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第二 章

自 動車 排出 窒素酸 化物 等の 総量の 削減 に関 する基 本方
針及び 計画

︵ 窒素 酸化 物総量 削減 基本 方針︶
︵略 ︶

︵略 ︶

︵ 窒素 酸化物 総量 削減 基本方 針︶
第 六条

窒素 酸化 物総量 削減 基本 方針に おい ては ︑次に 掲げ る事 項を定 め

︵ 略︶

一

︵略︶

るも のと する︒

一

次 条第 一項 の窒素 酸化 物総 量削減 計画 の策 定︑第 十五 条第 一項

の 判断 の基準 とな るべ き事項 の策 定そ の他窒 素酸 化物 対策地 域に

二

の 窒素 酸化物 重点 対策 地区の 指定 ︑第 三十一 条第 一項 の判断 の基

お ける自 動車 排出 窒素酸 化物 の総 量の削 減の ため の施策 に関 する

次 条第 一項の 窒素 酸化 物総量 削減 計画 の策定 ︑第 十五 条第一 項

準 となる べき 事項 の策定 その 他窒 素酸化 物対 策地 域にお ける 自動

都 道府県 は︑ その 区域 のうち に第 一項 の政令 で定 める 地域の 要件

︵ 略︶

基本 的な 事項

三

車排 出窒 素酸 化物の 総量 の削 減のた めの 施策 に関す る基 本的 な事
項
︵ 略︶
都 道府 県は︑ その 区域 のうち に第 一項 の政令 で定 める 地域の 要件 ３

に 該当 すると 認め られ る一定 の地 域が あると きは ︑同 項の地 域を 定

三

二

るも のとす る︒

窒素 酸化 物総量 削減 基本 方針に おい ては ︑次に 掲げ る事 項を定 め ２

第 六条
２

３

に 該当し ︑又 は該 当しな くな った と認め られ る一 定の地 域が ある と

め る政令 の立 案に ついて ︑環 境大 臣に対 し︑ その旨 の申 出を するこ

︵ 略︶

きは ︑同 項の 地域を 定め る政 令の制 定又 は改 廃の立 案に つい て︑環

４〜 ８

とが でき る︒

︵ 略︶

境大 臣に対 し︑ その 旨の 申出を する こと ができ る︒
４〜８

︵略 ︶

２〜 ５

第 七条

︵略 ︶

︵略 ︶

︵ 窒素 酸化物 総量 削減 計画︶

第 七条

︵略 ︶

︵ 窒素 酸化物 総量 削減計 画︶

２〜 ５
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６

前三項 の規 定は ︑窒素 酸化 物総 量削 減計画 の変 更に ついて 準用 す
る︒

︵略︶

︵粒 子状 物質総 量削 減基 本方針 ︶
第八 条

前三 項の規 定は ︑窒素 酸化 物総 量削減 計画 の変 更︵第 十六 条第 一 ６
項の窒 素酸 化物 重点対 策計 画を 策定し ︑又 は変 更する 場合 を含 む︒
︶ につ いて 準用す る︒

︵粒 子状 物質 総量削 減基 本方 針︶
︵略︶

粒子状 物質 総量 削減基 本方 針に おいて は︑ 次に掲 げる 事項 を定め

︵ 略︶

一

次条 第一 項の 粒子 状物質 総量 削減 計画の 策定 ︑第 十五条 第一 項

︵ 略︶

るもの とす る︒

一

二

の判 断の 基準 となる べき 事項 の策定 その 他粒 子状物 質対 策地 域に

次条 第一 項の粒 子状 物質 総量削 減計 画の 策定︑ 第十 七条 第一項
の粒 子状 物質 重点対 策地 区の 指定︑ 第三 十一 条第一 項の 判断 の基

おけ る自動 車排 出粒 子状 物質の 総量 の削 減のた めの 施策 に関す る
基本的 な事 項

︵ 略︶

める 地域の 要件 に該 当し ︑又は 該当 しな くなっ たと 認め られる 一定

いて ︑同条 第四 項の 規定は 第一 項の 地域を 定め る政 令につ いて ︑同

める 地域 の要件 に該 当す ると認 めら れる 一定の 地域 があ る場合 につ

三

準と なる べき事 項の 策定 その他 粒子 状物 質対策 地域 におけ る自 動
車排出 粒子 状物 質の総 量の 削減 のため の施 策に 関する 基本 的な 事
項
︵略 ︶

の地域 があ る場 合につ いて ︑同 条第四 項の 規定 は第一 項の 地域 を定

条第五 項か ら第 七項ま での 規定 は粒子 状物 質総 量削減 基本 方針 の策

第六 条第 三項の 規定 は都 道府県 の区 域の うちに 第一 項の 政令で 定

め る政 令に ついて ︑同 条第 五項か ら第 七項 までの 規定 は粒 子状物 質

定 及び 変更 につい て準 用す る︒

第六 条第 三項の 規定 は都 道府県 の区 域の うちに 第一 項の 政令 で定 ３

総 量削 減基本 方針 の策定 及び 変更 につい て準 用す る︒

︵粒 子状 物質総 量削 減計 画︶

三

二

る もの とす る︒

粒 子状 物質 総量削 減基 本方 針にお いて は︑ 次に掲 げる 事項 を定め ２

第八 条
２

３

︵粒 子状 物質総 量削 減計 画︶
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︵略︶

第九 条

︵ 略︶

︵ 略︶

第九 条
︵ 略︶

第 七条第 三項 から 第五項 まで の規 定は ︑粒子 状物 質総 量削減 計画

２

２
第 七条 第三項 から 第五 項まで の規 定は ︑粒子 状物 質総 量削減 計画 ３

第十 条・第 十一 条

︵略︶

︵窒 素酸化 物排 出基 準等

)

の 策定 及び変 更に つい て準用 する ︒

３
の 策定及 び変 更︵ 第十八 条第 一項 の粒子 状物 質重 点対策 計画 を策 定
し︑ 又は 変更 する場 合を 含む ︒︶に つい て準 用する ︒

︵ 略︶

)

