途
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時間の区分
午前６時から
午前８時まで
午前８時から
午後７時まで
午後７時から
午後１１時まで
午後１１時から
翌日午前６時まで

音源の存する敷地
と隣地との境界線に
おける音量（単位デ
シベル）
４０
４５
４０
４０

午前６時から
午前８時まで

４５

午前８時から
午後７時まで

５０
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地域として定められていない地域（以下「無指定地
域」という。）であって第１種区域、第３種区域及び第
４種区域に該当する区域を除く地域
四 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定めら
れた近隣商業地域（以下「近隣商業地域」という。）、
商業地域（以下「商業地域」という。）、準工業地域
（以下「準工業地域」という。）、工業地域（以下「工
業地域」という。）及び工業専用地域（以下「工業専
用地時域」という。）のうち第１種区域に接する地域で
あって第１種区域の周囲３０メートル以内の地域（以
下「第１特別地域」という。）

第３種区域

第４種区域

一 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であって
第１特別地域に該当する地域を除く地域
二 工業地域（第１特別地域に該当する地域を除く。）
及び工業専用地域（第１特別地域に該当する地域を
除く。）のうち第２種区域（第１特別地域を除く。）に接
する地域であって第２種区域の周囲３０メートル以内
の地域（以下「第２特別地域」という。）
三 前２号に掲げる地域に接する地先及び水面

午後７時から
午後１１時まで

４５

午後１１時から
翌日午前６時まで

４５

午前６時から
午前８時まで
午前８時から
午後８時まで
午後８時から
午後１１時まで

６０

午後１１時から
翌日午前６時まで

５０

５５

５５

午前６時から
一 工業地域（第１特別地域及び第２特別地域に該当 午前８時まで
する地域を除く。）
午前８時から
二 工業専用地域（第１特別地域及び第２特別地域に 午後８時まで
該当する地域を除く。）のうち第３種区域（第２特別地
午後８時から
域を除く。）に接する地域であって第３種区域の周囲３
午後１１時まで
０メートル以内の地域（以下「第３特別地域」という。）
午後１１時から
三 前２号に掲げる地域に接する地先及び水面まで
翌日午前６時まで

６０
７０
６０
５５

六 振動
区
種

別

第１種区域

第２種区域

域

の
該

区
当

地

分
域

一 第１種低層住居専用地域
二 第２種低層住居専用地域
三 第１種中高層住居専用地域
四 第２種中高層住居専用地域
五 第１種住居地域
六 第２種住居地域
七 準住居地域
八 無指定地域（第２種区域に該当する区域を除
く。）
一 近隣商業地域
二 商業地域
三 準工業地域
四 工業地域
五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面
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時間の区分

振動源の存する敷地と
隣地との境界線における
地盤の振動の大きさ（単
位デシベル）

午前８時から
午後７時まで

６０

午後７時から
翌日午前８時まで

５５

午前８時から
午後８時まで

６５

午後８時から
翌日午前８時まで

６０
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5-3 公害防止組織整備法と都環境確保条例
～公害防止管理者制度～
略号 法：特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止組織整備法）
制定：昭和46年6月10日法律第107号 最終改正：平成26年6月13日法律69号
施行令：平成26年7月30日政令第269号 施行規則：平成19年12月3日環境省令等6号
都条例：東京都環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）

１ 公害防止管理者制度の概要
東京都の地域では、公害防止管理者制度について法律と都条例の２つの制度がそれぞれ施行されて
いる。

（１）法律の制度
法律による公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」（昭和４６
年法律第１０７号。以下「法」という。）に基づき、法の対象工場は、製造業並びに電気、ガス及び熱供給業
に属する工場のうち、ばい煙、汚水、騒音、振動、特定・一般粉じん及びダイオキシン類を発生する特定の
工場とされている。
これらの特定事業者（特定工場を設置している者）は、その工場の公害防止組織として、公害防止統括
者、公害防止管理者または公害防止主任管理者（一定量以上のガス、汚水の双方を排出する施設をもつ
工場に限る。）及びそれぞれの代理者を選任しなければならない。
公害防止管理者は、大気（第１種～第４種に区分）、水質（第１種～第４種に区分）、騒音・振動、特定粉
じん、一般粉じん及びダイオキシン類の種類別に国が行う試験に合格したもの、または同種類ごとに定め
る一定の講習を修了した者の中から選任し、都道府県知事または市区町村長に届け出なければならな
い。

