自動 車運送 事業 者等 以外の 事業 者に 係る自 動車 排出窒 素酸 化物 等の排 出の 抑制 のため の計 画の 提出方 法等 を定 める命 令の 一部 を改正 する 命令
新旧対 照条 文

○ 自動車 運送 事業 者等以 外の 事業 者に係 る自 動車 排出窒 素酸 化物 等の排 出の 抑制 のため の計 画の 提出方 法等 を定 める命 令︵ 平成 十四年 内閣 府・

正

案

現

行

︵傍 線部 分は改 正部 分︶

総務 省・ 法務 省・外 務省 ・財 務省・ 文部 科学 省・厚 生労 働省 ・農林 水産 省・ 経済産 業省 ・国 土交通 省・ 環境 省令第 一号 ︶︵ 抄︶

改

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

︵ 計画 の提出 ︶

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 第 一条

︵ 対象 自動車 を使 用する 事業 者に よる計 画の 提出 ︶
第 一条

合を除 く︒ 第三 項にお いて 同じ ︒︶の 規定 によ る計画 の提 出は ︑第

にお ける 総量 の削減 等に 関す る特別 措置 法︵ 以下﹁ 法﹂ とい う︒︶

場合を 除く ︒第 三項に おい て同 じ︒︶ の規 定に よる計 画の 提出 は︑

一 号か ら第 五号ま でに 掲げ る事項 及び 第六 号から 第九 号ま でに掲 げ

にお ける 総量の 削減 等に 関する 特別 措置 法︵以 下﹁ 法﹂ という ︒︶

第 一号 から 第五号 まで に掲 げる事 項及 び第 六号か ら第 九号ま でに 掲

る 事項 のうち 特定 事業 者︵法 第十 八条 に規定 する 特定 事業者 をい う

第十 七条︵ 法第 二十 二条 第一項 の規 定に より読 み替 えて 適用す る場

げ る事項 のう ち特 定事業 者︵ 法第 三十四 条に 規定 する特 定事 業者 を

︒ 以下同 じ︒ ︶が 実施す るこ とと して選 択し た措置 に係 るも のにつ

第三 十三条 ︵法 第四 十三条 第一 項の 規定に より 読み 替えて 適用 する

いう ︒以 下同 じ︒︶ が実 施す ること とし て選 択した 措置 に係 るもの

き定 めた 計画を ︑三 年か ら五年 程度 の計 画期間 ごと に提 出する こと

特 定事 業者 の氏名 又は 名称 及び特 定自 動車 ︵法第 十七 条に 規定

につ き定め た計 画を ︑三 年から 五年 程度 の計画 期間 ごと に提出 する

一

によ り行わ なけ れば ならな い︒

特 定事 業者の 氏名 又は 名称及 び特 定自 動車︵ 法第 三十 三条に 規

ことに より 行わ なけれ ばな らな い︒
一

す る特 定自動 車を いう ︒以下 同じ ︒︶ の使用 の本 拠の 位置の 属す

︵略 ︶

定 する 特定自 動車 をい う︒以 下同 じ︒ ︶の使 用の 本拠 の位置 の属

二〜 九

る 都道府 県に おけ る主た る事 業場 の所在 地
︵略︶

す る都道 府県 にお ける主 たる 事業 場の所 在地
二〜 九
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︵略 ︶

︵略︶

２

２

と とな った 日又は 計画 期間 が満了 した 日か ら三月 以内 に︑ 正本に そ

法 第十 七条 の規定 によ る計 画の提 出は ︑特 定事業 者に 該当 するこ

こ とと なっ た日又 は計 画期 間が満 了し た日 から三 月以 内に︑ 正本 に

の 写し 一通を 添え てし なけれ ばな らな い︒

法 第三 十三 条の規 定に よる 計画の 提出 は︑ 特定事 業者 に該 当する ３

そ の写し 一通 を添 えてし なけ れば ならな い︒

︵定 期の報 告︶

３

︵定 期の報 告︶

適 用す る場 合を除 く︒ 次項 におい て同 じ︒ ︶の主 務省 令で 定める 事

は ︑前 年度 におけ る第 一号 及び第 二号 に掲 げる事 項並 びに 第三号 か

用する 場合 を除 く︒次 項に おい て同じ ︒︶ の主 務省令 で定 める 事項

法 第十 八条 ︵法第 二十 二条 第一項 の規 定によ り読 み替 えて適

項 は︑ 前年度 にお ける第 一号 及び 第二号 に掲 げる 事項並 びに 第三 号

ら 第六号 まで に掲 げる 事項の うち 特定 事業者 が実 施す ること とし て

法 第三 十四条 ︵法 第四 十三条 第一 項の 規定に より 読み 替えて 第二 条

から 第六 号ま でに掲 げる 事項 のうち 特定 事業 者が実 施す るこ ととし

︵ 略︶

そ の写 し一 通を添 えて しな ければ なら ない ︒

法 第十 八条 の規定 によ る報 告は︑ 毎年 六月 三十日 まで に︑ 正本に

一〜 六

選択 した 措置 に係る 事項 とす る︒

︵ 略︶

法 第三 十四 条の規 定に よる 報告は ︑毎 年六 月三十 日ま でに ︑正本 ２

一〜 六

て選 択し た措置 に係 る事 項とす る︒

第二条

２

に その 写し 一通を 添え てし なけれ ばな らな い︒

法第三 十六 条第 一項︵ 法第 四十 三条第 一項 の規 定によ り読 み

︵周 辺地 域内 自動車 を使 用す る事業 者に よる 計画の 提出 ︶
第三 条

替えて 適用 する 場合を 除く ︒第 三項に おい て同 じ︒︶ の規 定に よる
計 画の 提出 は︑第 一号 から 第三号 まで に掲 げる事 項及 び第 四号か ら
第 七号 までに 掲げ る事項 のう ち周 辺地域 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︒ 以下 同じ ︒︶が 実施 する ことと
して 選択 した措 置に 係る ものに つき 定め た計画 を︑ 一年 から五 年程
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２