窒素酸 化物 排出 自動車 等に 関す る措置

措置

自動 車排 出窒 素酸化 物等 の総 量の削 減に 関する 特別 の

第十条 ・第 十一 条

第 三章

第一 節
︵窒 素酸化 物排 出基 準等

域 内に 使用 の本拠 の位 置を 有する もの をい う︒次 項及 び同 条にお い

となる もの とし て政令 で定 める 自動車 であ って ︑窒素 酸化 物対 策地

窒素 酸化物 が窒 素酸 化物 対策地 域に おけ る大気 の汚 染の 主要な 原因

︑窒 素酸 化物 排出自 動車 ︵そ の運行 に伴 って 排出さ れる 自動 車排出

状 況をい う︒ 第三 十三条 にお いて 同じ︒ ︶等 を勘 案し︑ 環境 省令 で

域 及び 粒子 状物質 対策 地域 におけ る自 動車 排出窒 素酸 化物等 の排 出

同 じ︒ ︶に あって は窒 素酸 化物の 排出 量に 関する 基準 ︵以 下﹁窒 素

内に使 用の 本拠 の位置 を有 する ものを いう ︒次 項及び 同条 にお いて

なる ものと して 政令 で定め る自 動車 であっ て︑ 窒素 酸化物 対策 地域

素酸 化物 が窒素 酸化 物対 策地域 にお ける 大気の 汚染 の主 要な原 因と

窒 素酸化 物排 出自 動車︵ その 運行 に伴っ て排 出され る自 動車 排出窒

状 況を いう︒ 第十 七条 におい て同 じ︒ ︶等を 勘案 し︑ 環境省 令で ︑

域 及び 粒子 状物質 対策 地域 におけ る自 動車 排出窒 素酸 化物 等の排 出

環境 大臣は ︑自 動車 の種類 ︑排 出状 況︵窒 素酸 化物 対策地

て 同じ ︒︶に あっ ては窒 素酸 化物 の排出 量に 関す る基準 ︵以 下﹁ 窒

酸 化物 排出基 準﹂ とい う︒︶ を︑ 粒子 状物質 排出 自動 車︵そ の運 行

環境 大臣は ︑自 動車 の種類 ︑排 出状 況︵窒 素酸 化物 対策地 第十二 条

素酸 化物 排出 基準﹂ とい う︒ ︶を︑ 粒子 状物 質排出 自動 車︵ その運

に伴 って 排出 される 自動 車排 出粒子 状物 質が 粒子状 物質 対策 地域に

第十二 条

行に 伴っ て排出 され る自 動車排 出粒 子状 物質が 粒子 状物 質対策 地域
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も のを いう ︒同項 及び 同条 におい て同 じ︒ ︶にあ って は粒子 状物 質

動車で あっ て︑ 粒子状 物質 対策 地域内 に使 用の 本拠の 位置 を有 する

にお ける大 気の 汚染 の主要 な原 因と なるも のと して 政令で 定め る自

排 出量 に関す る基 準︵ 以下﹁ 粒子 状物 質排出 基準 ﹂と いう︒ ︶を 定

の をい う︒ 同項及 び同 条に おいて 同じ ︒︶ にあっ ては 粒子 状物質 の

車であ って ︑粒 子状物 質対 策地 域内に 使用 の本 拠の位 置を 有す るも

おけ る大気 の汚 染の 主要な 原因 とな るも のとし て政 令で 定める 自動

︵略︶

の 排出量 に関 する 基準︵ 以下 ﹁粒 子状物 質排 出基 準﹂と いう ︒︶ を

２・ ３

め なけれ ばな らな い︒

︵略︶

第十三 条・ 第十四 条

︵略 ︶

定め なけ れば ならな い︒
２・ ３

︵略 ︶

窒素 酸化物 重点 対策 地区等 に関 する 措置

第 十三 条・ 第十四 条

第二 節

都道 府県 知事は ︑窒 素酸 化物対 策地 域に おける 自動 車排 出

︵窒 素酸 化物重 点対 策地 区︶

︒
都道 府県 知事 は︑窒 素酸 化物 重点対 策地 区を 指定し よう とす ると

対 策地 区と して当 該窒 素酸 化物対 策地 域内 に指定 する こと ができ る

に実施 する こと が特に 必要 であ ると認 める 地区 を︑窒 素酸 化物 重点

図る ための 対策 ︵以 下﹁ 窒素酸 化物 重点 対策﹂ とい う︒ ︶を計 画的

区の 実情 に応 じた自 動車 排出 窒素酸 化物 によ る大気 の汚 染の 防止を

対 策地域 内の 他の 地区に 比較 して 特に著 しい 地区 であっ て︑ 当該 地

針 に基 づき ︑自動 車排 出窒 素酸化 物に よる 大気の 汚染 が窒素 酸化 物

窒素酸 化物 の総 量の削 減に 資す るため ︑窒 素酸 化物総 量削 減基 本方

第十 五条

２

きは ︑関 係市町 村長 ︵特 別区の 区長 を含 む︒︶ の意 見を 聴くと とも
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３

４

に︑ 都道府 県公 安委 員会及 び関 係道 路管理 者に 協議 しなけ れば なら
ない︒
都 道府 県知事 は︑ 窒素 酸化物 重点 対策 地区を 指定 した ときは ︑そ
の 旨を公 表す ると ともに ︑当 該窒 素酸化 物重 点対 策地区 をそ の区 域
に含 む市 町村 ︵特別 区を 含む ︒︶の 長に 通知 しなけ れば なら ない︒
前二 項の規 定は ︑窒素 酸化 物重 点対 策地区 の指 定の 解除及 びそ の
区域の 変更 につ いて準 用す る︒

︵ 窒素 酸化物 重点 対策計 画︶
都 道府 県知事 は︑ 前条 第一項 の規 定に より窒 素酸 化物 重点

窒素 酸化 物重 点対 策計画 にお いて は︑次 に掲 げる 事項を 定め るも

け れば なら ない︒

ための 計画 ︵以 下﹁窒 素酸 化物 重点対 策計 画﹂ という ︒︶ を定 めな

該窒 素酸化 物重 点対 策地区 に関 する 窒素酸 化物 重点 対策を 実施 する

対策 地区 を指定 した とき は︑窒 素酸 化物 総量削 減計 画に おいて ︑当

第 十六条

２

窒素酸 化物 重点 対策 の実施 に関 する 目標

のと する ︒
一

窒 素酸 化物 重点対 策地 区に おける 自動 車排 出窒素 酸化 物に よる

前三 号に掲 げる もの のほか ︑窒 素酸 化物重 点対 策の 実施の ため

度 の大き い用 途に 供する 建物 の設 置をす る者 が配 慮すべ き事 項

窒 素酸化 物重 点対策 地区 内に 自動車 の交 通需 要を生 じさ せる 程

大 気の 汚染 を防止 する ため の具体 的方 策

二

三

四
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に必 要な 措置に 関す る事 項

都 道府 県知事 は︑ 粒子 状物 質対策 地域 にお ける自 動車 排出

︵ 粒子 状物 質重点 対策 地区 ︶

︒
第 十五 条第 二項及 び第 三項 の規定 は︑ 粒子 状物質 重点 対策 地区の

対策 地区 として 当該 粒子 状物質 対策 地域 内に指 定す るこ とがで きる

に実 施す るこ とが特 に必 要で あると 認め る地 区を︑ 粒子 状物 質重点

図 るた めの対 策︵ 以下﹁ 粒子 状物 質重点 対策 ﹂と いう︒ ︶を 計画 的

区 の実 情に 応じた 自動 車排 出粒子 状物 質に よる大 気の 汚染 の防止 を

対策地 域内 の他 の地区 に比 較し て特に 著し い地 区であ って ︑当 該地

針に 基づき ︑自 動車 排出粒 子状 物質 によ る大気 の汚 染が 粒子状 物質

粒子 状物 質の 総量の 削減 に資 するた め︑ 粒子 状物質 総量 削減 基本方

第 十七条

２

指 定及 び指 定の解 除並 びに その区 域の 変更 につい て準 用する ︒

︵粒 子状 物質 重点対 策計 画︶
都道 府県 知事 は︑前 条第 一項 の規定 によ り粒 子状物 質重 点

粒子 状物 質重点 対策 計画 におい ては ︑次 に掲げ る事 項を定 める も

けれ ばな らな い︒

た めの 計画︵ 以下 ﹁粒子 状物 質重 点対策 計画 ﹂と いう︒ ︶を 定め な

該 粒子 状物 質重点 対策 地区 に関す る粒 子状 物質重 点対 策を 実施す る

対策地 区を 指定 したと きは ︑粒 子状物 質総 量削 減計画 にお いて ︑当

第十 八条

２
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粒 子状 物質 重点対 策の 実施 に関す る目 標

