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6-1 大気汚染の防止
１ 大気汚染防止法
法施行：昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97 号
施行令：平成 27 年 11 月 11 日公布

最終改正：平成 27 年 6 月 19 日法律第 41 号
施行：平成 30 年 4 月 1 日

（１）法の目的
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化
合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）の的確かつ円滑な
実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質
対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、
国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生
じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的
とする。工場や事業場で、事業活動に伴うばい煙、粉じんの排出等の規制や有害大気汚染対策の実施を
推進し、並びに建築物の解体等に伴う粉じんの排出等の規制や自動車排出ガスについての許容限度を
定めることなどによって、大気汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ること、また、
大気汚染によって人の健康に関する被害が生じた時、事業者の賠償責任について定めることによって被
害者の保護を図ることを目的とする。

（２）適用を受ける事業場
①ばい煙を排出する施設
一定規模以上の施設を対象に、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質（窒素酸化物等５種類）の排出基
準を定めている。
イ．ボイラー（伝熱面積１０㎡以上又は燃焼能力重油換算５０ℓ／ｈ以上）
ロ．乾燥炉（火格子面積１㎡又は焼却能力重油換算５０ℓ／ｈ又は変圧器定格容量 200KVA 以上）
ハ．廃棄物焼却炉（火格子面積２㎡又は焼却能力２００ｋｇ／ｈ以上）
ニ．ガスタービン、ディーゼル機関（燃焼能力重油換算５０ℓ／ｈ以上）
ホ．ガス機関、ガソリン機関（燃焼能力重油換算３５ℓ／ｈ以上）
ヘ．その他の施設
一定規模以上の工場・事業場を対象に、硫黄酸化物及び窒素酸化物の総量規制基準を定めてい
る。
イ．硫黄酸化物（定格原燃料使用量（重油換算）３００ℓ／ｈ以上、又は１００ℓ／ｈ以上３００ℓ／ｈ未満
で２，０００ℓ／日以上の工場・事業場）
ロ．窒素酸化物（定格原燃料使用量（重油換算）１ｋℓ／ｈ以上の工場・事業場）
②粉じん（一般粉じん）を出す施設
一定規模以上の施設（５種類）を対象に、構造・使用・管理の基準を定めている。
イ．コークス炉（原料処理能力５０ｔ／日以上）
ロ．鉱物又は土石の堆積場（面積１，０００㎡以上）
ハ．ベルト・バケットコンベア（ベルト幅７５㎝以上、又はバケット内容積０．０３㎥以上）
ニ．破砕機、摩砕機（原動機定格出力７５ｋＷ以上）
ホ．ふるい（原動機定格出力１５ｋＷ以上）
③石綿（アスベスト）の粉じん（特定粉じん）を出す施設
一定規模以上の施設を対象に、石綿（アスベスト）の規制基準を定めている。
イ．解綿用機械、混合機、紡織用機械（原動機定格出力３．７ｋＷ以上）
ロ．切断機、研磨機、切削用機械、破砕機、摩砕機、プレス、穿孔機（原動機定格出力２．２ｋＷ以上）
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④特定粉じん排出等の作業
政令に定められた特定建築材料（吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材）が使
用されている建築物等を解体、改修する場合の作業基準を定めている。撤去等の作業を行う場合に
は実施内容等（作業方法など）を見やすい箇所に掲示することが必要。
⑤有害大気汚染物質を出す施設
指定物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの３物質）を排出する施設（乾燥施設、
コークス炉、蒸留施設、洗浄施設等）を対象に、抑制基準を定めている。
⑥ＶＯＣ（揮発性有機化合物）を出す施設
一定規模以上の施設を対象に、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の規制基準を定めている。
イ．化学製品製造の用に供する乾燥施設（送風機の送風能力３，０００㎥／時以上）
ロ．塗装の用に供する乾燥施設（送風機の送風能力１０，０００㎥／時以上）
ハ．オフセット印刷の乾燥施設（送風機の送風能力７，０００㎥／時以上）
ニ．グラビア印刷の乾燥施設（送風機の送風能力１５，０００㎥／時以上）
ホ．洗浄施設、ＶＯＣ貯蔵タンク等
⑦水銀排出施設
「水俣条約」の附属書Ｄに掲げる施設又は同附属書Ｄに掲げる工程を行う施設のうち、水俣条約第八
条２(ｂ)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
※【水俣条約】付属書（特定可能な発生源に掲げる施設）
石炭火力発電所、産業用石炭火力ボイラー、産業廃棄物焼却施設、セメントクリンカ製造施設、
非鉄（鉛、亜鉛、銅、工業金）製造施設をいう。

（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、計画書等）
②測定及び記録
③排出基準の遵守
④公害防止管理者の選任

○ばい煙発生施設（大気汚染防止法施行令別表第１より） 〔概要〕
施設の種類

施設の規模

１．ボイラー

伝熱面積１０㎡以上、燃焼能力（重油換算）５０ℓ／ｈ以上
原料処理能力２０ｔ／日以上、燃焼能力（重油換算）５０ℓ／ｈ
以上

２．ガス発生炉、加熱炉
３．焙焼炉、焼結炉
４．金属精錬用の溶鉱炉、転炉、平炉
５．金属精製又は鋳造用の溶解炉
６．金属鍜造、圧延、熱処理用の加熱炉
７．石油製品、石油化学製品、コールタール製品製造用の加
熱炉
８．石油精製用の流動接触分解装置の触媒再生塔
８の２．石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置の燃焼炉
９．窯業製品製造用の焼成炉、溶融炉
１０．無機化学工業品又は食料品製造用の反応炉、直火炉
１１．乾燥炉
１２．製銑、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用の電気炉
１３．廃棄物焼却炉
１４．銅、鉛、亜鉛精錬用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、
溶解炉、乾燥炉
１５．カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造用の乾燥施設
１６．塩素化エチレン製造用の塩素急速冷却施設
１７．塩化第二鉄製造用の溶解槽
１８．活性炭製造用の反応炉
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原料処理能力１ｔ／ｈ以上
火格子面積１㎡以上、羽口面断面積０．５㎡以上、燃焼能力
（重油換算）５０ℓ／ｈ以上、変圧器定格容量２００ｋＶＡ以上
触媒に附着する炭素の燃焼能力２００ｋｇ／ｈ以上
燃焼能力（重油換算）６ℓ／ｈ以上
火格子面積１㎡以上、燃焼能力（重油換算）５０ℓ／ｈ以上、
変圧器定格容量２００ｋＶＡ以上
変圧器定格容量が１，０００ｋＶＡ以上
火格子面積２㎡以上、焼却能力２００ｋｇ／ｈ以上
原料処理能力０．５ｔ／日以上、火格子面積０．５㎡以上、羽
口面断面積０．２㎡以上、燃焼能力（重油換算）２０ℓ／ｈ以
上
容量０．１ℓ 以上
塩素処理能力５０ｋｇ／ｈ以上
燃焼能力（重油換算）３ℓ／ｈ以上
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１９．化学製品製造用の塩素反応施設、塩化水素反応施設、
塩化水素吸収施設
２０．アルミニウム製錬用の電解炉
２１．燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用の反応施設、
濃縮施設、焼成炉、溶解炉
２２．弗酸製造用の凝縮施設、吸収施設、蒸溜施設

塩素処理能力５０ｋｇ／ｈ以上
電流容量３０ｋＡ以上
燐鉱石処理能力８０ｋｇ／ｈ以上、燃焼能力（重油換算）５０ℓ
／ｈ以上、変圧器定格容量２００ｋＶＡ以上
伝熱面積１０㎡以上、ポンプ動力１ｋＷ以上
原料処理能力８０ｋｇ／ｈ以上、火格子面積１㎡以上、燃焼
能力（重油換算）５０ℓ／ｈ以上
燃焼能力（重油換算）１０ℓ／ｈ以上、変圧器定格容量４０ｋＶ
Ａ以上
燃焼能力（重油換算）４ℓ／ｈ以上、変圧器定格容量２０ｋＶＡ
以上
容量０．１ℓ 以上、燃焼能力（重油換算）４ℓ／ｈ以上、変圧器
定格容量２０ｋＶＡ以上
硝酸の合成、漂白、濃縮能力１００ｋｇ／ｈ以上
原料処理能力２０ｔ／ｈ以上

２３．トリポリ燐酸ナトリウム製用の反応施設、乾燥炉、焼成炉
２４．鉛の第二次精錬又は鉛の管、板、線製造用の溶解炉
２５．鉛蓄電池製造用の溶解炉
２６．鉛系顔料製造用の溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設
２７．硝酸製造用の吸収施設、漂白施設、濃縮施設
２８．コークス炉
２９．ガスタービン
３０．ディーゼル機関
３１．ガス機関
３２．ガソリン機関

燃焼能力（重油換算）５０ℓ／ｈ以上
燃焼能力（重油換算）３５ℓ／ｈ以上
石炭火力発電所、産業用石炭火力ボイラー、廃棄物焼却施
設、セメントクリンカ製造施設、非鉄（鉛・亜鉛・銅・工業金）製
錬等施設 （平成 30 年 4 月１日）施行令公布