（２）都条例の制度
東京都は昭和４５年１１月に「東京都公害防止条例」（昭和４４年条例第９７号）を改正し、公害防止管理
者制度を設けており、平成１２年１２月に東京都公害防止条例を全面改定し、新たに「都民の健康と安全を
確保する環境に関する条例」（平成１２年条例第２１５号。以下「都条例」という。）を制定する中で制度改正
を実施した。
都条例による公害防止管理者制度は、同条例で定める工場のうち公害を発生させる可能性の高い工場
を、業種及び従業員数によって区分（第１種～第２種）し、東京都公害防止管理者を選任することを義務付
けている。選任する東京都公害防止管理者は、都が実施するそれぞれの種ごとの講習を修了した者で、
都に登録した者から選任しなければならない。

２ 制度の目的
（１）法律の制度
公害防止に関して専門知識を有する者を工場に配置し、その工場内に公害防止組織の整備を図ること
を目的とする。

（２）都条例の制度
東京都の公害防止管理者については、都条例第１０５条第１項に「…工場を設置している者は、公害防
止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行
わせなければならない。」と規定されている。
また、都条例施行規則第４８条第２項には公害防止管理者の職務についての規定がある。この制度の
目的は次の３点に要約される。
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①この制度を通じて、企業自らが公害防止に努力するのだという自覚を促すこと。
②工場において、公害防止管理者の監督のもとに施設の維持管理等の適切な公害防止の管理を行わ
せること。
③企業の付近住民の苦情等に対する窓口及び行政側の指導の窓口を明確にさせること。

３ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
（公害防止組織整備法）
（１）法の目的
公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公
害の防止に資することを目的とする。

（２）適用を受ける事業場
①特定工場となる対象業種
製造業（物品の加工業も含む）、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
②特定工場となる対象施設及び工場
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、
振動発生施設、ダイオキシン類発生施設の特定施設が設置されているもののうち政令で定める事業
場

（３）適用を受ける事業場の責務
公害防止管理者等の選任と届出
「一定規模以上の特定工場」、「その他の特定工場」において、公害防止統括者、公害防止主任管
理者、公害防止管理者を選任し３０日以内に届け出る。
①公害防止統括者
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担い、工場長等の職責にある方が適任であ
り、資格は不要とする。
②公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担い、部長又は課長等の職責にあ
る方が想定され、資格を必要とする。
※１時間当たりの排出ガス量が４万㎥以上、かつ、１日当たりの排出水量が１万㎥以上ある工場において選任が
必要となる。ただし、一定の要件を満たしている場合（大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者
の両者間の調整を要しない場合や両者を同一人が兼任している場合などで、かつ当該工場からの排出ガス
及び排出水が確実に処理できる場合）は、免除することができる。

③公害防止管理者
公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担い、
施設の直接の管理者が想定され、資格を必要とする。
※原則として２以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこととされている。
ただし、一定の要件を満たしている場合（同一業種または同一敷地内の複数の中小企業において
共同で行う場合や同一企業であるが同一敷地内にない複数の工場で公害防止業務を行う場合）は、
免除することができる。
※大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の両者間の調整を要しない場合や両者を
同一人が兼任している場合等、当該工場からの排出ガス及び排出水が確実に処理できる場合には、
公害防止主任管理者の選任を免除する。
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○ 公害防止管理者等の概要
常時使用する従業
員数が 21 人以上の
場合に選任する。

