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 置法施 行令 の一 部を改 正す る政 令
照条文

︵略 ︶

改

正

案
第 一条 〜第五 条

︵略 ︶

現

行

新 旧対

︵傍 線部 分は改 正部 分︶

○ 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 法施 行令 ︵平成 四年 政令 第三百 六十 五号
︶︵ 抄︶

第 一条 〜第五 条

法第二 十条 第一項 の自 動車 の交通 需要 を生 じさせ る程 度の 大

︵特 定用 途︶
第六 条

きい用 途で 政令 で定め るも のは ︑劇場 ︑映 画館 ︑演芸 場︑ 観覧 場︑
放 送用 スタ ジオ︑ 公会 堂︑ 集会場 ︑展 示場 ︑結婚 式場 ︑斎場 ︑旅 館
︑ ホテル ︑料 理店 ︑飲食 店︑ 待合 ︑キャ バレ ー︑ カフェ ー︑ ナイ ト
クラ ブ︑ バー ︑舞踏 場︑ 遊技 場︑ボ ーリ ング 場︑体 育館 ︑店 舗︑事
務所 ︑病院 ︑卸 売市 場︑ 倉庫及 び工 場と する︒

都道 府県 知事 は︑法 第二 十八 条第一 項の 規定 により ︑特 定建

︵ 報告 の徴 収︶
第 七条

物︵ 法第 二十 条第一 項に 規定 する特 定建 物を いう︒ 次項 にお いて同
じ︒ ︶を 設置す る者 に対 し︑当 該特 定建 物の特 定用 途︵ 法第二 十条

‑1‑

２

第一 項に規 定す る特 定用途 をい う︒ 次項に おい て同 じ︒︶ に係 る事
業活動 に伴 う自 動車排 出窒 素酸 化物等 ︵法 第三 条第一 項に 規定 する
自 動車 排出 窒素酸 化物 等を いう︒ 次項 第四 号︑第 十一 条第一 項及 び
第 十三条 第一 項に おいて 同じ ︒︶ の排出 の抑 制の ための 配慮 の状 況
に関 し報 告を 求める こと がで きる︒
都道 府県知 事は ︑法第 二十 八条 第二 項の規 定に より ︑特定 建物 に
おいて 特定 用途 に係る 事業 を行 う者に 対し ︑次 に掲げ る事 項に 関し

一
当該 事業 の内容

当 該事業 の開 始日

報 告を 求め ること がで きる ︒

二

当該 事業を 行う 特定 部分︵ 法第 二十 条第一 項に 規定 する特 定部

当 該事 業を 行う者 の事 業活 動に伴 う自 動車 排出窒 素酸 化物 等の

分を いう ︒︶の 延べ 面積 及び位 置に 関す る事項

三

四
排 出の 抑制 のため の配 慮に 関する 事項

︵対 象自 動車 等︶

２

︵対 象自 動車等 ︶

法第十 七条 の政 令で定 める 自動 車は︑ 窒素 酸化 物排出 自動 車

法 第十 七条の 政令 で定 める台 数は ︑三 十台と する ︒

及び 粒子状 物質 排出 自動車 とす る︒

法第三 十三 条の 政令で 定め る自 動車は ︑窒 素酸 化物排 出自 動 第六 条

法 第三 十三条 の政 令で 定める 台数 は︑ 三十台 とす る︒

車及び 粒子 状物 質排出 自動 車と する︒

第八 条

２

法第 三十六 条第 一項 第一号 の政 令で 定める 台数 は︑三 十台 と

︵周 辺地 域内 自動車 の台 数︶
第九 条
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する ︒

︵ 報告 及び 立入検 査︶
都道 府県 知事は ︑法 第四 十一 条第一 項の 規定 により ︑対 象自

都 道府 県知事 は︑ 法第 四十一 条第 一項 の規定 によ り︑ その職 員に

位置を 有す る対 象自動 車の 台数 に関し 報告 させ ること がで きる ︒

使用 する事 業者 に対 し︑当 該都 道府 県の 区域内 にそ の使 用の本 拠の

動車 ︵法 第三 十三条 に規 定す る対象 自動 車を いう︒ 以下 同じ ︒︶を

第 十条

２

︑ 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 ち入 り
︑対 象自 動車 及びそ の関 連施 設並び に関 係帳 簿書類 を検 査さ せるこ
とが でき る︒
︵報 告及び 立入 検査 ︶