３３．水銀排出施設

（４）石綿含有建築物解体等工事
①対象工事
「吹付け石綿」｢石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被服材｣（特定建築材料）が使用されている建
築物・工作物を解体・改造・補修する作業

○特定建築材料の具体例
区

分

吹付け石綿
石綿を含有する断熱材
（吹付け石綿を除く）
石綿を含有する保温材
（吹付け石綿を除く）
石綿を含有する耐火被覆材
（吹付け石綿を除く）

建築材料の具体例
①吹付け石綿 ②石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式）
③石綿含有ひる石吹付け材 ④石綿含有パーライト吹付け材
①屋根用折版裏断熱材 ②煙突用断熱材
①石綿保温材 ②石綿含有けいそう土保温材
③石綿含有パーライト保温材 ④石綿含有けい酸カルシウム保温材
⑤石綿含有ひる石保温材 ⑥石綿含有水練り保温材
①石綿含有耐火被覆板 ②石綿含有けい酸カルシウム板第二種
③石綿含有耐火被覆塗り材

②適用を受ける工事実施者の責務
イ．特定粉じん排出等作業実施届（大気汚染防止法第１８条の１５）
ロ．石綿飛散防止方法等計画報告書（東京都環境確保条例規則第６０条）：規模による
ハ．解体作業当の掲示
ニ．作業基準等の遵守義務
※大気汚染防止法の改正（平成 25 年 6 月 21 日：公布法律 58 号、施行：平成 26 年 6 月 1 日）
①石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を､工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を
担うことを位置付ける。
②解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。等
③解体工事の届出、作業標準等の改正（環境省令の改正：平成 26 年 5 月 7 日公布）

（５）水銀排出施設設置者の責務
①該当する施設・作業についての届出（設置届、変更届、計画書等）
②水銀濃度の測定 （第１８条の３０）
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水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結
果を記録し、保存しなければならない。
③排出基準（第１８条の２２）
水銀の大気排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、水銀排出が可能な限り削減されるよ
う、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量（＝水銀濃度）につ
いて、施設の種類及び規模ごとに政令で定めるもの（＝要排出抑制施設）の設置者は、との許容限度
として、環境省令で定める。
④排出基準の遵守義務 （第１８条の２８）
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しな５
年間保存しなければならない。
⑤要排出抑制施設の設置者の自主的取組等（第１８条の３２）
届出対象外であっても、水銀の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適
当であるとものと排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、 自ら遵守すべき基準の作成、
水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価
を公表しなければならない。

２ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措置法 （自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）
施行：平成 4 年 6 月 3 日法律第 70 号 最終改正：平成 23 年 8 月 30 日法律第 105 号
施行令：平成 23 年 3 月 30 日政令第 53 号 施行規則：平成 23 年 3 月 30 日環境省令第 4 号

（１）法の目的と平成１９年法改正の背景
「自動車NOx・PM法」は、窒素酸化物や粒子状物質による大気汚染が著しい都市部での大気環境の改
善を目指すものである。これまで、首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏にある市区町村を窒素酸化物対
策地域及び粒子状物質対策地域（以下「対策地域」という。）に指定し、自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質（以下「自動車排出窒素酸化物等」という。）の排出総量の削減に取り組んできた。
しかし、大都市地域内の一部の地区においては、自動車交通の集中等により、大気環境の改善が阻害
されており、長期間にわたり二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない状
況にある。また、このような地区における大気汚染の一因として、対策地域の外から対策地域の中に流入
する自動車からの影響も指摘されている。そこで、「自動車NOx・PM法」を改正し、局地汚染対策及び流入
車対策を講ずることとし、平成１９年法律改正した。
（平成19年改正 法律第50号 平成20年１月１日施行）

（２）対策地域
①首都圏対策地域
・東京都（51市区町）：特別区（23区）ほか島嶼を除く全域
・埼玉県（51市町） ・神奈川県（25市町） ・千葉県（16市）
②愛知・三重圏対策地域
③大阪・兵庫圏対策地域

（３）改正法の概要
①局地汚染対策
イ、重点対策地区の指定：都道府県知事は、対策地域内で大気汚染が特に著しく、当該地区の実情
に応じた局地汚染対策を計画的に実施する必要がある地区を、重点対策地区として対策地域内に指
定する。
ロ、重点対策計画の策定：都道府県知事は、指定した重点対策地区に関する重点対策計画を策定し、
当該重点対策地区における自動車排出窒素酸化物等による大気汚染の防止を図るための局地汚染
対策を重点的に実施する。
ハ、特定建物の新設に関する措置：重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物を新設する
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者は、当該重点対策地区に関して策定された重点対策計画を踏まえ、自動車排出窒素酸化物等の
排出抑制のための配慮事項等を届け出て適正な配慮を実施する。
②流入車対策
イ、指定地区・周辺地域の指定：環境大臣は、重点対策地区のうち流入車対策を推進することが必要
な地区を指定地区として指定し、対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置
を有する自動車が指定地区内に相当程度流入している地域を周辺地域として指定する。
ロ、周辺地域内自動車に関する措置
・周辺地域内に使用の本拠の位置を有する自動車（以下「周辺地域内自動車」という。）を使用する一
定の事業者（以下「周辺地域内事業者」という。）は、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制措置の実
施に関する計画を作成・提出し、定期の報告を実施する。
・事業者の努力義務
周辺地域内自動車を対策地域内において運行する事業者及びこのような事業者に輸送を行わせる
事業者は、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に努力する。
③特定建物の新設に関する措置
改正自動車NOx･PM法では、重点対策地区内に交通需要を生じさせる程度の大きい用途で一定規
模以上の建物（以下「特定建物」とう。）の設置者について自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に
配慮してその建物を維持・運営していただくため、特定建物の設置者に、新設に関する届出等の義務
が課された。
④周辺地域内自動車に関すること
イ、自動車を使用する事業者
周辺地域内自動車を保有している場合には、これらの周辺地域内自動車を対策地域内において運
行している場合、その保有台数や運行回数にかかわらず、努力義務の対象となる。
ロ、運送事業者に貨物の運送を継続して行わせる事業者
運送事業者に対策地域内において周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行う場合、
運送事業者との契約件数にかかわらず、努力義務の対象となる。
⑤自動車を使用する事業者の場合の努力義務
イ、自動車を使用する事業者の場合
自動車NOx・PM法で対策地域内の自動車に関して定められている窒素酸化物排出基準及び粒子状
物質排出基準（以下「排出基準」という。）に適合する自動車を使用するよう努める。
ロ、運送事業者に貨物の運送を継続して行わせる事業者の場合
運送事業者が使用する周辺地域内自動車の積載効率及び輸送効率の向上等の措置に取り組むこと
により、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努める。

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準
ディーゼル乗用車

NOx
0.48g/km（昭和 53 年規制ガソリン車並）
PM
0.055g/km
バス・トラック等（ディーゼル車、ガソリン、LPG 車）
１．７ｔ以下
NOx
0.48g/km（昭和63年規制ガソリン車並）
車
PM
0.055g/km
両 １．７ｔ超
NOx
0.63g/km（平成6年規制ガソリン車並）
総
２．５ｔ以下
PM
0.06g/km
重 ２．５ｔ超
NOx
5.9g/kWh（平成7年規制ガソリン車並）
量
３．５ｔ以下
PM
0.175g/kWh
区 ３．５ｔ超
NOx
5.9g/kWh（平成10年、平成11年規制ディーゼル車並）
分
PM
0.49g/kWh（平成10年、平成11年規制ディーゼル車並）
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【参考】東京都環境確保条例（26 年 10 月全面改訂）
（１）自動車排出ガス対策
東京都では、従来から環境確保条例による自動車公害対策が、法律による規定より先進的に行なわれ
ている。このため、NOx・PM 法での重点対策地域の指定や局地汚染対策計画を策定していない。
現状の東京都環境確保条例の規定を次に示す。