３

度の 計画期 間ご とに 提出す るこ とに より行 わな けれ ばなら ない ︒
周 辺地 域内 事業者 の氏 名又 は名称 及び 周辺 地域内 自動 車︵ 法第

事 業の 概要

一
三 十六 条第 一項に 規定 する 周辺地 域内 自動 車をい い︑ 同項 第一号
の 一の都 道府 県の 区域内 にそ の使 用の 本拠の 位置 を有 するも のに
限る ︒以 下同 じ︒︶ の使 用の 本拠の 位置 の属 する都 道府 県に おけ

二
事 業場 別の周 辺地 域内 自動車 の状 況

る主 たる 事業場 の所 在地

三

指 定地区 ︵法 第三十 六条 第三 項に規 定す る指 定地区 をい う︒ 以

周辺 地域 内自動 車の 指定 地区内 にお ける 走行量 の削 減の ための

に 関する 計画

周 辺地 域内自 動車 に係 る指定 地区 内に おける 適正 運転の 実施 等

ス低減 装置 の装 着に関 する 計画

指定地 区内 にお いて運 行す る周 辺地域 内自 動車 に対す る排 出ガ

の代 替に 関す る計画

下 同じ︒ ︶内 にお いて運 行す る周 辺地域 内自 動車 の低公 害車 等へ

四

五

六

七
措置 に関 する計 画

前 項第 四号 から第 七号 まで に掲げ る事 項に 係る目 標年 次は ︑計 画
期 間が 満了 する年 次と する ︒
法 第三十 六条 第一 項の規 定に よる 計画の 提出 は︑ 周辺地 域内 事業
者に 該当 する ことと なっ た日 又は計 画期 間が 満了し た日 から 三月以
内に ︑正 本にそ の写 し一 通を添 えて しな ければ なら ない ︒
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︵定期 の報 告︶
法 第三十 七条 ︵法 第四十 三条 第一 項の規 定に より 読み替 えて

一

事 業場 別の周 辺地 域内 自動車 の状 況

法第 三十七 条の 規定 による 報告 は︑ 毎年六 月三 十日 までに ︑正 本

措置 の状 況

周辺 地域 内自 動車の 指定 地区 内にお ける 走行 量の削 減の ため の

の 状況

周 辺地 域内 自動車 に係 る指 定地区 内に おけ る適正 運転 の実 施等

ス低 減装 置の装 着の 状況

指定 地区内 にお いて 運行す る周 辺地 域内自 動車 に対 する排 出ガ

の 代替の 状況

指 定地区 内に おいて 運行 する 周辺地 域内 自動 車の低 公害 車等 へ

五

四

三

二

した措 置に 係る 事項と する ︒

でに 掲げる 事項 のう ち周辺 地域 内事 業者 が実施 する こと として 選択

項は ︑前 年度 におけ る第 一号 に掲げ る事 項及 び第二 号か ら第 五号ま

適 用する 場合 を除 く︒次 項に おい て同じ ︒︶ の主 務省令 で定 める 事

第 四条

２

にその 写し 一通 を添え てし なけ ればな らな い︒

︵ 立入 検査の 身分 証明 書︶

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 業者又 は貨 物利 用運送 事業 法︵ 平成元 年法 律第 八十二

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 第 三条

︵ 立入 検査の 身分 証明書 ︶
第 五条

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
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書 の様 式は ︑別記 様式 のと おりと する ︒

次の各 号に 掲げ る者で ある 場合 におけ る法 第四 十一条 第五 項の 証明

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 外の 者が

︑ 別記 様式 のとお りと する ︒

特定事 業者 であ る場合 にお ける 法第二 十条 第二 項の証 明書 の様 式は

号︶ の規定 によ る第 二種貨 物利 用運 送事 業を経 営す る者 以外の 者が

対象 自動 車︵ 法第三 十三 条に 規定す る対 象自 動車を いう ︒︶ を

二
周 辺地 域内 自動車 を使 用す る事業 者

特定事 業者

一

三
周 辺地 域内事 業者

使用 する 事業 者

四

︵ 環境大 臣へ の通 知︶

法第 二十一 条第 一項 の規定 によ る通 知は︑ 計画 につ いては 受

別 記様式 ︵第 三条 関係︶

︵ 略︶

年度の 十二 月三 十一日 まで に行 うもの とす る︒

理し た年度 の翌 年度 の九 月三十 日ま でに ︑報告 につ いて は受理 した

法第 四十二 条第 一項 の規定 によ る通 知は︑ 計画 につい ては 受 第四 条

︵環 境大 臣へ の通知 ︶
第六 条

理し た年度 の翌 年度 の九月 三十 日ま でに︑ 報告 につ いては 受理 した

︵ 略︶

年度の 十二 月三 十一日 まで に行 うもの とす る︒

別 記様式 ︵第 五条 関係 ︶
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