事 業者 ︵法 第三十 四条 に規 定する 特定 事業 者をい う︒ 次項及 び第 十

第 十七 条に規 定す る特 定自動 車を いう ︒次項 並び に第 九条第 二項 及

者 に対 し︑ 自動車 排出 窒素 酸化物 等の 排出 であっ て特 定自 動車︵ 法

都 道府 県知事 は︑ 法第 二十条 第一 項の 規定に より ︑特 定事業

四 条第二 項に おい て同じ ︒︶ に対 し︑自 動車 排出 窒素酸 化物 等の 排

び 第四項 にお いて 同じ︒ ︶に 係る ものの 抑制 の実施 の状 況に 関し報

都道 府県知 事は ︑法 第四十 一条 第二 項の規 定に より ︑特定 第七条

出で あっ て特 定自動 車︵ 法第 三十三 条に 規定 する特 定自 動車 をいう

告さ せる ことが でき る︒

のの抑 制の 実施 の状況 に関 し報 告させ るこ とが できる ︒

特 定事 業者 の事務 所そ の他 の事業 場に 立ち 入り︑ 特定 自動 車及び そ

都 道府 県知事 は︑ 法第 四十一 条第 二項 の規定 によ り︑ その職 員に ２
︑ 特定 事業者 の事 務所そ の他 の事 業場に 立ち 入り ︑特定 自動 車及 び

の 関連 施設並 びに 関係 帳簿書 類を 検査 させる こと がで きる︒

都 道府 県知事 は︑ 法第 二十条 第一 項の 規定に より ︑そ の職員 に︑

︒次 項並び に第 十五 条第 三項及 び第 五項 におい て同 じ︒ ︶に係 るも

第十一 条

２

その 関連 施設 並びに 関係 帳簿 書類を 検査 させ ること がで きる ︒
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都道 府県 知事は ︑法 第四 十一条 第三 項の 規定に より ︑周 辺

都道 府県 知事 は︑法 第四 十一 条第三 項の 規定 により ︑そ の職 員に

て 運行 する回 数に 関し報 告さ せる ことが でき る︒

に 規定 する 指定地 区を いう ︒次条 第一 項に おいて 同じ ︒︶ 内にお い

用の本 拠の 位置 を有す る周 辺地 域内自 動車 を指 定地区 ︵同 条第 三項

当該 事業者 の使 用す る同項 第一 号の 一の 都道府 県の 区域 内にそ の使

第一 項第 二号 に規定 する 主務 省令で 定め ると ころに より 算定 した︑

そ の使用 の本 拠の 位置を 有す る都 道府県 別の 台数 及び法 第三 十六 条

い う︒ 以下 同じ︒ ︶を 使用 する事 業者 に対 し︑周 辺地 域内自 動車 の

地域内 自動 車︵ 法第三 十六 条第 一項に 規定 する 周辺地 域内 自動 車を

第十 二条

２

︑周 辺地 域内自 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︑周 辺地 域内 自動車 及び その 関連施 設並 びに 関係帳 簿書 類を
検査さ せる こと ができ る︒

都 道府 県知 事は︑ 法第 四十 一条第 四項 の規 定によ り︑ 周辺

都 道府県 知事 は︑ 法第四 十一 条第 四項の 規定 によ り︑そ の職 員に

の 抑制 の実 施の状 況に 関し 報告さ せる こと ができ る︒

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

次項 及び次 条第 四項 にお いて同 じ︒ ︶に 対し︑ 指定 地区 におけ る自

地域 内事 業者 ︵法第 三十 七条 に規定 する 周辺 地域内 事業 者を いう︒

第 十三条

２

︑周 辺地 域内 事業者 の事 務所 その他 の事 業場 に立ち 入り ︑周 辺地域
内自 動車 及びそ の関 連施 設並び に関 係帳 簿書類 を検 査さ せるこ とが
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でき る︒