（２）適用を受ける事業所とその責務
①条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車の都内 九都県市共同指定ステッカー
の運行が禁止条例（第37条）基準を満たすディーゼル車の入替、ＤＰＦ
（粒子状物質減少装置）の装着義務
・義務対象者：自動車の購入、配置、整備など自動車の運行に関わる全て
の権限を持つ地位にある者（通常は、車検証上の使用者）
・荷主も義務を負う（第39条）：貨物の運送や旅客の輸送などを委託する荷
主が委託先の自動車の運行ルートや運行時間などを指定し、事実上、
運行責任者と同様に自動車の運行を支配する場合があります。このよう
な場合、荷主も条例に違反するディーゼル車が使用されないようにする
義務を負う。
※貨物の輸送：（例）…コンビニエンスストアや大規模小売店舗等の商品搬送、石油等の燃料輸送
※旅客の輸送：（例）…会社・学校の送迎バス、コミュニティバス義務の対象者は運行責任者
②都内で 200 台以上の自動車を使用する事業者使用する自動車のうち、特定低公害･低燃費車の
割合を知事が定める自動車に換算して５％以上とする。（第 35 条）
③自動車環境管理計画書の提出義務（第 28 条）
特定事業者（３０台以上の自動車を使用）は、自動車使用による環境への負荷を低減させるため､低
公害・低燃費車の導入、エコドライブ及び自動車の使用の合理化の措置等に関する計画を記載した
自動車環境管理計画書を作成し、提出することが義務付けられた。
④アイドリングストップ
・運転者の義務（第52条）：自動車等を駐車又は停車したときは、エンジンを停止する（アイドリングスト
ップ）義務がある。事業者も同様な周知・施設整備の義務を負う。（第53条）
・20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務：（第54条） 駐車場の利用者に対して、看
板の掲示などによりアイドリングストップの周知をする義務を負う。
⑤重油や混和燃料（重油＋軽油）など自動車等の燃料として使用・販売の禁止（第 57 条、59 条）
・自動車や建設作業機械などの燃料として使用することを禁止
・建設作業機械などの燃料として販売することを禁止

6-2 水環境・雨水利用
１ 水循環基本法
法施行：平成 26 年 4 月 2 日法律 16 号

（１）法の目的
水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我
が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与する。

（２）理念・定義
①この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地
表水、地下水として河川の流域を中心に循環すること。
②この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれ
た状態での水循環をいう。
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（３）基本理念、等
水循環の重要性等の基本理念、国･地方公共団体等の責務（第４条～第７条）、関係者相互の連携及び
協力(第８条）、施策の基本方針（第９条）、水の日（8月１日）の制定(第１０条)、水循環基本計画（第13条）の
策定など、健全な水循環の維持・回復のための取組が積極的に推進されることに関する事項を定めた。

２ 雨水の利用の推進に関する法律
法施行：平成 26 年 4 月 2 日法律第 17 号

（１）法の目的
この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていること
を踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明ら
かにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もっ
て水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与すること
を目的とする。（第 1 条）

（２）定義
この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便
所の用、散水の用その他の用途に使用することをいう。ただし、水道施設・農業用用水路・工業用水道施設
等を水の原水として使用することを除く。（第 2 条）

（３）国及び独立行政法人、事業者等の責務（第 3～5 条）
①国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。また、国及び独
立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
②地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定
し、及び実施するよう努めなければならない。また、地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨
水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
③事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利
用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（４）基本計画（第７条～９条）
国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針を定めなければならない。
基本方針の内容：①雨水の利用の推進の意義に関する事項 ②雨水の利用の方法 ③健康への悪影
響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項 ④雨水の利用の推進に関する施策に係る基
本的な事項 ⑤その他雨水の利用の推進に関する重要事項
※都道府県・市町村も地域に即した「基本計画」を定めることができる。

6-3 事業場排水の水質規制について
（下水道法と東京都下水道条例）
法施行：昭和 33 年 4 月 24 日法律第 79 号 法最終改正：平成 27 年 5 月 20 日法律第 22 号
法施行令：平成 27 年 10 月 7 日公布 法施行規則：平成 27 年 11 月 13 日国交省令第 78 号
都条例：昭和 34 年 12 月 28 日条例第 89 号 条例最終改正：平成 26 年 3 月 31 日条例 84 号

東京都内における事業場の排水規制は、公共用水域の水域（河川、海域等）と下水道に排出する事業
所に大別される。公共水域の水質保全のためには「水質汚濁防止法」、下水道地域への排出は、水質保
全のみならず下水道施設の維持管理にも努める観点から、『下水道法』と『東京都下水道条例』により水質
規制を行っている。
東京都区部の下水道の普及率は平成６年度末にほぼ１００％に達し、家庭排水・事業場排水のほとんど
が下水処理場により処理されるようになり、『下水道法』と『東京都下水道条例』によるところが多かったが、
最近では「地下水汚染」「土壌汚染」の観点から『水質汚濁防止法』による化学物質等の使用に関する規制
が大きなウエートを占めている。
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１ 下水道法と東京都下水道条例
（１）法の目的
公共下水道等の設置・管理の基準等を定め下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の
向上・公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
※「下水」とは、生活あるいは事業（耕作を除く）に起因するか若しくは付随する廃水又は雨水をいう。

（２）適用対象
公共下水道を使用して下水を継続的に排出する事業場のうち、次の事業場はこの法律の適用を受け
る。
①汚水の量が５０ｍ３/日以上の者。
②水質が下水排除基準に適合しない者。
③水質汚濁防止法の「特定施設」の設置者。
④ダイオキシン類対策特別措置法の「水質基準対象施設」の設置者。
※特定施設の例
①酸又はアルカリによる表面処理施設
②電気メッキ施設
③総床面積が３６０㎡以上の弁当製造業などに設置される厨房施設
④総床面積が４２０㎡以上の飲食店に設置される厨房施設
⑤病床数が３００床以上の病院に設置される厨房、洗浄、入浴施設
⑥クリーニング店に設置される洗濯機
⑦ＤＰＥ店に設置される自動式フイルム現像洗浄施設
⑧ガソリンスタンド、自動車整備工場、自動車デイーラー等に設置される自動式車両洗車機
⑨屋内作業場の総面積が８００㎥以上の自動車整備工場に設置される洗車施設
⑩工学部等、理学部を設置している大学の試験室、実験室の洗浄施設
⑪テトラクロロエチレン（別名：パーク又はパークレン）を洗浄液として使用するコインランドリー

（３）適用を受ける事業場の責務
①該当する施設（特定施設）についての届出（設置届、変更届等）
②使用の開始または水量、水質の変更の届出
③除害施設の設置（詳細は都条例で定めている）
④測定及び記録
⑤排出基準の遵守
⑥事故時の措置
※事故時の措置
特定施設を設置している事業場において、政令で規定する有害物質又は油が公共下水道に 流入する事故が発生し
た場合、応急措置を講じ、速やかに事故の状況、対応措置を届け出なければならない。（法第１２条の９ 第１項）

（４）都条例の目的
下水道法第２５条は「この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その
他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める」としている。特別
区内の公共下水道の管理及び使用は東京都下水道条例により定めており、同条例では排水設備の接続
方法、水質管理責任者の選任、使用開始の届出、下水道料金の料率・徴収方法・減免などを規定してい
る。

２ 主な規制対象項目と下水道への影響
規制を受ける項目・物質とその影響は、下表のとおりである。
規制対象項目
温
水

度
素

イ

オ

ン

濃

度

（ ｐ Ｈ ）

下水道に対する影響
下水管内の作業を妨げます。
下水管を腐食させます。
他の排水と混合すると有毒ガスが発生することがあります。
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ノ ル マ ル へ キ サ ン 抽 出 物 質
沃

素

浮

遊

消
物

費
質

下水管をつまらせます。火災の危険もあります。
下水道施設を腐食させます。
硫化水素ガスにより下水管内の作業を危険にします。
下水管内の清掃回数を増加させます。
下水管をつまらせます。

量

量 （ Ｓ Ｓ ）

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ Ｂ Ｏ Ｄ ）

高濃度になると下水処理場の処理機能が低下します。

窒

燐

高濃度になると下水処理場の処理機能が低下します。

ン

下水管内の作業を危険にします。
下水処理場における生物処理の機能を低下させます。

素

・

シ

ア

アルキル水銀、有機燐、鉛、総水銀、カドミウム、砒
素、六価クロム、銅、亜鉛、総クロム、溶解性鉄、溶
解性マンガン、ＰＣＢ、セレン、ほう素

下水処理場における生物処理の機能を低下させます。
下水処理場等で発生した汚泥の処理、処分を困難にします。

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタ
ン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジク
ロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、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、ふっ素、
1.4－ジオキサン

下水管内の作業を危険にします。
下水処理場における生物処理の機能を低下させます。

フ

下水処理場における生物処理の機能を低下させます。

ェ

ノ

ー

ル

３ 水質に関する基準

類

（下水排除基準）

特定事業場（特定施設設置工場・事業場）の基準（法１２条の２）
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当
該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

○東京都 23 区の下水排除基準
（ダイオキシン以外）

平成27年10月２１日現在

対象者

水質汚濁防止法上の特定施設の設置者
50ｍ3/日以上

対象物質又は項目

カ

処 有 シ
有

理 害 六

ド

ミ ウ
ア
機
鉛
ク ロ

ム
ン
燐

価
ム
砒
素
総
水
銀
物
困
ア ル キ ル 水 銀
ポリ塩化ビフェニル
質 トリクロロエチレン
難
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
物
四 塩 化 炭 素
1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ タ ン
1 , 1 -ジクロロエチレン
質
シス-1,2-ジクロロエチレン
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

50ｍ3/日未満

0.03㎎/L以下
0.03㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.5㎎/L以下
0.5㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.005㎎/L以下
0.005㎎/L以下
検出されないこと 検出されないこと
0.003㎎/L以下
0.003㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.04㎎/L以下
0.04㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
0.4㎎/L以下
0.4㎎/L以下
3㎎/L以下
3㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.03㎎/L以下
0.03㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
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水質汚濁防止法上の特定施設を設置していな
50ｍ3/日以上