のと する︒
一
粒 子状 物質重 点対 策地 区にお ける 自動 車排出 粒子 状物質 によ る

前 三号 に掲 げるも のの ほか ︑粒子 状物 質重 点対策 の実 施の ため

度の 大き い用途 に供 する 建物の 設置 をす る者が 配慮 すべ き事項

粒子 状物 質重点 対策 地区 内に自 動車 の交 通需要 を生 じさ せる程

大 気の汚 染を 防止 するた めの 具体 的方 策

二

三

四
に 必要 な措 置に関 する 事項

都 道府県 は︑ 広報 活動等 を通 じて ︑窒素 酸化 物重点 対策 計

︵住 民の 理解 を深め る等 のた めの措 置︶
第十 九条

画及 び粒子 状物 質重 点対策 計画 の意 義に関 する 窒素 酸化物 重点 対策
地区内 及び 粒子 状物質 重点 対策 地区内 の住 民の 理解を 深め ると とも
に ︑窒 素酸 化物重 点対 策計 画及び 粒子 状物 質重点 対策 計画の 実施 に
関 する窒 素酸 化物 重点対 策地 区内 及び粒 子状 物質 重点対 策地 区内 の
住民 の協 力を 求める よう 努め なけれ ばな らな い︒

窒素酸 化物 重点 対策地 区内 又は 粒子状 物質 重点 対策地 区内

︵特定 建物 の新 設に関 する 届出 等︶
第 二十 条

に おい て︑劇 場︑ ホテル ︑事 務所 その他 の自 動車 の交通 需要 を生 じ
させ る程 度の 大きい 用途 で政 令で定 める もの ︵以下 ﹁特 定用 途﹂と
いう ︒︶ に供す る部 分の ある建 物で 特定 用途に 供す る部 分︵以 下﹁
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特定 部分﹂ とい う︒ ︶の延 べ面 積が 当該窒 素酸 化物 重点対 策地 区内
又は粒 子状 物質 重点対 策地 区内 の道路 及び 自動 車交通 の状 況を 勘案
し て都 道府 県の条 例で 定め る規模 以上 のも の︵大 規模 小売店 舗立 地
法 ︵平成 十年 法律 第九十 一号 ︶第 二条第 二項 に規 定する 大規 模小 売
店舗 を除 く︒ 以下﹁ 特定 建物 ﹂とい う︒ ︶の 新設︵ 建物 の延 べ面積
を変 更し︑ 又は 既存 の建物 の全 部若 しく は一部 の用 途を 変更す るこ
とによ り特 定部 分の延 べ面 積が 当該規 模以 上と なる場 合を 含む ︒以
下 同じ ︒︶ をする 者︵ 特定 用途以 外の 用途 に供し 又は 供さ せるた め
そ の建 物の一 部の 新設を する 者が あると きは その 者を除 くも のと し
︑特 定用 途に 供し又 は供 させ るため その 建物 の一部 を新 設す る者又
は設 置し ている 者が ある ときは その 者を 含む︒ 以下 同じ ︒︶は ︑環
境省 令で定 める とこ ろによ り︑ 次に 掲げる 事項 を都 道府県 知事 に届

一

特定 建物 を設 置する 者及 び当 該特定 建物 にお いて事 業を 行う 者

特 定建 物の名 称及 び所 在地

け出な けれ ばな らない ︒

二

四

三

特 定建 物の特 定部 分の 延べ面 積の 合計

特 定建 物の 用途

特定建 物の 新設 をす る日

の氏 名又 は名 称及び 住所 並び に法人 にあ って は代表 者の 氏名

五

特 定建物 の自 動車の 駐車 のた めの施 設の 配置 に関す る事 項で あ

特定 建物の 特定 用途 に係る 事業 活動 に伴う 自動 車排 出窒素 酸化

っ て︑環 境省 令で 定める もの

六

七
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２

３

八

物等 につ いて︑ 環境 省令 で定め ると ころ により 算定 される 総量 の
予測
特 定建 物の特 定用 途に 係る事 業活 動に 伴う自 動車 排出窒 素酸 化
物 等の排 出の 抑制 のため の配 慮事 項
前項 の規 定によ る届 出に は︑環 境省 令で 定める 事項 を記 載した 書
類を 添付し なけ れば ならな い︒
第 一項 の規 定によ る届 出を した者 は︑ 当該 届出の 日か ら起 算して
八 月を 経過 した後 でな けれ ば︑当 該届 出に 係る特 定建 物の 新設を し
て はな らない ︒

︵経 過措 置︶
一 の地 区が窒 素酸 化物 重点対 策地 区又 は粒子 状物 質重 点

第一 項の 規定に よる 届出 のうち 変更 に係 る事項 以外 のもの の届 出

規定 によ る届 出とみ なす ︒

前 項の規 定に よる 変更に 係る 事項 の届出 は︑ 第二 十三条 第二 項の

な けれ ばな らない ︒

のもの を︑ 環境 省令で 定め ると ころに より ︑都 道府県 知事 に届 け出

又は 第四号 から 第八 号ま でに掲 げる 事項 で当該 変更 に係 るもの 以外

われ るも のを しよう とす ると きは︑ その 旨及 び同項 第一 号︑ 第二号

第 六号ま でに 掲げ る事項 の変 更で あって その 指定 の日以 後最 初に 行

に 設置 して いる者 は︑ 当該 特定建 物に つい て前条 第一 項第四 号か ら

対策地 区と して 指定さ れた 際そ れらの 地区 内に おいて 特定 建物 を現

第二 十一 条

２

３
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は︑ 第二十 三条 第一 項︑第 二項 及び 第五項 ︑第 二十 六条第 一項 並び
に第二 十七 条の 規定の 適用 につ いては ︑前 条第 一項の 規定 によ る届

一の地 区が 窒素 酸化物 重点 対策 地区又 は粒 子状 物質重 点

出 とみ なす ︒

第二 十二 条
対策 地区と して 指定 された 日か ら起 算し て八月 を経 過す るまで の間
に︑そ れら の地 区内に おい て特 定建物 の新 設を する者 であ って ︑第
二 十条 第一 項の規 定に よる 届出を した もの につい ては ︑同 条第三 項
及 び第 二十四 条第 六項の 規定 は︑ 適用し ない ︒

︵変 更の 届出︶
第 二十 条第一 項の 規定 による 届出 があ った特 定建 物に つ

第二 十条 第二 項の規 定は ︑前 項の規 定に よる 届出に つい て準 用す

し ︑環 境省令 で定 める軽 微な 変更 につい ては ︑こ の限り でな い︒

ら かじ め︑ その旨 を都 道府 県知事 に届 け出 なけれ ばな らな い︒た だ

ときは ︑当 該特 定建物 の新 設を する者 又は 設置 をして いる 者は ︑あ

該届 出に係 る同 項第 三号 から第 八号 まで に掲げ る事 項の 変更が ある

第二 十条 第一項 の規 定に よる届 出が あっ た特定 建物 につ いて ︑当

は ︑遅滞 なく ︑そ の旨を 都道 府県 知事に 届け 出な ければ なら ない ︒

あ った とき は︑当 該特 定建 物の新 設を する 者又は 設置 をして いる 者

いて︑ 当該 届出 に係る 同項 第一 号又は 第二 号に 掲げる 事項 の変 更が

第二 十三 条

２

３
る︒
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４

５

第二 十条第 一項 第四号 から 第六 号まで に掲 げる 事項に 係る 第二 項
の届出 をし た者 は︑当 該届 出の 日から 起算 して 八月を 経過 した 後で
な けれ ば︑ 当該届 出に 係る 変更を 行っ ては ならな い︒
第二 十条 第一 項の規 定に よる 届出 があっ た特 定建 物につ いて ︑特
定部 分の 延べ 面積を 同項 の規 定に基 づく 都道 府県の 条例 で定 める規
模未 満とす る者 は︑ 遅滞な く︑ その 旨を 都道府 県知 事に 届け出 なけ
ればな らな い︒