公害発生施設の区分ご
とに必要な公害防止管
理者を選任する。

公害防止主任管理者

公害防止統括者

大気関係公害防止管理者（第１種、第２種、第３種、第４種）
水質関係公害防止管理者（第１種、第２種、第３種、第４種）
特定粉じん関係公害防止管理者
一般粉じん関係公害防止管理者
ダイオキシン類関係公害防止管理者
騒音・振動関係公害防止管理者
騒音・振動の区分は統合さ
れた。
（2006 年 4 月 1 日）

一定規模以上（ばい煙発生量が１時間
当たり４万㎥以上で、かつ排出水量が
１日当たり平均１万㎥以上）の特定工
場に選任が義務付けられている。

４ 公害防止管理者等の選任又は設置
（１）法律の公害防止管理者等
法律の公害防止管理者は、管理者法第３から第６条の規定に基づき選任しなければならない。その概
略は次のとおりである。
①公害防止統括者
対象工場においては、公害防止統括者を選任しなければならない。ただし、会社や事業所全体の
常時使用する従業員の数が２０人以下の小規模企業では選任しなくてもよいことになっている。（法第
３条）
②公害防止管理者
対象工場において、当該工場に設置されている施設の区分に従い、公害防止管理者を選任しなけ
ればならない。（法第４条）
なお、下記条件の場合は管理者を兼任することができる。
イ．複数の中小企業に係る工場が共同で公害防止業務を行う場合
ロ．同一企業であるが同一敷地内にない複数の工場が共同で公害防止業務を行う場合
ハ．異なる企業であるが同一敷地内にある複数の工場が共同で公害防止業務を行う場合
③公害防止主任管理者
対象工場のうち、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設がともに設置されており、排出ガス量が４０，
０００㎥／時以上であり、かつ、排出水量が１０，０００㎥／日以上である工場においては、公害防止統
括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者として公害防止主任管理者を選任しなければならない
こととされている。（法第５条）
なお、大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の両者間の調整を要しない場合や両
者を同一人が兼任している場合等、当該工場からの排出ガス及び排出水が確実に処理できる場合に
は、公害防止主任管理者の選任を免除することができる。
④公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の代理者
公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者が、旅行、疾病、その他の事故によ
ってその職務を行うことができない場合に、その職務を行う代理者を選任しておかなければならないこ
ととなっている。（法第６条）
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⑤その他
事業者は、工場において公害防止統括者等を選任したときは、都道府県知事（特定の市にあって
は市長、また騒音発生施設及び振動発生施設のみを設置する工場については市町村長。以下同
じ。）に届け出なければならないこととなっている。（法第３条第３項、第４条第３項、第５条第３項）
知事は、事業者に対し、公害防止統括者の職務の実施状況の報告を求めることができ、また職員
にその工場に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させることができる。（法第１１条）
公害防止統括者等が公害関係法令の規定に違反したときは、知事は事業者に対し、これらの者の
解任を命ずることができることとなっている。（法第１０条）
選任義務違反及び解任命令違反については５０万円以下の罰金、その他の届出義務違反等につ
いては２０万円以下の罰金の規定がある。

（２）都条例の公害防止管理者
都条例の公害防止管理者は「工場ごと」に設置しなくてはならないものであり、したがって同一企業の工
場であっても、所在地が異なれば、それぞれの工場に公害防止管理者を設置しなければならない。また、
職務の性格上、その工場に公害防止管理者は常駐させなければならない。
都条例に基づいて設置する公害防止管理者は１工場について１名であり、東京都公害防止管理者は、
住民に対する窓口、行政庁の第一次的な指導の相手方といった性格を有するものとしている。しかし、東
京都公害防止管理者が、旅行、疾病、その他の事故によってその職務を行うことができない場合があるの
で、その代理者を選任することが望ましい。
もとより従業員の中に公害防止管理者の資格を有する者が多数いることは、妨げないばかりか望ましい
ことである。しかしここでいうのは、対外的に公害防止管理者としての役割を果たす者のことを指しているに
過ぎないことはいうまでもない。