0.03㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.5㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.005㎎/L以下
検出されないこと
0.003㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.04㎎/L以下
1㎎/L以下
0.4㎎/L以下
3㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.03㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下

50ｍ3/日未満

0.03㎎/L以下
1㎎/L以下
1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.5㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.005㎎/L以下
検出されないこと
0.003㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.04㎎/L以下
1㎎/L以下
0.4㎎/L以下
3㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.06㎎/L以下
0.03㎎/L以下
0.2㎎/L以下
0.1㎎/L以下
0.1㎎/L以下
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環
境
処 項
理
可 目
能
項 等
目

ほ

う

素

ふ

つ

素

10㎎/L以下
230㎎/L以下
8㎎/L以下
15㎎/L以下
0.5㎎/L以下
2㎎/L以下

10㎎/L以下
230㎎/L以下
8㎎/L以下
15㎎/L以下
0.5㎎/L以下
2㎎/L以下

10㎎/L以下
230㎎/L以下
8㎎/L以下
15㎎/L以下
0.5㎎/L以下
2㎎/L以 2㎎/L以下
下
3㎎/L以下
3㎎/L以下

1 , 4 － ジオキサン
総
ク
ロ
ム
3㎎/L以下
銅
3㎎/L以下
2㎎/L以下
2㎎/L以下
2㎎/L以下
亜
鉛
2㎎/L以下
5㎎/L以下
フ ェ ノ ー ル 類
5㎎/L以下
5㎎/L以下
―
10㎎/L以下
10㎎/L以下 10㎎/L以下
鉄
（ 溶解性 ）
―
マンガン（溶解性）
10㎎/L以下 10㎎/L以下
10㎎/L以下
―
生物化学的酸素要求量
600㎎/L未満
600㎎/L未満
―
（300㎎/L未満）
（300㎎/L未満）
（ＢＯＤ）
600㎎/L未満
600㎎/L未満
浮 遊 物 質 量
―
（300㎎/L未満）
（ＳＳ）
―
ノルマルヘキ
油
5㎎/L以下
5㎎/L以下
サン抽出物質 動植物油
―
30㎎/L以下
30㎎/L以下
―
窒
素
120㎎/L未満
120㎎/L未満
―
燐
16㎎/L未満
16㎎/L未満
水素イオン度
5を超え9未満
5を超え9未満
5を超え9未満
(5.7を超え8.7未満) (5.7を超え8.7未満) (5.7を超え8.7未満)
（ｐＨ）
温

度

沃 素 消 費 量

45ﾟC未満
（40ﾟC未満）
220㎎/L未満

45ﾟC未満
（40ﾟC未満）

45ﾟC未満
（40ﾟC未満）

220㎎/L未満

220㎎/L未満

10㎎/L以下
230㎎/L以下
8㎎/L以下
15㎎/L以下
0.5㎎/L以下
2㎎/L以下
3㎎/L以下
2㎎/L以下
―
―
―
―
―
―
―
―
―
5を超え9未満
(5.7を超え8.7未満)
45ﾟC未満
（40ﾟC未満）
220㎎/L未満

（備考）１．ほう素、ふつ素の基準のうち上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除する場合、 下段は
「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値です。（事業場の所在地により異なります。）
２．
内のうち50㎥/日未満の特定施設の設置者に係る総クロム基準は、工場を設置している者又は平成13年４月１日
以降に指定作業場を設置した者等に適用し、銅・亜鉛・フェノール類・鉄・マンガンの基準は、昭和47年４月２日以降
に工場を設置した者又は平成13年４月１日以降に指定作業場を設置した者等に適用する基準です。工場と は「都民の健
康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）」第２条第７号に規定するも の、指定作業場
とは同条第８号に規定するものです。
３．ＢＯＤ、ＳＳ、ｐＨ、温度に係る（ ）内の数値は製造業又はガス供給業に適用します。

４ 使用開始の届出
（１）公共下水道の使用開始（変更）の届出
公共下水道の使用する者のうち以下に該当する者は、「公共下水道使用開始届」を公共用下水道管理
者（東京都下水道局長）に提出しなければならない。また、汚水の量または水質を変更しようとするときは
「公共下水道使用変更届」を提出する。（法第１１条の２）
※東京都下水道局西部第二下水道事務所の所管区域（板橋区、練馬区）

（２）届出が必要な場合
①最も多量の汚水を排除する１日における汚水の量が５０ｍ３以上の者。
②水質が下水排除基準に適合しない者。
③水質汚濁防止法の「特定施設」の設置者。
④ダイオキシン類対策特別措置法の「水質基準対象施設」の設置者。

（３）特定施設・除害施設の届出の手続き
特定施設および除害施設を設置し、または変更しようとするときの届出手続きの順序は次のようになって
いる。

⑥－10

第６編 大気、下水、水質汚濁、土壌汚染

（４）基準適合に向けた検討
工場、事業場から排除される汚水を基準値内にするには、次のことについて検討すること。
①製造方法、工程等を工夫する。
②薬品、原材料の使用方法を工夫する。これらの使用量を節約する。
③廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。
※これらの方法によっても排除基準値に適合できない場合には、「除害施設」等を設置して排水を処
理し、基準値に適合させ排水する必要がある。

５ 基準に適合しない汚水を放流した場合
（１）水濁法の特定施設設置者・ダイ特法の水質基準対象施設設置者
下水排除基準に適合しない水を流した工場・事業場は、処罰されることがある（法第４６条の２）。また、こ
の基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業場に対しては、特定施設の改善を命令したり、特定
施設を使用することや公共下水道へ水を流すことを停止するように命令することもある。（法第３７条の２）

（２）水濁法の特定施設非設置者
下水排除基準に適合しない水を流した工場・事業場には、その水質を改善するように命令したり、さらに
公共下水道へ水を流すことの一時停止を命令することがある。（法第３８条第１項第１号、都条例第１１条の
２）

６ 特定施設
排水の水質規制が必要な施設を「特定施設」として定めている。下水道法は２種類の施設を特定施設と
して定めている。（法第１１条の２）

（１）水質汚濁防止法（水濁法）が定める「特定施設」
人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ
水を排出する施設で、水濁法施行令で具体的に規定されており、７5 種類の施設が定められている。
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〇水質汚濁防止法による「特定施設、指定施設」の届出

資料：東京都環境局ホームページ

（２）ダイ特法が定める「水質基準対象施設」
ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイ特法施行令で具体的に規定されており、
７種類の施設が定められている。

（３）特定施設（水濁法、ダイ特法）の代表例
①水濁法特定施設の例 （一部改正：平成 24 年 9 月 26 日改正、政令第 251 号）
２３の２ 新聞業、出版業、印刷業または製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ．自動式フィルム現像洗浄施設
ロ．自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
２６ 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ．洗浄施設
ロ．ろ過施設
ハ．カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ．群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ．廃ガス洗浄施設
３８の２ 界面活性剤製造業の用に供する反応施設
（1.4－ジオキサンが発生するものに限り、洗浄施設を有しないものを除く。）
６３ 金属製品製造業または機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設であっ
て、次に掲げるもの
イ．焼き入れ施設
ロ．電解式洗浄施設
ハ．カドミウム電極または鉛電極の化成施設
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ニ．水銀精製施設
ホ．廃ガス洗浄施設
６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設
６６ 電気めっき施設
６６の２ エチレンオキサイド又は1.4－ジオキサンの混合施設
６６の６ 飲食店に設置される厨房施設（総床面積が４２０㎡未満の事業場に係るものを除く。）
６８ 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
６８の２ 病院で病床数が３００以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの
イ．厨房施設
ロ．洗浄施設
ハ．入浴施設
７１の２ 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、検査または専門教
育を行う事業場で環境省令で定めるもの （注 ） に設置されるそれらの業務の用に供する施
設であって、次に掲げるもの
イ．洗浄施設
ロ．焼き入れ施設、等
（注）：環境省令で定めるもの
１ 国または地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。）
２ 大学およびその付属試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く。）
３ 学 術 研 究 （人 文 科 学 のみに係 るものを除 く。）または製 品 の製 造 もしくは技 術
の改良、考案もしくは発明に係る試験研究を行う研究所（前２号に該当するもの
を除く。）
４ 農 業 、水 産 または工 業 に関 する学 科 を含 む専 門 教 育 を行 う高 等 学 校 、高 等
専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設または職業訓練施設
５ 保健所
６ 検疫所
７ 動物検疫所
８ 植物防疫所
９ 家畜保健衛生所
１０ 検査業に属する事業場
１１ 商品検査業に属する事業場
１２ 臨床検査業に属する事業場
１３ 犯罪鑑識施設
７１の３ 一般廃棄物処理施設（ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（ 昭和四十五年法律第百三
十七号） 第八条第一項に規定するものをいう。） である焼却施設
７１の４ 産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条第１項に規定するものを
いう。）のうち次に掲げるもの
イ．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号）第七条第一号、
第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団
体又は産業廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する
産業廃棄物の処分を業として行う者（同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の
許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文
の許可を受けることを要しない者を除く。）をいう。）が設置するもの
ロ．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施
設
75 処理対象人員が200人以上、500人以下のし尿浄化槽（政令で指定された地域において、特定
施設となる施設）
②ダイ特法水質基準対象施設の例
３ アルミニウムまたはその合金 の製造 の用 に供 する焙焼炉 、溶解 炉または乾燥炉から発 生す
るガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
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イ．廃ガス洗浄施設
ロ．湿式集じん施設
４ 廃 棄 物 焼 却 炉 であって、火 床 面 積 （廃 棄 物 の焼 却 施 設 に二 つ以 上 の廃 棄 物 焼 却 炉 が設
置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計）が０．５㎡以上または焼却能力（廃
棄物の焼却施設に二つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼
却 能 力 の合 計 ）が一 時 間 当 たり５０㎏以 上 のものから発 生 するガスを処 理 する施 設 のうち次
に掲げるものおよび当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水または廃
液を排出するもの
イ．廃ガス洗浄施設
ロ．湿式集じん施設
６ 下水道終末処理施設、等