︵ 都道 府県知 事の 意見等 ︶
都道 府県知 事は ︑第 二十条 第一 項又 は前条 第二 項の 規定

第二 十条 第一項 又は 前条 第二項 の規 定に よる届 出を した者 は︑ 第

場合 には ︑第 二十条 第三 項及 び前条 第四 項の 規定は ︑適 用し ない︒

都 道府県 知事 が第 一項の 規定 によ り意見 を有 しな い旨を 通知 した

道 府県 公安 委員会 に協 議し なけれ ばな らな い︒

又は意 見を 有し ない旨 を通 知し ようと する とき は︑あ らか じめ ︑都

都道 府県知 事は ︑前 項の規 定に より 意見を 述べ よう とする とき ︑

には その 旨を 通知す るも のと する︒

合 には当 該意 見を 書面に より 述べ るもの とし ︑意 見を有 しな い場 合

自 動車 排出 窒素酸 化物 等の 排出の 抑制 の見 地から の意 見を有 する 場

案して ︑当 該届 出に係 る特 定建 物の特 定用 途に 係る事 業活 動に 伴う

に対 し︑窒 素酸 化物 重点対 策計 画又 は粒子 状物 質重 点対策 計画 を勘

によ る届 出があ った 日か ら起算 して 八月 以内に ︑当 該届 出をし た者

第 二十四 条

２

３

４
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５

６

７

一項 の規定 によ る意 見が述 べら れた 場合に は︑ 当該 意見を 踏ま え︑
都道府 県知 事に 対し︑ 当該 届出 を変更 する 旨の 届出又 は変 更し ない
旨 の通 知を 行うも のと する ︒
第二 十条 第二 項の規 定は ︑前 項の 規定に よる 届出 につい て準 用す
る︒
第一 項の規 定に より意 見が 述べ られ た場合 には ︑第 二十条 第三 項
又は前 条第 四項 の規定 にか かわ らず︑ 第二 十条 第一項 の規 定に よる
届 出又 は同 項第四 号か ら第 六号ま でに 掲げ る事項 に係 る前 条第二 項
の 規定 による 届出 をした 者は ︑第 四項の 規定 によ る届出 又は 通知 の
日か ら起 算し て二月 を経 過し た後で なけ れば ︑それ ぞれ ︑当 該届出
に係 る特 定建物 の新 設を し︑又 は当 該届 出に係 る変 更を 行って はな

前 条の 規定 は︑第 四項 の規 定によ る届 出に ついて は︑ 適用 しない

らな い︒

︒

都 道府 県知 事は︑ 前条 第四 項の規 定に よる 届出又 は通 知

︵都 道府 県知 事の勧 告等 ︶
第二 十五 条

の内容 が︑ 同条 第一項 の規 定に より都 道府 県知 事が述 べた 意見 を適
正 に反 映し ておら ず︑ 当該 届出又 は通 知に 係る特 定建 物が 所在す る
窒 素酸 化物重 点対 策地区 内又 は粒 子状物 質重 点対 策地区 内の 自動 車
排出 窒素 酸化 物等に よる 大気 の汚染 を更 に著 しくす る事 態の 発生を
回避 する ことが 困難 であ ると認 める とき は︑当 該届 出又 は通知 がな
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２

３

４

５

６

７

され た日か ら起 算し て二月 以内 に︑ 当該届 出又 は通 知をし た者 に対
し︑窒 素酸 化物 重点対 策計 画又 は粒子 状物 質重 点対策 計画 を勘 案し
て ︑理 由を 付して ︑当 該特 定建物 の特 定用 途に係 る事 業活動 に伴 う
自 動車排 出窒 素酸 化物等 の排 出の 抑制に 関し 必要 な措置 を執 るべ き
旨の 勧告 をす ること がで きる ︒
前項 の規定 によ る勧告 の内 容は ︑同 項に規 定す る事 態の発 生を 回
避する ため に必 要な限 度を 超え ないも ので あり ︑かつ ︑第 二十 条第
一 項又 は第 二十三 条第 二項 の規定 によ る届 出をし た者 の利 益を不 当
に 害す るおそ れが ないも ので なけ ればな らな い︒
都道 府県 知事 は︑第 一項 の規 定によ る勧 告を しよう とす ると きは
︑あ らか じめ︑ 都道 府県 公安委 員会 に協 議しな けれ ばな らない ︒
都道 府県知 事か ら第一 項の 規定 による 勧告 を受 けた者 は︑ 当該 勧
告を踏 まえ ︑都 道府県 知事 に︑ 必要な 変更 に係 る届出 を行 うも のと
す る︒
第二 十条 第二 項の 規定は ︑前 項の 規定に よる 届出 につい て準 用す
る︒
第二 十三条 の規 定は ︑第四 項の 規定 による 届出 につ いては ︑適 用
しない ︒
都 道府 県知事 は︑ 第一 項の規 定に よる 勧告を した 場合 におい て︑
そ の勧 告に係 る届 出をし た者 が︑ 正当な 理由 がな くてそ の勧 告に 従
わな かっ たと きは︑ その 旨を 公表す るこ とが できる ︒
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︵自 動車排 出窒 素酸 化物等 の排 出の 抑制に つい ての 配慮︶
第 二十条 第一 項︑ 第二十 三条 第二 項︑第 二十 四条 第四項

前 項に 規定 する届 出に 係る 特定建 物に おい て特定 用途 に係 る事業

物を 維持し ︑及 び運 営しな けれ ばな らな い︒

窒素 酸化 物等 の排出 の抑 制に ついて の適 正な 配慮を して 当該 特定建

に より︑ その 特定 建物の 特定 用途 に係る 事業 活動 に伴う 自動 車排 出

又 は前 条第 四項の 規定 によ る届出 をし た者 は︑そ の届 け出た とこ ろ

第二十 六条

２
を 行う 者は ︑当該 届出 に係 る事項 の円 滑な 実施に 協力 する よう努 め
な けれ ばなら ない ︒

︵承 継︶
第 二十 条第一 項若 しく は第二 十三 条第 二項の 規定 によ る

第二 十条第 一項 若し くは第 二十 三条 第二項 の規 定に よる届 出︑ 第

をし た者 の地 位を承 継す る︒

特 定建物 を譲 り受 けた者 は︑ 当該 特定建 物に 係る 当該届 出又 は通 知

五 条第 四項 の規定 によ る届 出をし た者 から 当該届 出又 は通知 に係 る

届出︑ 第二 十四 条第四 項の 規定 による 届出 若し くは通 知又 は第 二十

第二 十七 条

２

二十四 条第 四項 の規定 によ る届 出若し くは 通知 又は第 二十 五条 第四
項 の規 定に よる届 出を した 者につ いて 相続 ︑合併 又は 分割 ︵当該 届
出 又は 通知に 係る 特定建 物を 承継 させる もの に限 る︒︶ があ った と
きは ︑相 続人 ︑合併 後存 続す る法人 若し くは 合併に より 設立 した法
人又 は分 割によ り当 該特 定建物 を承 継し た法人 は︑ 当該 届出又 は通
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３