５ 東京都環境確保条例の設置対象工場
（１）公害防止管理者設置対象工場
都条例に基づき、東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、都条例別表第８に規
定する工場及び発電施設等を有する工場である。

○都条例別表第８の工場
位置の制限及び現況届等対象工場（第７８条、第８６条関係）
１
２
３
４
５
６
７
８
９

ばい

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉若しくは煆焼炉で、原料の処理能力が
１施設１時間当たり１トン以上のものを有する工場
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が０．５平方メートル以上のもの又は液体燃料用バ
ーナーの燃焼能力が１時間当たり５０リットル以上のものを有する工場
製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が１，０００キロボルトアンペア以
上のものを有する工場
動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
びょう

あな

金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲 打ち作業又は孔 埋め作業を伴うものを行う工
場
金属の鍛造で重量が０．５トン以上の落下錘を使用するものを行う工場
無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは
作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸（三酸化いおう含む。）、硫化
ふっ

水素、弗 素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイ
ン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるも
の
※その他の施設 発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場
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（２）工場の種別及び選任すべき公害防止管理者
種別

一 種
二 種

工 場 の 区 分

選任すべき
公害防止管理者

（１） 条例別表第８に掲げる工場で次の各号に掲げる業種に該当するもの（従業員１０
人以上のものに限る。）
１ 非鉄金属第１次製錬精製業
２ 鉛再製錬または亜鉛第２次製錬業
３ 伸銅品はメッキ鉄鋼線製造業
４ 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業または製鋼業
５ 有機質飼料または肥料製造業
６ 建設機械または鉱山機械製造業
７ 運送用車両または運送用車両部品製造業
８ 鋼船製造または修理業
９ トラクター製造業
１０ 亜鉛鉄板製造業
１１ 石けんまたは合成洗剤製造業
１２ 合板製造または薬品による木材処理業
１３ プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルムまたはプラスチック発
泡製品製造業
１４ セメント製造業
１５ 舗装材料製造業
１６ 合金鉄または電気炉銑製造業
１７ 鍛工品製造業
１８ 圧縮ガスまたは液化ガス製造業
１９ 界面活性剤製造業
２０ ソーダー製造業
２１ メタン誘導品製造業
２２ 医療品または農薬製造業
２３ 産業用火薬類製造業
２４ 染料若しくはその中間物、顔料または塗料製造業
２５ 表面処理鋼材製造業
２６ コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業
（２） 発電施設、
（３） 都市ガス製造施設、
（４） 都市ごみ焼却施設
（５） パルプ製造施設を有する工場

東京都一種
公害防止管理者

条例別表第８に掲げる工場で、東京都一種
公害防止管理者を設置すべき工場以外の工場

東京都一種
公害防止管理者
又は
東京都二種
公害防止管理者
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６ 公害防止管理者の資格要件
○東京都公害防止管理者の資格要件（環境確保条例、別表第１０）
区分

資

格

要

件

一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う１種公害防止管理者講習を修了した者
（１） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項に定める第１種電気主任技術者免状、第２種
電気主任技術者免状、第３種電気主任技術者免状、第１種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第
２種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者
（２） ガス事業法第３２条第１項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
（３） 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第３４条第１項に定める技術士登録証を有する者
（４） 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２９条第１項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機
械責任者免状を有する者
（５） 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２条に定める免許を有する者
東京都一種公害防止管理者

（６） 薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）第２条に定める免許を有する者
（７） ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）第９７条第１号に定める特級ボイラー技
士免許を有する者
（８） 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第３１条第１項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状
又は同条第２項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
（９） 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）第８条第１項に定める毒物劇物取扱責任者となるこ
とができる者
（１０） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条第２項に定める技術管理者となる資格を有する者
（１１） 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２第１項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者
（１２） エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第８条第１項に定める熱管理士免
状を有する者
（１３） 東京都２種公害防止管理者の資格を有する者
（１４） 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は工場等において公
害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
二 知事が指定する講習等を修了した者
三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則による東京都１級公害防止管理者の資格を有
する者
四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和４６年法律第１０７号）第 ７条第１項に定
める公害防止管理者又は公害防止主任管理者の資格を有する者
一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う２種公害防止管理者講習を修了した者