（４）特定施設に関する届出
特定施設については、以下の届出が必要である。所管の管理事務所まで届け出ること。
届出の種類
届出を要する場合
届出の内容
届出の期限
工場または事業場から継
①（個人の場合）氏名及
続して下水を排除して公共
び住所
下水道を使用する者が該
（法人の場合）名称、住
１ 特定施設設置届 当工場または事業場に特
所および代表者の氏名
定施設を設置しようとする
②工場または事業場の
とき。
名称および所在地
（法第１２条の３第１項）
③特定施設の種類
特定施設に指定された際 ④特定施設の構造
に、その施設を設置してい ⑤特定施設の使用方法
る者（工事中を含む）で当 ⑥特定施設から排出さ
該施設に係る工場または れる汚水の処理方法
２ 特定施設使用届
事業場 から継 続し て下 水 ⑦公共下水道に排除さ
道を排除して公共下水道を れる下水の量および水
質、用水および排水の
使用するとき。
系統
（法第１２条の３第２項）
１、２の「届出の内容」のう
特定施設の
ち、④、⑤、⑥、⑦の変更を
３
構造等の変更届 しようとするとき。
（法第１２条の４）
４ 氏名変更等届
５

１、２の「届出の内容」のう
ち、①、②の変更をしたとき
（法第１２条の７）

特定施設使用廃 特定施設の使用を廃止し
止届
たとき。（法第１２条の７）

６ 承継届

７ 事故届

８ 工事等完了届

１、２の届出をした者の地
位を承継したとき。
（法第１２条の８第３項）
特定施設を設置している工
場または事業場が、事故
等により基準を超える対象
物質又は油を流出したとき
（法第１２条の９第１項）
特定施設の設置または構
造等の変更の届出をした
場合、当該届出に係る工
事等が完了したとき。（都
条例施行規程第７条）

その他

届出が受理され
特定施設を設
た日から６０日経
置しようと
過後でなければ
する日の６０日
着工できない。
前まで
（法第１２条の６）

特定施設とな
った日から
３０日以内
公共下水道を
使用することと
なった日から
３０日以内

変更しようとする事項

届出が受理され
特定 施設 の構
た日から６０日経
造等を変更しよ
過後でなければ
うとする日の
着工できない。
６０日前まで
（法第１２条の６）

変更した事項

変更した日から ＦＡＸによる届出
３０日以内
も可能

廃止した特定施設

廃止した日から ＦＡＸによる届出
３０日以内
も可能

承継の原因（譲り受け
、借用、相続、合併、
分割）

承継があっ
た日から３０
日以内

事故の状況・講じた措
置

事故等発生後、
事故等発生
すぐに電話・ＦＡＸ
後、速やかに
にて連絡する

完了した事項
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（５）除害施設に関する届出
除害施設については、以下の届出が必要である。これも所管の管理事務所まで届け出ること。
届出の種類

除害施設の新設
等
１ および
使用の方法の変
更届

届出を要する場合

除害施設を新設、増設、
改築または除害施設の使
用方法の変更を行うとき。
（都条例４条第２項）

１の「届出の内容」のうち、
４ 氏名変更等届
①、②、③の変更をしたとき
。（都条例第４条第３項）
除害施設の使用を廃止し
除害施設使用廃
たとき。
５
止届
（都条例第４条第３項）
６ 承継届

１の届出をした者の地位を
承継したとき。
（都条例第６条第２項）

７ 工事等完了届

除害施設の新設等および
使用方法の変更の届出を
した場合、当該届出に係る
工事等が完了したとき。
（都条例施行規程第７条）

届出の内容
①（個人の場合）氏名及び
住所
（法人の場合）名称、住所
および代表者の氏名
②工場または事業場の名
称および所在地
③工場または事業場の概
要
④除害施設の構造および
使用方法
○新設の場合は全部
○増設、改築、使用方法
変更届の場合には該当
するもの

届出の期限

その他

届出が受理された
除害施設の新 日から６０日経過
後でなければ着工
設等
または使用方法 できない。ただしこ
の変更をしようと の期間を短縮でき
する日の６０日 る場合がある。
（都条例第５条第
前まで
３項）

変更した事項

変更した日から
３０日以内

ＦＡＸによる届出も
可能。

廃止した除害施設

廃止した日から
３０日以内

ＦＡＸによる届出も
可能。

承継の原因
承継があった日
（譲り受け、借用、相続、
から３０日以内
合併、分割）

ＦＡＸによる届出も
可能。
届出者は承継し
た者。

完了した日から
５日以内

ＦＡＸによる届出も
可能。

完了した事項

（６）事故時の措置の届出
特定施設を設置している事業場において、政令で規定する有害物質又は油が公共下水道に流入する事故
が発生した場合、応急措置を講じ、速やかに事故の状況、対応措置を公共下水道管理者（所管の管理事務
所）まで届け出ること。（法第１２条の９ 第１項）
また、応急の措置が適切ではない場合には、改善するよう公共下水道管理者は命令することができる。（法第
１２条の９ 第２項）

事故時の措置の概要
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対象物質等及び排除基準
事故時の措置対象物質又は油

水質汚濁防止法施行令第二条第一号～二十六号

カドミウム
シアン
有機燐
鉛
六価クロム
砒素
総水銀
アルキル水銀
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
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
ほう素※
ふっ素※

水質汚濁防止法
第三条の三各号

アンモニア・硝酸・亜硝酸
ダイオキシン類
原油
重油
潤滑油
軽油
灯油
揮発油
動植物油

（参考）東京２３区の
下水排除基準
0.1 mg/L 以下
1 mg/L 以下
1 mg/L 以下
0.1 mg/L 以下
0.5 mg/L 以下
0.1 mg/L 以下
0.005 mg/L 以下
検出されないこと
0.003 mg/L 以下
0.１ mg/L 以下
0.1 mg/L 以下
0.2 mg/L 以下
0.02 mg/L 以下
0.04 mg/L 以下
0.2 mg/L 以下
0.4 mg/L 以下
3 mg/L 以下
0.06 mg/L 以下
0.02 mg/L 以下
0.06 mg/L 以下
0.03 mg/L 以下
0.2 mg/L 以下
0.1 mg/L 以下
0.1 mg/L 以下
10 mg/L 以下
230 mg/L 以下

注：排除基準を超える
排水を事故等によ
り流した場合に適
用される。

8 mg/L 以下
15 mg/L 以下
※※
10 pg-TEQ/L 以下
ノルマル
ヘキサン
抽出物質
で※※※

鉱油
5 mg/L
動植物油 以下
30

※

ほう素、ふっ素の基準のうち上段は「河川その他の公共用水域を放
流先としている公共下水道」に排除する場合、下段は「海域を放流
先としている公共下水道」に排除する場合とする。
（事業場の所在
地で異なる）
※※
排水量が５０㎥/日以上の事業場に限り、「全窒素として 120mg/Ｌ
未満」の基準が適用される。
※※※ 排水量が５０㎥/日以上の事業場に限り適用される。

７ 水質管理責任者
下水排除基準に適合しない汚水を排出するおそれのある工場・事業場は、下水を当該基準内にして排除す
るための職務に従事する「水質管理責任者」を設置しなければならない。（都条例第７条の１６）
なお、工場・事業場により水質管理責任者となるための要件が異なるので注意すること。