知を した者 の地 位を 承継す る︒
前 二項 の規 定によ り第 二十 条第一 項若 しく は第二 十三 条第 二項の
規 定に よる 届出︑ 第二 十四 条第四 項の 規定 による 届出 若しく は通 知
又 は第二 十五 条第 四項の 規定 によ る届出 をし た者 の地位 を承 継し た
者は ︑遅 滞な く︑そ の旨 を都 道府県 知事 に届 け出な けれ ばな らない
︒

︵ 報告 の徴 収︶
都道 府県 知事は ︑第 二十 条から 前条 まで の規定 の施 行に

都道 府県知 事は ︑前項 の規 定に より特 定建 物を 設置す る者 に対 し

する 者に 対し︑ 報告 を求 めるこ とが でき る︒

必要 な限 度に おいて ︑政 令で 定める とこ ろに より︑ 特定 建物 を設置

第 二十 八条

２

て報告 を求 める 場合に おい て︑ 特に必 要が ある と認め ると きは ︑そ
の 必要 な限 度にお いて ︑政 令で定 める とこ ろによ り︑ 当該特 定建 物
に おいて 事業 を行 う者に 対し ︑参 考とな るべ き報 告を求 める こと が
でき る︒

一の 地区 が窒 素酸化 物重 点対 策地区 又は 粒子 状物質 重点

︵自動 車排 出窒 素酸化 物等 の排 出の抑 制に つい ての配 慮︶
第 二十 九条

対 策地 区とし て指 定され た際 その 地区内 にお いて 特定建 物を 現に 設
置し てい る者 は︑そ の特 定建 物の特 定用 途に 係る事 業活 動に 伴う自
動車 排出 窒素酸 化物 等の 排出の 抑制 につ いての 適正 な配 慮をし て当
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２

該特 定建物 を維 持し ︑及び 運営 しな ければ なら ない ︒
前 項に 規定 する特 定建 物に おいて 特定 用途 に係る 事業 を行 う者は
︑ 当該 特定 建物を 設置 する 者が同 項の 規定 により 適正 な配慮 をし て
行 う活動 に協 力す るよう 努め なけ ればな らな い︒

この 節に定 める もの のほか ︑特 定建 物に係 る変 更の 届出の

︵環 境省令 への 委任 ︶
第三十 条

︵略 ︶

事業者 に関 する 措置

手 続そ の他 この節 の規 定の 施行に 関し 必要 な事項 は︑ 環境 省令で 定
め る︒

第三 節
第三 十一 条・第 三十 二条

︵ 対象 自動 車を使 用す る事 業者に よる 計画 の作成 ︶

第十 五条・ 第十 六条

︵ 略︶

︵ 事業 者によ る計 画の 作成 ︶

の うち ︑排 出状況 その 他の 事情を 勘案 して 政令で 定め る台 数以上 の

て﹁対 象自 動車 ﹂とい う︒ ︶を 使用す る事 業者 は︑そ の対 象自 動車

置を 有する 自動 車で あっ て︑政 令で 定め るもの ︵以 下こ の条に おい

窒素 酸化 物対 策地域 内又 は粒 子状物 質対 策地 域内に 使用 の本 拠の位

の が一 の都 道府県 の区 域内 にその 使用 の本 拠の位 置を 有す るとき は

うち︑ 排出 状況 その他 の事 情を 勘案し て政 令で 定める 台数 以上 のも

﹁対 象自動 車﹂ とい う︒︶ を使 用す る事業 者は ︑そ の対象 自動 車の

を有 する 自動車 であ って ︑政令 で定 める もの︵ 以下 この 条にお いて

素 酸化物 対策 地域 内又は 粒子 状物 質対策 地域 内に使 用の 本拠 の位置

窒 素酸 化物排 出自 動車 ︑粒子 状物 質排 出自動 車そ の他 の窒

も のが 一の都 道府 県の区 域内 にそ の使用 の本 拠の 位置を 有す ると き

︑ 主務 省令で 定め ると ころに より ︑第 十五条 第一 項に 規定す る判 断

窒素 酸化 物排出 自動 車︑ 粒子状 物質 排出 自動車 その 他の 第 十七条

は︑ 主務 省令 で定め ると ころ により ︑第 三十 一条第 一項 に規 定する

の基 準と なる べき事 項に おい て定め られ た事 業活動 に伴 う自 動車排

第 三十三 条

判断 の基 準とな るべ き事 項にお いて 定め られた 事業 活動 に伴う 自動
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︵ 定期 の報 告︶

提出 しなけ れば なら ない︒

し︑ 当該 特定 自動車 の使 用の 本拠の 位置 の属 する都 道府 県の 知事に

て ﹁特定 自動 車﹂ という ︒︶ に係 るもの の実 施に 関する 計画 を作 成

位 置を 有す る対象 自動 車︵ 以下こ の条 及び 第三十 五条 第一項 にお い

べき措 置で あっ て︑そ の一 の都 道府県 の区 域内 にその 使用 の本 拠の

車排 出窒素 酸化 物等 の排出 の抑 制の ために 必要 な計 画的に 取り 組む

︵ 定期 の報 告︶

なけ れば ならな い︒

該 特定自 動車 の使 用の本 拠の 位置 の属す る都 道府県 の知 事に 提出し

定 自動 車﹂と いう ︒︶ に係る もの の実 施に関 する 計画 を作成 し︑ 当

を 有す る対 象自動 車︵ 以下 この条 及び 第十 九条第 一項 にお いて﹁ 特

措置で あっ て︑ その一 の都 道府 県の区 域内 にそ の使用 の本 拠の 位置

出窒 素酸化 物等 の排 出の抑 制の ため に必 要な計 画的 に取 り組む べき

前 条の 規定 により 同条 の計 画を作 成す べき 事業者 ︵次 条及

び 第二十 条第 一項 にお いて﹁ 特定 事業 者﹂と いう ︒︶ は︑毎 年︑ 主

前条 の規 定によ り同 条の 計画を 作成 すべ き事業 者︵ 次条 第 十八 条

及び 第四 十一 条第二 項に おい て﹁特 定事 業者 ﹂とい う︒ ︶は ︑毎年

務省 令で 定め るとこ ろに より ︑その 事業 活動 に伴う 自動 車排 出窒素

第 三十 四条

︑主 務省 令で定 める とこ ろによ り︑ その 事業活 動に 伴う 自動車 排出

酸化 物等の 排出 の抑 制の ために 必要 な措 置の実 施の 状況 に関し ︑主

︵勧 告及 び命令 ︶

務省令 で定 める 事項を 都道 府県 知事に 報告 しな ければ なら ない ︒

窒素 酸化物 等の 排出 の抑制 のた めに 必要な 措置 の実 施の状 況に 関し
︑主務 省令 で定 める事 項を 都道 府県知 事に 報告 しなけ れば なら ない
︒