︵ 自動 車運 送事業 者等 に関 する特 例︶
道 路運 送法︵ 昭和 二十 六年 法律第 百八 十三 号︶の 規定 によ

自動 車運 送事業 者等 が周 辺地域 内自 動車 を使用 する 事業者 であ る

する ︒

第 一項 の規定 によ り読み 替え て適 用され る法 第四 十一条 第二 項﹂ と

交 通大 臣﹂ と︑﹁ 法第 四十 一条第 二項 ﹂と あるの は﹁ 法第 四十三 条

規定の 適用 につ いては ︑同 条中 ﹁都道 府県 知事 ﹂とあ るの は﹁ 国土

自動 車運送 事業 者等 が特定 事業 者で ある場 合に おけ る第十 一条 の

より 読み 替え て適用 され る法 第四十 一条 第一 項﹂と する ︒

﹁ 法第四 十一 条第 一項﹂ とあ るの は﹁法 第四 十三 条第一 項の 規定 に

︑ 同条 第二 項中﹁ 都道 府県 知事﹂ とあ るの は﹁国 土交 通大臣 ﹂と ︑

のは﹁ 対象 自動 車のそ の使 用の 本拠の 位置 を有 する都 道府 県別 ﹂と

府県 の区域 内に その 使用の 本拠 の位 置を有 する 対象 自動車 ﹂と ある

によ り読 み替え て適 用さ れる法 第四 十一 条第一 項﹂ と︑ ﹁当該 都道

︑﹁ 法第 四十 一条第 一項 ﹂と あるの は﹁ 法第 四十三 条第 一項 の規定

は ︑同 条第一 項中 ﹁都道 府県 知事 ﹂とあ るの は﹁ 国土交 通大 臣﹂ と

を 使用 する 事業者 であ る場 合にお ける 第十 条の規 定の 適用 につい て

の条に おい て﹁ 自動車 運送 事業 者等﹂ と総 称す る︒︶ が対 象自 動車

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︵以 下こ

る自 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

第 十四条

２

３
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４

場合 におけ る第 十二 条の規 定の 適用 につい ては ︑同 条中﹁ 都道 府県
知事﹂ とあ るの は﹁国 土交 通大 臣﹂と ︑﹁ 法第 四十一 条第 三項 ﹂と
あ るの は﹁ 法第四 十三 条第 一項の 規定 によ り読み 替え て適用 され る
法 第四十 一条 第三 項﹂と する ︒
自動 車運 送事業 者等 が周 辺地域 内事 業者 である 場合 にお ける前 条
の規 定の適 用に つい ては︑ 同条 中﹁ 都道 府県知 事﹂ とあ るのは ﹁国
土交通 大臣 ﹂と ︑﹁法 第四 十一 条第四 項﹂ とあ るのは ﹁法 第四 十三
条 第一 項の 規定に より 読み 替えて 適用 され る法第 四十 一条 第四項 ﹂
と する ︒

︵権 限の 委任︶

道 路運 送法 ︵昭和 二十 六年 法律第 百八 十三号 ︶の 規定 による

︵自 動車 運送事 業者 等に 関する 特例 ︶
第八 条

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 者が 特定事 業

者 である 場合 にお ける 前二条 の規 定の 適用に つい ては ︑第六 条中 ﹁

法第 十七 条﹂ とある のは ﹁法 第二十 二条 第一 項の規 定に より 読み替

えて 適用さ れる 法第 十七 条﹂と ︑前 条中 ﹁都道 府県 知事 ﹂とあ るの

は﹁国 土交 通大 臣﹂と ︑﹁ 法第 二十条 第一 項﹂ とある のは ﹁法 第二

十 二条 第一 項の規 定に より 読み替 えて 適用 される 法第 二十 条第一 項
﹂ とす る︒

︵権 限の 委任 ︶
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法第 四十 五条第 一項 に規 定する 環境 大臣 の権限 は︑ 地方 環 第九 条