（１）水質管理責任者の職務
①汚水の発生施設・汚水の処理施設及び除害施設を管理
②排除する下水の水質を測定し、決められた記録
③事故時の措置

（２）水質管理責任者となるための要件
都条例施行規程第７条の４ 別表
①１日３０ℓ を超える汚水を処理する処理施設または除害施設を有する事業場
イ．国の水質関係公害防止管理者の資格を持つ者
ロ．東京都公害防止管理者の資格を持つ者
ハ．都の行う講習（甲）を修了した者
ニ．都の指定した講習（甲）を修了した者
②１日３０ℓ 以下の汚水を処理する処理施設または除害施設を有する事業場
イ．①のイ～ニに掲げる者
ロ．都の行う講習（乙）を修了した者
ハ．都の指定した講習（乙）を修了した者
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③「①、②」以外の特定事業場など
イ．②のイ～ハに掲げる者
ロ．特別管理産業廃棄物管理責任者に係る講習を修了した者
水質管理責任者を選任した場合は、所管の管理事務所まで届け出ること。また、変更した場合も同様に届け
出ること。（都条例第７条の１６）

８ その他の遵守事項について
（１）水質の測定と記録（法第１２条の１１）

水質の測定回数
測定項目
測定回数
公共下水道へどのような下水が排除されているかを知るために、
ｐＨ・温度
１日に１回以上
下水を排除している特定施設の設置者は、その下水の水質を測定し、
ＢＯＤ
１４日に１回以上
その結果を記録しなければならない。測定方法、測定箇所、記録の
ダイオキシン類
１年に１回以上
方法については、所管の管理事務所まで問い合わせること。なお、
その他の事項
７日に１回以上
測定回数は、右表のとおりである。

（２）報告義務（法第３９条の２）
特定施設の設置者や一定の基準に適合しない下水を排除する者は、東京都下水道局の職員が求めた
ときは、次の事柄について報告する。
①下水を排除する事業場等の状況
②除害施設等
③排除する下水の水質

（３）立入検査に応じる義務（法第１３条）
東京都下水道局の職員は公共下水道の働きおよび構造を保全し、公共下水道からの放流水の水質を
基準に合わせるために、排水区域内の他人の土地または建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害
施設、その他の物件について、いつでも検査することができることになっている。

6-4 水質汚濁防止法

（水濁法）

施行：昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号 最終改正：平成 28 年 5 月 20 日法律第 47 号
施行令：平成 27 年 11 月 11 日政令第 378 号 施行規則：平成 27 年 9 月 18 日公布

１ 水質汚濁防止法の従来からの規制
（１）法の目的
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下に浸透する水の浸透の規制、生活排水
対策の実施を推進等の措置により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態が悪化
することを含む。）の防止を図り、排出する汚水・廃液によって人の健康に係る被害が生じた場合の損害賠
償の責任を定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

（２）適用対象
①特定事業場（特定施設を設置する事業場）から公共用水域に水を排出する者。
※特定施設：人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排水を排出
する施設
②有害物質使用特定事業場（有害物質使用特定施設を設置する特定事業場）から、水の排出又は特
定地下浸透水を浸透させる者。
※有害物質使用特定施設：有害物質をその施設において製造・使用・処理する特定施設。
※特定地下浸透水：有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水（有害物質使用特定施設に係
る汚水等及びこれを処理したものを含む。）
③貯油事業場等（特定事業場以外の事業場で貯油施設等を有するもの）の設置者。
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（３）水質汚濁防止法による規制
従来からの「公共用水域」の発生源の排出水の規制は、次の項目で行われている。東京都内（特別区
内）は、公共下水道の普及により、前掲のとおり水質汚濁防止法に代わり「下水道法」による規制が行われ
ているので本章では省略する。
①排出水の排水基準の規制
・健康項目（有害物質）の規制
・生活環境項目（ＢＯＤ、窒素、リン等）の規制
②特定施設等の届出（特定施設、有害物質使用特定施設）設置・変更・氏名変更・承継等
③総量削減計画、総量規制
④計画変更命令、実施制限、改善命令等
⑤汚染水の測定、事故時の措置など

（４）貯油事業場等（油と貯油施設等）
貯油施設等は「油を貯蔵する貯油施設」と「油を含む水を処理する油水分離施設」の２種類がある。
①油を貯蔵する貯油施設
【注】 貯油施設の”施設”の範囲が明示されていないが、都では油タンク等（一定期間の使用、固定式）を施設として
捉えていることを目安に判断されたい。また、ポリタンク、バケツ、オイル缶等（一時的な使用、移動式）は、貯蔵及
び使用等の状況により施設と判断されることがある。

②油を含む水を処理する油水分離施設（例：油水分離槽など）
油
①原油
②重油
③潤滑油
④軽油
⑤灯油
⑥揮発油
⑦動植物油

貯油施設等
特定施設を除いて以下に該当する施設。
①油を貯蔵する貯油施設
②油を含む水を処理する油水分離施設
※①の貯油施設の判断は前述の【注】を参照する。

２ 改正水質汚濁防止法①（平成２３年４月１日公布）の内容
（１）事故時の措置
①特定事業場の設置者
当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が
当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある。
→直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとと
もに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
②貯油事業場等（特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するもの）の設置者
貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排
出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある。
→直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに
その事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
※「破損その他事故」は人為的な事故だけでなく天災などを含むことに注意する。
③「指定施設」を設置する工場又は事業場の設置者（平成２３年４月１日公布、２４年１０月１日改正）
「指定施設」とは、有害物質（２７物質） を貯蔵又は貯蔵している施設、指定物質（５３物質）を製造、
貯蔵、使用又は処理する施設をいう。
◎有害物質は、カドミウムなどの人の健康に被害を生じるおそれがある物質
◎指定物質は、有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環
境に被害を生じるおそれがある物質
→施設等の破損その他の事故が発生し、施設から有害物質を含む水や指定物質を含む水が河川な
どの公共用水域か地下に排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときに、
排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じ
た措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
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・指定施設の届出は必要ない。上記の事故時場合のみ
・事故時定義なし：汚染物質が漏れた場合、量の基準なし
・指定物質をごく微量しか扱ってない施設や固体や気体でしか扱っていない施設も対象となる（人の
健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあり、応急措置や届出が必要な場合に限る）

（２）その他の改正
①排出状況の記録の徹底
②排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録に対しての罰則創設
有害物質一覧
15
16

１，２－ジクロロエチレン ※①
１，１，１－トリクロロエタン

17

１，１，２－トリクロロエタン

4
5

カドミウム及びその化合物
シアン化合物
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、ＥＰＮ）
鉛およびその化合物
六価クロム化合物

18
19

6

砒素およびその化合物

20

7

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

21

8
9
10
11
12
13
14

ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
１，２－ジクロロエタン
１，１－ジクロロエチレン

22
23
24
25
26
27
28

１，３－ジクロロプロペン
テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム）
２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－ｓ－トリアジン（別
名シマジン）
Ｓ－４－クロロベンジル＝Ｎ.Ｎ－ジエチルチオカルバマート（別
名チオベンカルブ）
ベンゼン
セレンおよびその化合物
ほう素およびその化合物
ふっ素およびその化合物
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
塩化ビニルモノマー ※②
１，４－ジオキサン ※②

1
2
3

※平成２５年５月２５日施行

①名称改正

②指定物質から移行・追加

指定物質一覧
1

ホルムアルデヒド

29

2

ヒドラジン

30

3

ヒドロキシルアミン

31

4

過酸化水素

32

5

塩化水素

33

6

水酸化ナトリウム

34

7

アクリロニトリル

35

8

水酸化カリウム

36

9

アクリルアミド

37

10

アクリル酸

38

11

次亜塩素酸ナトリウム

39

12

二硫化炭素

40

13

酢酸エチル

41

14

メチル－ｔ－ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）

42

15
16
17
18
19
20
21
22

43
44
45
46
47
48
49
50
51

マンガン及びその化合物

52

鉄及びその化合物

25
26
27

硫酸
ホスゲン
１,２－ジクロロプロパン
クロルスルホン酸
塩化チオニル
クロロホルム
硫酸ジメチル
クロルピクリン
りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル
（別名ジクロルボス又はＤＤＶＰ）
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエ
イト（別名オキシデプロホス又はＥＳＰ）
トルエン
エピクロロヒドリン
スチレン

ｐ－ジクロロベンゼン
Ｎ－メチルカルバミン酸２－sec－ブチルフェニル
（別名フェノブカルブ又はＢＰＭＣ）
３，５－ジクロロ－Ｎ－（１,１－ジメチル－２－プロピニル）ベ
ンズアミド（別名プロピザミド）
テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はＴＰＮ)
チオりん酸Ｏ,Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－ニトロフェ
ニル）（別名フェニトロチオン又はＭＥＰ）
チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ,Ｏ－ジイソプロピル
（別名イプロベンホス又はＩＢＰ)
１，３－ジチオラン－２－イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名
イソプロチオラン）
チオりん酸Ｏ,Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル－６－メチ
ル－４－ピリミジニル）（別名ダイアジノン）
チオりん酸Ｏ,Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３－イソオキ
サゾリル）（別名イソキサチオン）
４－ニトロフェニル２，４，６－トリクロロフェニルエーテル（別
名クロルニトロフェン又はＣＮＰ）
チオりん酸Ｏ,Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２
－ピリジル）
（別名クロルピリホス）
フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
エチル＝（Ｚ）－３－[Ｎ.ベンジル－Ｎ－[[メチル（１－メチルチ
オエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ]チオ]アミノ]プロ
ピナート（別名アラニカルブ）
１,２,４,５,６,７,８,８－オクタクロロ－２，３，３ａ,４,７,７ａ
－ヘキサヒドロ－４,７－メタノ－１Ｈ－インデン（別名クロルデン）
臭素
アルミニウム及びその化合物
ニッケル及びその化合物
モリブデン及びその化合物
アンチモン及びその化合物
塩素酸及びその塩
臭素酸及びその塩
クロム及びその化合物（六価クロム化合物を除く。）