東京都二種公害防止管理者

（１） 前項資格要件の欄１（１）から（１２）までのいずれかに該当する者
（２） 消防法第１３条の２第１項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者
（３） 高圧ガス保安法第２９条第１項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状を有する者
（４） ボイラー及び圧力容器安全規則第９７条第２号に定める１級ボイラー技士免許又は同条第３号に定める
２級ボイラー技士免許を有する者
（５） 火薬類取締法第３１条第１項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保
安責任者免状又は同条第２項に定める乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
（６） 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は工場等において公
害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
二 知事が指定する講習等を修了した者
三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則による東京都２級公害防止管理者の資格又は
東京都３級公害防止管理者の資格を有する者
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○公害防止管理者制度の一覧
（公害防止選任対象工場と選任すべき公害防止管理者）
公害防止管理者等を設置しなければならない工場（特定工場）
特定事業 設置されている特定施設

従業員数、排出量等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

ばい煙、汚水、集じん、騒音、 常時使用従業員２１人以
振動施設
上
排出ガス量４万㎥／ｈ以
ばい煙、汚水関係施設を併設 上
排水量１万㎥／日以上
４万㎥／ｈ以上
有害物質発生施
設
４万㎥／ｈ未満
ばい煙発生
（令２条２項１号）
施設
排出
（令第２条
ガス量 ４万㎥／ｈ以上
その他の施設
第１項）
（令２条２項２号）
１万㎥／ｈ以上４
万㎥／ｈ未満
１万㎥／日以上
有害物質排出施
製造業
設
１万㎥／日未満
（含む加工 汚水等排
（令３条２項１号）
業）
出施設
排出
（令第３条
水量 １万㎥／日以上
その他の施設
電気供給
第１項）
（令３条２項２号）
１千㎥／日以上
業
１万㎥／日未満
特定粉じん発生施設
ガス供給業
（令第４条の２）
熱供給業 一般粉じん発生施設
（令第５条）
の事業の ダイオキシン類発生施設
用に供する （令第５条の３）
騒音発生施設（令第４条）
工場
１ 機械プレス（呼び加圧能力
が９８０キロニュートン以上の
指定地域内
もの）
２ 鍛造機（落下部分の重量が
１トン以上のハンマー）
振動発生施設（令第５条の２）
１ 液圧プレス（矯正プレスを除
く、呼び加圧能力が２，９４１
キロニュートン以上のもの）
指定地域内
２ 機械プレス（騒音発生施設
と同じ）
３ 鍛造機（騒音発生施設と同
じ）

選任すべき公害防止管理者等
種

類

資

格

公害防止統括者

工場において事業を統括管理する者
（工場長）
主任管理者試験合格者・講習修了者
公害防止主任管理
大気（１・３種）・水質（１・３種）有資格者
者
第１種 大１有資格者 → 大１合格者、大１修了者
大２有資格者 → 大１有資格者、大２合格
第２種
者、大２修了者
大気関係
公害防止
大３有資格者 → 大１有資格者、大３合格
第３種
管理者
者、大３修了者
大４有資格者 → 大１・２・３有資格者、大４
第４種
合格者、大４修了者
第１種 水１有資格者 → 水１合格者、水１修了者
水２有資格者 → 水１有資格者、水２合格
第２種
者、水２修了者
水質関係
公害防止
水３有資格者 → 水 １有資格者、水３合
第３種
管理者
格者、水３修了者
水４有資格者 → 水１・２・３有資格者、水４
第４種
合格者、水４修了者
特定粉じん関係
大１・２・３・４有資格者
公害防止管理者 特定粉じん試験合格者・講習修了者
一般粉じん関係
大１・２・３・４・特定粉じん有資格者
公害防止管理者 一般粉じん試験合格者・講習修了者
ダイオキシン類関係
ダイオキシン類試験合格者・講習修了者
公害防止管理者
騒音・振動関係
公害防止管理者 騒音・振動関係試験合格者・講習修了者
（※騒音関係
（※騒音試験合格者・講習修了者）
公害防止管理者）