法 第二 十四 条第一 項に 規定 する 環境大 臣の 権限 は︑地 方環 境

事務所 長に 委任 する︒

二 条並び に法 第四 十三条 第三 項及 び第四 項︵ 法第 三十二 条に 係る 部

限 る︒︶ に規 定す る国土 交通 大臣 の権限 は︑ 事業者 の事 業場 の所在

条 並び に法第 二十 二条 第三項 及び 第四 項︵法 第十 六条 に係る 部分 に

法 第二十 二条 第一 項の規 定に より 読み 替えて 適用 され る法第 十六

分に 限る ︒︶ に規定 する 国土 交通大 臣の 権限 は︑事 業者 の事 業場の

地を 管轄 する地 方運 輸局 長に委 任す る︒

ら 法第 三十九 条ま で及び 法第 四十 一条第 一項 から 第四項 まで 並び に

三 条か ら法 第三十 五条 まで ︑法第 三十 六条 第一項 ︑法 第三 十七条 か

を 除く︒ ︶に 規定 する 国土交 通大 臣の 権限は ︑特 定自 動車の 使用 の

二 項並 びに 法第二 十二 条第 三項及 び第 四項 ︵法第 十六 条に 係る部 分

条から 法第 十九 条まで 及び 法第 二十条 第一 項並 びに法 第二 十二 条第

法第二 十二 条第 一項の 規定 によ り読み 替え て適用 され る法 第十七

法第 四十 三条 第二項 並び に法 第四十 三条 第三 項及び 第四 項︵ 法第三

本拠 の位 置を 管轄す る地 方運 輸局長 に委 任す る︒

象自 動車︑ 特定 自動 車又は 周辺 地域 内自動 車の 使用 の本拠 の位 置を
管轄す る地 方運 輸局長 に委 任す る︒

項 の規定 によ り読 み替え て適 用さ れる法 第三 十二 条に規 定す る国 土

通 大臣の 権限 は︑ 事業者 の事 業場 の所在 地を 管轄す る運 輸監 理部長

項 の規 定によ り読 み替 えて適 用さ れる 法第十 六条 に規 定する 国土 交

第 二項 の規定 によ り地 方運輸 局長 に委 任され た法 第四 十三条 第一 ４

交通 大臣 の権 限は︑ 事業 者の 事業場 の所 在地 を管轄 する 運輸 監理部

又は 運輸 支局長 も行 うこ とがで きる ︒

項 の規 定に より読 み替 えて 適用さ れる 法第 三十八 条及 び法 第四十 一

国 土交 通大 臣の権 限は ︑特 定自動 車の 使用 の本拠 の位 置を 管轄す る

項の規 定に より 読み替 えて 適用 される 法第 二十 条第一 項に 規定 する

第三項 の規 定に より地 方運 輸局 長に委 任さ れた法 第二 十二 条第一

条 第一 項から 第四 項まで に規 定す る国土 交通 大臣 の権限 は︑ 対象 自

運 輸監 理部長 又は 運輸 支局長 も行 うこ とがで きる ︒

第 三項 の規 定によ り地 方運 輸局長 に委 任さ れた法 第四 十三 条第 一 ５

長又 は運輸 支局 長も 行う ことが でき る︒

第 二項の 規定 によ り地 方運輸 局長 に委 任され た法 第二 十二条 第一

十二 条に 係る部 分を 除く ︒︶に 規定 する 国土交 通大 臣の 権限は ︑対

法 第四 十三 条第一 項の 規定 により 読み 替え て適用 され る法 第三十 ３

所在 地を管 轄す る地 方運輸 局長 に委 任す る︒

法 第四 十三条 第一 項の 規定に より 読み 替えて 適用 され る法第 三十 ２

境事務 所長 に委 任する ︒

第十 五条

２

３

４

５

動車 ︑特 定自 動車又 は周 辺地 域内自 動車 の使 用の本 拠の 位置 を管轄
する 運輸 監理部 長又 は運 輸支局 長も 行う ことが でき る︒
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