53
54
55

28

キシレン

56

銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
フェノール類及びその塩類
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ［3.3.1.13,7］デカン(別名ヘキサ
メチレンテトラミン)

23
24

※５０～５５：平成２４年５月２５日追加

塩化ビニルモノマー、ジオキサンは有害物質へ移行・削除
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３ 改正水質汚濁防止法②（平成２３年６月公布）の内容
（水質汚濁防止法施行令：平成２３年１１月２８日公布、平成２４年６月１日施行）

（１）対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設（有害物質貯蔵指定施設）等の設置者は、施設の構造等について、都道
府県知事等に事前に届け出なければならない。
◎特定施設等の設置の届出 （法第５条第３号）
有害物質を貯蔵する施設（有害物質貯蔵指定施設）の設置者は、施設の構造、設備、使用の
方法等について、都道府県知事等に事前に届け出なければならない。
また、有害物質使用特定施設であって排水の全量を下水道に排出するなど、水濁法に基づく届
出を行っていなかった有害物質使用特定施設の設置者にも同様の義務が課される。

（２）構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければ
ならない。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ命令できること
とする。
①計画変更命令（第８条第２項）
都道府県知事等は、特定施設等の設置の届出、若しくは第７条に基づく構造等の変更届出があっ
た場合において、当該施設が有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務に規定する有
害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準に適合し
ていないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は廃止を命じることができる。
②有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務（第１２条の４）
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質を含む水の地下へ
の浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。この構
造等に関する基準の遵守義務は、有害物質使用特定施設として従来から水濁法に基づく届出を行っ
ていた施設（特定地下浸透水を地下に浸透させる者を除く。）にも適用される。
③改善命令等（第１３条の３）
都道府県知事等は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者が構造基準等
を遵守していないと認めるときは、施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善、又は施設の使用の
一時停止を命ずることができる。

（３）点検の義務の創設
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、
定期に点検しなければならない。
◎排出水の汚染状況の測定等（第１４条第５項）
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方
法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存しなければならない。

（４）既存施設に対する猶予
既存の有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設については、構造等に関する基準等は３年間
適用しない。
※法の施行日が平成２４年６月１日であるが、平成２７年５月３１日までは適用しない。

４ 構造等に関する基準及び定期点検
（法：平成２３年６月２２日公布（第１２条の４） 施行規則：平成２４年３月２７日公布,平成２４年６月１日施行）

（１）基本的な考え方の共通事項
①共通事項１
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の次の事項について、構造、設備及び使用
の方法に関する基準（以下「構造等に関する基準」という。）及び定期点検の方法を定める。
イ．施設本体
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ロ．施設の設置場所の床面及び周囲
ハ．施設本体に付帯する配管等
ニ．施設本体に付帯する排水溝等
②共通事項２
構造等に関する基準と定期点検の方法をそれぞれ別個に規定するのではなく、「構造等に関する
基準とそれに応じた定期点検の組み合わせ」を基本としていることが大きな特徴である。
③共通事項３
例えば、有害物質使用特定施設等が必要な材質や構造を有していて漏えいを防止できることが確保されていれ
ば、適切な頻度（例えば年に 1 回）で目視による定期点検を行う。
↓

材質及び構造による漏えい防止が十分に確保できない既設の施設であれば、目視による定期点検の頻度を多く
することで漏えいを防止する。
↓

目視による定期点検ができないような既設の施設であれば、早期に漏えいを発見するため漏えいを検知するシス
テムを導入して、適切な頻度で定期点検することにより、地下浸透を防止する。
↓

漏えいを検知するシステムが導入できない場合は、その他の同等の措置を講じることにより、地下水汚染の未然
防止を図る。

（２）実施可能性に配慮して３段階の措置
①新設の施設を対象とした措置（Ａ基準）
新設の施設を対象とした構造等に関する基準を基本として、基準の内容を構成する。これらの基準
に適合していることを、基準の内容に応じて設定される定期点検によって確認する。
②既設の施設を対象とした措置（Ｂ基準）
既設の施設に対する実施可能性にも配慮した構造等に関する基準とする。点検頻度を高める等、
基準の内容に応じて定期点検の内容をＡ基準に対応するものよりも充実した内容とすることを基本と
する。
③既設について改正水濁法の施行後３年間で適用できる措置（Ｃ基準）
既設の施設については、改正水濁法施行後３年間は構造等に関する基準の適用が猶予されること
から、当該期間では、定期点検のみが適用される。
このため、基本的には、新設の施設を対象としたＡ基準及び既設の施設を対象としたＢ基準に対応
する定期点検の内容よりも、点検頻度を高めるなど、定期点検の内容はより充実したものとする。
ただし、可能な点検手法が構造や設備の条件から限られる場合には配慮する。

Ａ基準、Ｂ基準及びＣ基準の関係
新設の施設
既設の施設

改定水濁法施行後３年間
施行後３年以降
Ａ基準のみが適用される
C基準
Ｂ基準
※構造基準が適合していれば、Ａ基準及びＢ ※構造基準が適合していれば、Ａ基準が適用
基準が適用可能
可能

（３）構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法（項目のみ）
今回の水質汚濁防止の改正により、新たに義務付けられた構造等に関する基準及び定期点検の方法
は、平成２４年６月1日、水質汚濁防止法施行規則として施行され、「地下水汚染の未然防止のための構造
と点検・管理に関するマニュアル」として公表された。マニュアルは約２５０ページに及ぶもので、本稿は項
目のみ紹介する。

構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法（項目のみ）
4.2.1 床面及び周囲
(1)床面及び周囲について
(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準）
１）構造及び設備に関する基準（床面を構築する材料及び被覆、流出を防止する
ための構造、その他留意事項）
２）定期点検の方法
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３）同等以上の措置
(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準）
１）構造及び設備に関する基準
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間）
4.2.2 施設本体
(1)施設本体について
(2)施設本体の基準について
１）構造及び設備に関する基準（※規定されていない）
２）定期点検の方法
4.2.3 付帯する配管等（地上配管等）
(1) 配管等について
(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準）
１）構造及び設備に関する基準（配管等の材質及び構造面の要求事項、点検可能な配置構造の要求事
項）
２）定期点検の方法
(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準）
１）構造及び設備に関する基準
２）定期点検の方法
(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間）
4.2.4 付帯する配管等（地下に設置する場合）
(1)新設の施設に対する基準（Ａ基準）
(1)-1 トレンチ設置
１）構造及び設備に関する基準（点検可能な配置構造）
２）定期点検の方法
(1)-2 地下埋設
１）構造及び設備に関する基準（配管等の材質及び構造、漏えいの確認ための設備）
２）定期点検の方法
(1)-3 同等以上の措置
(2)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準）
１）構造及び設備に関する基準
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
(3)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間）
4.2.5 排水溝等
(1)排水溝等について
(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準）
１）構造及び設備に関する基準（排水溝等の材質及び構造、漏えいの確認のための設備）
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準）
１）構造及び設備に関する基準
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
(4)既設の施設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間）
4.2.6 地下貯蔵施設
(1)地下貯蔵施設について
(2)新設の施設に対する基準（Ａ基準）
１）構造及び設備に関する基準（漏えい等を防止できる材質及び構造、漏えい等の確認のための設備）
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
(3)既設の施設に対する基準（Ａ・Ｂ基準）
１）構造及び設備に関する基準
２）定期点検の方法
３）同等以上の措置
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(4)既設に対する基準（Ｃ基準；３年間の猶予期間）
4.2.7 目視等による点検ができない場合の点検方法及び設備等について
(1)漏えいの点検
(2)漏えい等の検知について
4.2.8 使用の方法
4.3 その他留意事項
(1)構造物の各種荷重への耐力について
(2)地方公共団体が定める条例との関係について
(3)他法令との関係について
4.4 同等以上の手法に関するケーススタディ

構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法（床面及び周辺の検討事例）
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１ 土壌汚染対策法
施行：平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号 最終改正：平成 29 年 6 月 2 日法律第 45 号
施行令：平成 29 年政令第２６９号（第１段段階施行） 平成３０年政令２８３号（第２段階施行）

（１）土壌汚染対策法の概要

資料:東京都環境局ホームページ
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（２）改正法の施行状況
• 土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）
●第１段階施行
【政令】
• 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第269号）
【省令】
• 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令（平成29年環境省令第29号）
• 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令（平成29年環境省令第30号）
• 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令
●第２段階施行
【政令】
• 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令（平成30年政令第283号）
【省令】
• 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令（平成31年環境省令第３号）
• 汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令（平成31年環境省令第４号）
【改正内容】