︵勧 告及 び命 令︶

三 十一 条第 一項に 規定 する 判断の 基準 とな るべき 事項 に照 らして 著

出窒素 酸化 物等 の排出 であ って ︑特定 自動 車に 係るも のの 抑制 が第

不 十分 であ ると認 める とき は︑当 該特 定事 業者に 対し ︑そ の判断 の

五条第 一項 に規 定する 判断 の基 準とな るべ き事 項に照 らし て著 しく

窒素 酸化物 等の 排出 であっ て︑ 特定 自動車 に係 るも のの抑 制が 第十

都道 府県 知事 は︑特 定事 業者 の事業 活動 に伴 う自動 車排 出

し く不 十分で ある と認め ると きは ︑当該 特定 事業 者に対 し︑ その 判

根 拠を 示して ︑そ の事 業活動 に伴 う自 動車排 出窒 素酸 化物等 の排 出

都 道府 県知 事は︑ 特定 事業 者の事 業活 動に 伴う自 動車 排 第十 九条

断の 根拠 を示 して︑ その 事業 活動に 伴う 自動 車排出 窒素 酸化 物等の

であ って ︑特 定自動 車に 係る ものの 抑制 に関 し必要 な措 置を 執るべ

第三 十五 条

排出 であ って︑ 特定 自動 車に係 るも のの 抑制に 関し 必要 な措置 を執
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︵ 略︶

るべ き旨の 勧告 をす ること がで きる ︒
２・３

第十二 条第 一項 の窒素 酸化 物対 策地域 にお ける 大気の 汚

︵ 周辺地 域内 自動 車を使 用す る事 業者に よる 計画 の作成 ︶
第三 十六 条
染の 主要な 原因 とな るもの とし て政 令で 定める 自動 車又 は同項 の粒
子状物 質対 策地 域にお ける 大気 の汚染 の主 要な 原因と なる もの とし
て 政令 で定 める自 動車 ︵以 下この 条に おい て﹁窒 素酸 化物 等排出 自
動 車﹂ と総称 する ︒︶で あっ て︑ 周辺地 域内 に使 用の本 拠の 位置 を
有す るも の︵ 以下﹁ 周辺 地域 内自動 車﹂ とい う︒︶ を使 用す る事業
者は ︑次 の各号 のい ずれ にも該 当す ると きは︑ 主務 省令 で定め ると
ころ により ︑第 三十 一条第 一項 に規 定する 判断 の基 準とな るべ き事
項にお いて 定め られた 事業 活動 に伴う 自動 車排 出窒素 酸化 物等 の排
出 の抑 制の ために 必要 な計 画的に 取り 組む べき措 置で あって ︑指 定
地 区内に おい て運 行され る周 辺地 域内自 動車 に係 るもの の実 施に 関
する 計画 を作 成し︑ 当該 指定 地区を その 区域 に含む 都道 府県 の知事

主務 省令 で定め ると ころ により 算定 した ︑当該 事業 者の 使用す

有 する とき︒

数 以上 のも のが一 の都 道府 県の区 域内 にそ の使用 の本 拠の 位置を

当 該事 業者 の使用 する 周辺 地域内 自動 車の うち政 令で 定め る台

に提 出しな けれ ばな らな い︒
一

二

る前 号の 一の 都道府 県の 区域 内にそ の使 用の 本拠の 位置 を有 する

︵ 略︶

き旨 の勧告 をす るこ とがで きる ︒
２・３
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２

３

４

５

６

周辺 地域 内自動 車を 指定 地区内 にお いて 運行す る回 数が︑ 主務 省
令で定 める 回数 以上で ある とき ︒
前 項の ﹁周辺 地域 ﹂と は︑窒 素酸 化物 対策地 域又 は粒 子状物 質対
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 窒素 酸化 物等排 出自 動車 が指定 地区 内に おいて 相当 程度 運行さ
れて いると 認め られ る地域 とし て︑ 指定 地区ご とに 主務 省令で 定め
るもの をい う︒
前 二項 の﹁指 定地 区﹂ とは︑ 窒素 酸化 物重点 対策 地区 又は粒 子状
物 質重 点対策 地区 のうち ︑窒 素酸 化物対 策地 域外 又は粒 子状 物質 対
策地 域外 に使 用の本 拠の 位置 を有す る窒 素酸 化物等 排出 自動 車に係
る自 動車 排出窒 素酸 化物 等によ る大 気の 汚染の 防止 を図 るため の対
策を 推進す るこ とが 必要で ある と認 められ る地 区と して︑ 環境 大臣
が指定 する もの をいう ︒
前 項の 規定に よる 指定 は︑都 道府 県知 事の申 出に 基づ いて行 うも
の とする ︒
環境 大臣 は︑第 三項 の規 定によ る指 定を しよう とす ると きは ︑事
業所 管大臣 に協 議し なけ ればな らな い︒
環 境大 臣は ︑第三 項の 規定 による 指定 をし たとき は︑ その 旨を 公
示 しな けれ ばなら ない ︒

前条第 一項 の規 定によ り同 項の 計画を 作成 すべき 事業 者

︵定 期の 報告 ︶
第三 十七 条
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︵以 下﹁周 辺地 域内 事業者 ﹂と いう ︒︶は ︑毎 年︑ 主務省 令で 定め
るとこ ろに より ︑その 事業 活動 に伴う 指定 地区 ︵同条 第三 項に 規定
す る指 定地 区をい う︒ 以下 同じ︒ ︶に おけ る自動 車排 出窒素 酸化 物
等 の排出 の抑 制の ために 必要 な措 置の実 施の 状況 に関し ︑主 務省 令
で定 める 事項 を当該 指定 地区 をその 区域 に含 む都道 府県 の知 事に報
告し なけれ ばな らな い︒

指定 地区 をその 区域 に含 む都道 府県 の知 事は︑ 当該 指定

︵ 指導 及び 助言︶
第 三十 八条

地区 にお ける 周辺地 域内 自動 車に係 る自 動車 排出窒 素酸 化物 等の排
出の 抑制 を図る ため に必 要と認 める とき は︑周 辺地 域内 事業者 に対
し︑ 第三十 一条 第一 項に規 定す る判 断の基 準と なる べき事 項を 勘案
して︑ その 事業 活動に 伴う 当該 指定地 区に おけ る自動 車排 出窒 素酸
化 物等 の排 出であ って ︑周 辺地域 内自 動車 に係る もの の抑制 につ い
て 必要な 指導 及び 助言を する こと ができ る︒

指 定地区 をそ の区 域に含 む都 道府 県の知 事は ︑周 辺地 域

︵勧 告及び 公表 ︶
第三十 九条

内 事業 者の 事業活 動に 伴う 当該指 定地 区に おける 自動 車排 出窒素 酸
化 物等 の排出 であ って︑ 周辺 地域 内自動 車に 係る ものの 抑制 が第 三
十一 条第 一項 に規定 する 判断 の基準 とな るべ き事項 に照 らし て著し
く不 十分 である と認 める ときは ︑当 該周 辺地域 内事 業者 に対し ︑そ
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２

の判 断の根 拠を 示し て︑そ の事 業活 動に伴 う当 該指 定地区 にお ける
自動車 排出 窒素 酸化物 等の 排出 であっ て︑ 周辺 地域内 自動 車に 係る
も のの 抑制 に関し 必要 な措 置を執 るべ き旨 の勧告 をす ること がで き
る︒
前項 の規 定によ る勧 告を した都 道府 県知 事は︑ 同項 に規 定する 勧
告を 受けた 周辺 地域 内事業 者が ︑正 当な 理由が なく てそ の勧告 に従
わなか った とき は︑そ の旨 を公 表する こと がで きる︒