騒音・振動関係
公害防止管理者 騒音・振動関係試験合格者・講習修了者
（※振動関係
（※振動試験合格者・講習修了者）
公害防止管理者）

環境確保条例

１ 条例別表第８に掲げる工場のうち、規則別表第９の右欄に掲げる
２６業種（従業員１０人以上のものに限る）
東京都１種
２ 発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設およびパルプ製 公害防止管理者
造施設を有する工場

東京都１種公害防止管理者有資格者 →
講習修了者、指定講習修了者および管理者
法に基づく公害防止管理者・主任管理者

東京都２種
公害防止管理者

東京都１種または２種公害防止管理者有資
格者 → 講習修了者、指定講習修了者お
よび管理者法に基づく公害防止管理者・主任
管理者

条例別表第８のうち、上記１・２以外の工場
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○選任すべき公害防止管理者と資格・担当業務
選任届出はどうするか 代理者の選任等は
種

類

公害防止統括者

選任時期 届出時期

選任、届出、
資格

選任事由
が 発生し
た日から３
０日以内

担当業務は
業務内容

兼務はできるか
同一
工場で

二以上の
工場で

特定工場の公害防止対策の責任者
としての業務

公害防止主任管理
者

原則不可 （
例外：
規則第５条）
※１・
２

該当する資格を有しており職務を誠実に行い得るならば可

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
環境確保条例

技術的事項について公害防止統括
者を補佐し、管理者を指揮する
１ 燃料原材料の検査
２ 施設の点検
第１種
３ 処理施設の操作点検、補修
大気関係
第２種
４ 濃度測定、記録
公害防止
第３種
５ 測定機器の点検、補修
管理者
第４種
公害防止統括者 ６ 事故等の応急措置
等が旅行、疾病 ７ 緊急時の減少等措置
その他の事故によ １ 原材料の検査
選任した日
ってその職務がで ２ 施設の点検
第１種
から３０日
水質関係
きない場合に備え ３ 処理施設の操作点検、補修
第２種
以内
公害防止
、あらかじめその ４ 濃度測定、記録
第３種
管理者
第４種 選任事由 （ 解 任 届 ： 職務を代行する ５ 測定機器の点検、補修
者として、代理人 ６ 緊急時の減少等措置
が 発 生 し 解任した日
を選任しなければ
特定粉じん関係公 た日から６ か ら ３ ０ 日
ならない。
１ 原材料の検査
害防止管理者
０日以内 以内）
２ 施設の点検
一般粉じん関係公
資格、選任、届 ３ 処理施設の操作点検、補修
害防止管理者
出は本人に同じ。
１ 燃料原材料の検査
２ 施設の点検
３ 処理施設の操作点検、補修
ダイオキシン類関係
４ 濃度測定、記録
公害防止管理者
５ 測定機器の点検、補修
６ 事故等の応急措置
７ 緊急時の減少等措置
騒音関係公害防止
１ 施設の配置の改善
管理者
２ 施設の点検
振動関係公害防止
３ 施設の操作の改善
管理者
１ 工場を設置している者に対し、条
公害防止管理者 例の規定を誠実に遵守するよう助
の代理者制度は 言し、および作業の方法、施設の
ないが、左記の届 維持等の技術的事項について、
東京都１種、・２種公 選任後、速やかに届け
出の際、その職務 当該工場から公害を発生させない
害防止管理者
出る。
代行者を記載す よう監督すること。
るよう指導してい ２ 当該工場の付近の住民に対し、
当該工場の公害の防止方法等に
る。
ついて周知させること。

可

不可

※１：法律の届出窓口は、騒音・振動のみ区市町村
※２：法律の罰則：選任義務違反（５０万円以下の罰金）、届出義務違反及び立入検査忌避等２０万円以下の罰金）
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