有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌調査が一時的に免除されている土地において，900㎡以上
の形質の変更時の届出制度が創設
・届出範囲（掘削部分）で土壌調査が必要（法第３条第７項，第８項の届出，調査・報告命令の創設）
有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場＊においては，900㎡以上の土地の形質の変更時に
届出が必要（＊土壌調査の一時的免除に係る確認を受けていない土地を含む）
汚染のおそれがある場合は土壌調査が必要（法第４条第１項の届出規模要件の一部強化）

（３）適用を受ける土地の調査
①特定有害物（カドミウム、トリクロロエチレン等の２６物質）を使用し、水質汚濁防止法の特定施設を設
置していた工場又は事業場の敷地であった土地
②特定有害物を使用していたことにより、土壌を通じ地下水汚染を生じさせたとき

○ 土壌汚染対策法の特定有害物質（２６種類）【法第２条、令第１条】
第１種特定有害物質

1２物質

特定有害物質

ジクロロメタン
四塩化炭素
１,２－ジクロロエタン
１,１,１－トリクロロエタン
１,１,２－トリクロロエタン
１,１－ジクロロエチレン（※①）
１,２－ジクロロエチレン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
１,３－ジクロロプロペン
ベンゼン
クロロエチレン（※②）

第２種特定有害物質
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
セレン及びその化合物

9 物質

第３種特定有害物質

5 物質

PCB
有機りん化合物
チウラム
シマジン
チオベンカルブ

※①：2019（平成 31）年 4 月 1 日変更施行（シス体とトランス体の和として）
※②：2019（平成 31）年 4 月 1 日追加施行

（４） 土壌汚染状況調査
土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。
①使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査（法第 3 条）
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該
土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告しなければならな
い。
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→900 ㎡以上の土地の形質の変更の場合に、法第 3 条 7 項の「形質変更届出」が必要
2019（平成31）年4月1日以後の土地の形質変更から適用（2019年1月29日環境省告示）
一時的免除中の土地における土地の形質の変更時の届出義務の創設（法第３条第７項）
法第３条第１項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地
において土地の形質の変更を行おうとする場合は、土地の形質の変更の場所及び着手予定日等をあらかじ
め都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽易な行為その他の行為※や非常災害のために必要
な応急措置として行う行為はこの限りではない。
※施行規則において、900 ㎡未満の土地の形質の変更等を、届出が不要な軽易な行為等として規定する（規
則第 21 条の４）。
②土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査（法第 4 条）
一定規模（900 ㎡）以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとするものは、形質の変更に着手する
30 日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届出書を都道府県知事に届け出なければならない。
→有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地 3000 ㎡から 900 ㎡に規模要件の強化
2019（平成31）年5月1日以後の土地の形質変更から適用（2019年1月29日環境省告示）
（第１段階施行で施行済み）
③土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査（法第 5 条）
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地と認めるときは、当該土地の土壌
汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきこ
とを命ずることができる。

（５）土壌汚染状況調査義務等
①有害物質使用特定施設を設置していた事業者
②土壌汚染の恐れのある土地の形状変更する者
③都知事調査命令をした土地所有者等

（６）汚染土壌の搬出等【法第１６条～２１条】
①要措置区域の汚染土壌
②汚染土壌の運搬・処理委託
③汚染土壌管理票

２ 東京都環境確保条例

（土壌汚染対策）

規制対象となる事業者である有害物質取扱事業者及び土地改変者には、汚染土壌に係る調査及び対
策が義務付けられている。規制対象となる行為、調査内容、処理又は拡散防止計画記載事項等について
は規則に、条例を円滑に施行するための調査・対策の考え方、手順及び技術等については、土壌汚染対
策指針に示されている。

（１）規制対象となる事業者
①有害物質取扱事業者
工場・指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱っている者等
②土地改変者
３，０００㎡以上の土地において、土地の切り盛り、掘削等の行為を行う者
（２）規制対象となる行為等
①汚染土壌の処理等（条例１１４条）
有害物質取扱事業者が有害物質により土壌を汚染したことにより、地下水等を汚染し、かつ、人の健
康に被害を生じ、又は生じるおそれがある場合は、汚染処理計画書を作成し、これに基づき汚染土壌
の処理をするとともに、処理後汚染処理が完了した旨の届けをしなければならない。
②地下水汚染の土壌調査（条例１１５条）
有害物質による地下水の汚染が認められる地域がある場合は、当該地域内の土壌汚染対策指針に
基づき、その敷地内の土壌汚染の調査及び結果を報告するよう求めることができ、調査結果より有害
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化学物質の濃度が基準以上であり、知事が行う周辺の地下水汚染調査で当該土壌汚染が当該地

（３）規制対象となる行為等
①汚染土壌の処理等（条例１１４条）
有害物質取扱事業者が有害物質により土壌を汚染したことにより、地下水等を汚染し、かつ、人の
健康に被害を生じ、又は生じるおそれがある場合は、汚染処理計画書を作成し、これに基づき汚染土
壌の処理をするとともに、処理後汚染処理が完了した旨の届けをしなければならない。
②地下水汚染の土壌調査（条例１１５条）
有害物質による地下水の汚染が認められる地域がある場合は、当該地域内の土壌汚染対策指針
に基づき、その敷地内の土壌汚染の調査及び結果を報告するよう求めることができ、調査結果より有
害化学物質の濃度が基準以上であり、知事が行う周辺の地下水汚染調査で当該土壌汚染が当該地
③建物除去時の義務（条例１１６条）
有害物質取扱事業者は工場等を廃止等するときは、その３０日前までに敷地内の土壌の汚染状況
を調査し、その結果を届け出なければならない。汚染の状況が処理基準を超えている場合は、汚染拡
散防止計画書を作成し、これに基づき汚染の拡散の防止措置をとり、措置終了後汚染処理が完了し
た旨の届けをしなければならない。
④土地改変時の措置（条例１１７条）
土地改変者が改変行為を行う土地の土壌汚染を調査した結果、汚染が認められる場合は、拡散防
止計画書を作成し、これに基づき汚染の拡散防止処置をとり、措置終了後汚染処理が完了した旨の
届けをしなければならない。

３ 土壌汚染調査及び処理
（１）土壌汚染調査

対象事業者は、対象地内の有害物質の取扱事業場の設置状況、土地利用の履歴、有害物質の使用、
排出の状況を踏まえ、土壌の汚染状況の概況調査（表層土壌調査等）及び詳細調査を行う。
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（２）計画の策定及び対策の実施
土壌汚染調査の結果を踏まえ、汚染処理又は汚染拡散防止の区域を確定し、掘削除去法、原位置封
じ込め法などの手法により、汚染処理計画又は汚染拡散防止計画を策定し、実施する。
【参考】土壌汚染の調査・処理等は、環境省が土壌対策法に基づく技術管理者を設置している機関を指定
している。
http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html
を参照すること。

○汚染土壌指定基準 （土壌汚染対策法施行規則第 28 条）
指定基準
特定有害物質

第一種特定
有害物質
第二種特定
有害物質

ジクロロメタン
四塩化炭素
１，２－ジクロロエタン
１，１，１－トリクロロエタン
１，１，２－トリクロロエタン
１，１－ジクロロエチレン
１，２－ジクロロエチレン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
１，３－ジクロロプロペン
ベンゼン
クロロエチレン
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びその化合物（注）

調査方法

土壌ガス調査
土壌溶出量調査

土壌溶出量調査
土壌含有量調査

溶出量基準
（㎎／検液１ℓ）

含有量基準
（㎎／土壌１ｋｇ）

０．０２以下
０．００２以下
０．００４以下
１以下
０．００６以下
０．１以下（※③）
０．０４以下（※④）
０．０３以下
０．０１以下
０．００２以下
０．０１以下
０．００２以下（※⑤）
０．０１以下
検出されないこと
０．０１以下
０．０５以下
０．０１以下
０．０００５以下
（かつアルキル水銀が検
出されないこと）
０．８以下
１以下
０．０１以下
検出されないこと
検出されないこと
０．００６以下
０．００３以下
０．０２以下

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
１５０以下
５０（遊離シアンとして）以下
１５０以下
２５０以下
１５０以下
１５以下

第三種特定
有害物質

ふっ素及びその化合物
４，０００以下
ほう素及びその化合物
４，０００以下
セレン及びその化合物
１５０以下
－
ＰＣＢ
有機りん化合物
－
チウラム
－
土壌溶出量調査
シマジン
－
チオベンカルブ
－
※①：この基準は、東京都環境確保条例の処理基準である。
※②：都条例では、アルキル水銀化合物を水銀及びその化合物と分けているので、項目数としては２６物質となる。
※③：平成 26 年 8 月 4 日政令改正
※④：2019（平成 31）年 4 月 1 日変更施行（シス体とトランス体の和として）
※⑤：2019（平成 31）年 4 月 1 日追加施行
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