︵ 事業 者の努 力︶
事 業者 は︑そ の使 用す る周辺 地域 内自 動車を 窒素 酸化 物対

窒 素酸 化物対 策地 域内 又は粒 子状 物質 対策地 域内 にお いて︑ 貨物

基準に 適合 した ものを 使用 する ように 努め なけ ればな らな い︒

は︑ 第十四 条の 規定 による 道路 運送 車両法 第四 十一 条に基 づく 技術

策地 域内 又は粒 子状 物質 対策地 域内 にお いて運 行す る場 合にあ って

第 四十条

２

自 動車運 送事 業法 ︵平成 元年 法律 第八十 三号 ︶の 規定に よる 貨物 自
動車 運送 事業 者又は 貨物 利用 運送事 業法 ︵平 成元年 法律 第八 十二号
︶の 規定に よる 第二 種貨 物利用 運送 事業 を経営 する 者に 周辺地 域内
自動車 を使 用し た貨物 の運 送を 継続し て行 わせ る事業 者は ︑第 三十
一 条第 一項 に規定 する 判断 の基準 とな るべ き事項 の定 める ところ に
留 意し て︑計 画的 な運送 の委 託を 行うこ とに よる 定量で 提供 され る
輸送 力の 利用 効率の 向上 その 他の措 置を 適確 に実施 する 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
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よう 努めな けれ ばな らない ︒

︵ 報告 及び 立入検 査︶

︵ 報告 及び立 入検 査︶

都道 府県知 事は ︑第 三十 三条の 規定 の施 行に必 要な 限度 第 二十条

その 業務 の状況 に関 し報 告させ ︑又 はそ の職員 に︑ 特定 事業者 の事

な限 度に おい て︑政 令で 定め るとこ ろに より ︑特定 事業 者に 対し︑

都 道府県 知事 は︑ 第三十 四条 及び 第三十 五条 の規 定の施 行に 必要

立ち 入り︑ 帳簿 ︑書 類そ の他の 物件 を検 査させ るこ とが できる ︒

報告 させ ︑又 はその 職員 に︑ 特定事 業者 の事 務所そ の他 の事 業場に

で 定める とこ ろに より ︑特定 事業 者に 対し︑ その 業務 の状況 に関 し

都 道府県 知事 は︑ 前条の 規定 の施 行に必 要な 限度 におい て︑ 政令

都 道府県 知事 は︑ 第三十 七条 及び 第三十 九条 の規 定の施 行に 必要

簿 ︑書 類そ の他の 物件 を検 査させ るこ とが できる ︒

内自動 車を 使用 する事 業者 の事 務所そ の他 の事 業場に 立ち 入り ︑帳

内に おける 運行 の状 況に 関し報 告さ せ︑ 又はそ の職 員に ︑周辺 地域

事業 者に 対し ︑その 使用 する 周辺地 域内 自動 車の台 数及 び指 定地区

お いて︑ 政令 で定 めると ころ によ り︑周 辺地 域内 自動車 を使 用す る

都 道府 県知事 は︑ 第三 十六条 第一 項の 規定の 施行 に必 要な限 度に

せるこ とが でき る︒

務所 その他 の事 業場 に立ち 入り ︑帳 簿︑書 類そ の他 の物件 を検 査さ

入 り︑ 帳簿 ︑書類 その 他の 物件を 検査 させ ること がで きる ︒

員に︑ 対象 自動 車を使 用す る事 業者の 事務 所そ の他の 事業 場に 立ち

者に 対し︑ その 使用 する対 象自 動車 の台 数を報 告さ せ︑ 又はそ の職

にお いて ︑政 令で定 める とこ ろによ り︑ 対象 自動車 を使 用す る事業

第 四十一 条

２

３

４

な限 度に おい て︑政 令で 定め るとこ ろに より ︑周辺 地域 内事 業者に
対し ︑そ の業務 の状 況に 関し報 告さ せ︑ 又はそ の職 員に ︑周辺 地域
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５

６

内事 業者の 事務 所そ の他の 事業 場に 立ち入 り︑ 帳簿 ︑書類 その 他の
物件を 検査 させ ること がで きる ︒
前 各項 の規定 によ り立 入検査 をす る職 員は︑ その 身分 を示す 証明 ２
書 を携帯 し︑ 関係 人に提 示し なけ ればな らな い︒

前 項の規 定に より 立入検 査を する 職員 は︑そ の身 分を 示す証 明書

を 携帯 し︑関 係人 に提 示しな けれ ばな らない ︒

れた もの と解釈 して はな らない ︒

第一 項の 規定に よる 立入 検査の 権限 は︑ 犯罪捜 査の ため に認め ら

のた めに認 めら れた ものと 解釈 して はな らない ︒

︵ 環境 大臣 への通 知等 ︶

第一 項か ら第四 項ま での 規定に よる 立入 検査の 権限 は︑ 犯罪捜 査 ３

︵ 環境 大臣 への通 知等 ︶

都道 府県 知事は ︑第 十七 条の規 定に よる 同条の 計画 の提

出 又は第 十八 条の 規定 による 報告 があ ったと きは ︑主 務省令 で定 め

都道 府県 知事は ︑第 三十 三条及 び第 三十 六条第 一項 の規 第 二十 一条

定に よる 当該 各条の 計画 の提 出又は 第三 十四 条及び 第三 十七 条の規

ると ころ によ り︑当 該計 画の 提出及 び報 告に 係る事 項を 環境 大臣に

︵自 動車 運送事 業者 等に 関す る特例 ︶

︵ 略︶

定に よる 報告が あっ たと きは︑ 主務 省令 で定め ると ころ により ︑当

２

通知 するも のと する ︒

︒
︵ 略︶

該計 画の提 出及 び報 告に係 る事 項を 環境大 臣に 通知 するも のと する

第 四十 二条

２

︵自 動車 運送 事業者 等に 関す る特例 ︶

貨 物利 用運 送事業 を経 営す る者に 対す る第 三十二 条か ら第 三十五 条

よる自 動車 運送 事業者 及び 貨物 利用運 送事 業法 の規定 によ る第 二種

る 第十 六条 から第 十九 条ま で及び 第二 十条 第一項 の規 定の 適用に つ

十二号 ︶の 規定 による 第二 種貨 物利用 運送 事業 を経営 する 者に 対す

よる 自動車 運送 事業 者及び 貨物 利用 運送事 業法 ︵平 成元年 法律 第八

道 路運 送法 ︵昭和 二十 六年 法律第 百八 十三 号︶の 規定 に

ま で︑ 第三十 六条 第一項 ︑第 三十 七条か ら第 三十 九条ま で及 び第 四

い ては ︑第十 六条 ︑第 十八条 ︑第 十九 条及び 第二 十条 第一項 中﹁ 都

道 路運 送法 ︵昭和 二十 六年 法律第 百八 十三 号︶の 規定 に 第二 十二 条

十一 条第 一項 から第 四項 まで の規定 の適 用に ついて は︑ 第三 十二条

道府 県知 事﹂ とあり ︑並 びに 第十七 条中 ﹁当 該特定 自動 車の 使用の

第四 十三 条

︑第 三十 四条︑ 第三 十五 条︑第 三十 九条 第二項 及び 第四 十一条 第一
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２

３

あ り︑ 第三 十六条 第一 項及 び第三 十七 条中 ﹁当該 指定 地区を その 区

﹁当該 特定 自動 車の使 用の 本拠 の位置 の属 する 都道府 県の 知事 ﹂と

項か ら第四 項ま での 規定中 ﹁都 道府 県知事 ﹂と あり ︑第三 十三 条中

交 通省 令﹂ とする ︒

と︑同 条及 び第 十八条 中﹁ 主務 省令﹂ とあ るの は﹁環 境省 令︑ 国土

本拠 の位置 の属 する 都道府 県の 知事 ﹂と あるの は﹁ 国土 交通大 臣﹂

域 に含む 都道 府県 の知事 ﹂と あり ︑並び に第 三十 八条及 び第 三十 九
条第 一項 中﹁ 指定地 区を その 区域に 含む 都道 府県の 知事 ﹂と あるの
は﹁ 国土交 通大 臣﹂ と︑第 三十 三条 ︑第 三十四 条︑ 第三 十六条 第一
項各号 列記 以外 の部分 及び 第三 十七条 中﹁ 主務 省令﹂ とあ るの は﹁
環 境省 令︑ 国土交 通省 令﹂ とする ︒

条 の規定 によ る同 条の 計画の 提出 又は 同項の 規定 によ り読み 替え て

国 土交通 大臣 は︑ 前項の 規定 によ り読み 替え て適 用され る第 十七

三条 及び 第三 十六条 第一 項の 規定に よる 当該 各条の 計画 の提 出又は

適用 され る第 十八条 の規 定に よる報 告が あっ たとき は︑ 遅滞 なく︑

国 土交通 大臣 は︑ 前項の 規定 によ り読み 替え て適 用され る第 三十 ２

前項 の規 定によ り読 み替 えて適 用さ れる 第三十 四条 及び 第三十 七条

環境 省令︑ 国土 交通 省令 で定め ると ころ により ︑そ の内 容を環 境大

臣及び 関係 都道 府県知 事に 通知 するも のと する ︒

の規 定によ る報 告が あった とき は︑ 遅滞な く︑ 環境 省令︑ 国土 交通
省令で 定め ると ころに より ︑そ の内容 を環 境大 臣及び 関係 都道 府県
知 事に 通知 するも のと する ︒

に 伴う 指定 地区に おけ る自 動車排 出窒 素酸 化物等 の排 出で あって ︑

の排出 の抑 制を 図るた めに 必要 がある と認 める とき︑ 又は 事業 活動

対策 地域又 は粒 子状 物質 対策地 域に おけ る自動 車排 出窒 素酸化 物等

その 区域 の全 部若し くは 一部 とする 都道 府県 の知事 は︑ 窒素 酸化物

十 九条 又は 第二十 条第 一項 の規定 によ る措 置を執 るべ きこ とを要 請

臣に対 し︑ 第一 項の規 定に より 読み替 えて 適用 される 第十 六条 ︑第

の排 出の抑 制を 図る ために 必要 があ ると認 める とき は︑国 土交 通大

対策 地域 又は粒 子状 物質 対策地 域に おけ る自動 車排 出窒 素酸化 物等

そ の区域 の全 部若 しくは 一部 とす る都道 府県 の知事 は︑ 窒素 酸化物

環境 大臣 又は 窒素酸 化物 対策 地域若 しく は粒 子状物 質対 策地 域を

周 辺地 域内自 動車 に係る もの の抑 制を図 るた めに 必要が ある と認 め

す るこ とがで きる ︒

環境 大臣 又は 窒素 酸化物 対策 地域 若しく は粒 子状 物質対 策地 域を ３

ると きは ︑国 土交通 大臣 に対 し︑第 一項 の規 定によ り読 み替 えて適
用さ れる 第三十 二条 ︑第 三十五 条︑ 第三 十八条 ︑第 三十 九条又 は第
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４

︵略 ︶

四十 一条第 一項 から 第四項 まで の規 定によ る措 置を 執るべ きこ とを

雑則

要請す るこ とが できる ︒
︵ 略︶

第四 章

罰則

第四 十四 条〜第 四十 八条

第 五章

４

︵ 略︶

︵略 ︶

第十 九条第 三項 ︵第 二十二 条第 一項 の規定 によ り読 み替

第二 十三 条〜第 二十 七条

︵ 罰則 ︶
第三 十五条 第三 項︵ 第四十 三条 第一 項の規 定に より 読み 第 二十八 条

えて 適用 する 場合を 含む ︒︶ の規定 によ る命 令に違 反し た者 は︑五

第 四十九 条

替え て適 用する 場合 を含 む︒︶ の規 定に よる命 令に 違反 した者 は︑

十万 円以下 の罰 金に 処す る︒

次の 各号 のい ずれか に該 当す る者は ︑二 十万 円以下 の罰
金 に処 する︒

次の各 号の いず れかに 該当 する 者は︑ 二十 万円 以下の 罰金 第 二十 九条

五十 万円以 下の 罰金 に処す る︒

第 五十 条

第二 十条 第三項 ︑第 二十 三条第 四項 又は 第二十 四条 第六 項の規

っ て︑ 虚偽の 記載 のあ るもの を提 出し た者

二 十五 条第 五項に おい て準 用する 場合 を含 む︒︶ の添 付書 類であ

第 二十 条第 二項︵ 第二 十三 条第三 項︑ 第二 十四条 第五 項及 び第

定に よる 届出を せず ︑又 は虚偽 の届 出を した者

第二 十条 第一項 ︑第 二十 一条第 一項 又は 第二十 三条 第二 項の規

に 処する ︒
一

二

三

定に 違反 した 者
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四

第二十 四条 第四 項又は 第二 十五 条第四 項の 規定 による 届出 をす

第 二十 八条の 規定 によ る報告 をせ ず︑ 又は虚 偽の 報告を した 者

る場合 にお いて 虚偽の 届出 をし た者
五
第三 十三 条又 は第三 十六 条第 一項︵ これ らの 規定を 第四 十三 条

一

第 十七条 ︵第 二十 二条第 一項 の規 定によ り読 み替 えて適 用す る

場合 を含 む︒ ︶の規 定に よる 提出を しな かっ た者

項の規 定に より 読み替 えて 適用 する場 合を 含む︒ ︶の 規定 による

第十八 条又 は第 二十条 第一 項︵ これら の規 定を 第二十 二条 第一

ま で︵ これ らの規 定を 第四 十三条 第一 項の 規定に より 読み 替えて

報 告を せず︑ 若し くは 虚偽の 報告 をし ︑又は 第二 十条 第一項 ︵第

二

適 用す る場合 を含 む︒ ︶の規 定に よる 報告を せず ︑若 しくは 虚偽

二 十二条 第一 項の 規定に より 読み 替えて 適用 する 場合を 含む ︒︶

第 三十 四条 ︑第三 十七 条若 しくは 第四 十一 条第一 項か ら第 四項

よる 提出 をしな かっ た者

第一 項の 規定 により 読み 替え て適用 する 場合 を含む ︒︶ の規 定に

六

七

の 報告を し︑ 又は 第四十 一条 第一 項から 第四 項ま で︵第 四十 三条

︵ 略︶

の規 定に よる 検査を 拒み ︑妨 げ︑若 しく は忌 避した 者

︵略 ︶

第 三十 条

第一 項の 規定 により 読み 替え て適用 する 場合 を含む ︒︶ の規 定に

第 五十 一条

第二十 三条 第一 項若し くは 第五 項又は 第二 十七 条第 三項

よる 検査 を拒み ︑妨 げ︑ 若しく は忌 避し た者

第五 十二 条

の規 定によ る届 出を せず ︑又は 虚偽 の届 出をし た者 は︑ 十万円 以下
の過料 に処 する ︒
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