政 令第

号
水質 汚濁 防止法 施行 令の一 部を改 正す る政令

内閣は ︑水 質汚 濁防 止法 ︵昭和 四十 五年 法律第 百三 十八号 ︶第 二条第 二項 及び第 四項の 規定 に基づ き︑ こ
の 政令を 制定す る︒

水質 汚濁防 止法 施行令 ︵昭和 四十 六年政 令第 百八十 八号 ︶の一 部を次 のよ うに改 正す る︒

ジクロ ロエ チレン

−

一 ・二

第 二条 第十五 号を 次のよ うに改 める ︒
十五

塩化 ビニル モノ マー

第二条 に次 の二号 を加 える︒
二 十七
一 ・四
−

ジオ キサン

二十 八

第 三条 の三 中第 九号を 削り ︑第 十号 を第 九号と し︑ 第十一 号から 第十 五号ま でを 一号ず つ繰り 上げ ︑第十

六号 を削 り︑ 第十 七号を 第十 五号 とし ︑第 十八号 から 第二十 六号ま でを 二号ず つ繰 り上げ ︑第 二十七 号を削

り︑ 第二十 八号 を第 二十 五号と し︑ 第二 十九 号から 第五 十二号 までを 三号 ずつ繰 り上 げ︑同 条に 次の六 号を

加 える︒

五十 三

五 十二

五十一

亜鉛 及び その化 合物

銅 及び その化 合物

鉄及 びその 化合物

マ ンガン 及びそ の化 合物

ク ロム及 びその 化合 物︵六 価ク ロム化 合物 を除く ︒︶

五 十四
フエノ ール類 及び その塩 類

五十

五十 五

別表第 一第 一号 ニ中 ﹁掘 さく用 ﹂を ﹁掘 削用 ﹂に改 め︑同 表第 十号ヘ 中﹁ 蒸りゆ う施設 ﹂を ﹁蒸留 施設 ﹂

に 改め ︑同表 第十 六号 中﹁ めん類 製造 業﹂ を﹁ 麺類製 造業﹂ に改 め︑同 表第 二十八 号ロ 中﹁さ く酸エ ステ ル

製造 施設 ﹂を﹁ 酢酸 エス テル 製造施 設﹂ に︑ ﹁蒸 りゆう 施設﹂ を﹁ 蒸留施 設﹂ に改め ︑同 号ハ中 ﹁メチ ルア

ル コー ル蒸 りゆ う施設 ﹂を ﹁メ チル アルコ ール 蒸留 施設﹂ に改め ︑同 号ニ︑ 同表 第三十 号ロ︑ 同表 第三十 一

号イ 及び 同表 第三 十三号 ホ中 ﹁蒸 りゆ う施 設﹂を ﹁蒸 留施設 ﹂に改 め︑ 同号ヘ 中﹁ 溶剤蒸 りゆ う施設 ﹂を﹁

溶剤 蒸留施 設﹂ に改 め︑ 同表第 三十 五号 イ並 びに同 表第 三十七 号ニ︑ ホ及 びトか らリ までの 規定 中﹁蒸 りゆ

−

ジオ キサ ンが発 生する もの に限り ︑洗 浄

う 施設 ﹂を ﹁蒸留 施設 ﹂に 改め ︑同 号ヲ中 ﹁メ チルア ルコ ール蒸 りゆ う施設 ﹂を ﹁メチ ルアル コー ル蒸留 施

界 面活 性剤 製造業 の用 に供 する反 応施 設︵一 ・四

設﹂ に改 め︑同 表第三 十八 号の次 に次 の一号 を加え る︒
三十八 の二
装 置を有 しない もの を除く ︒︶

別表 第一 第四 十号中 ﹁蒸 りゆ う施 設﹂を ﹁蒸 留施設 ﹂に 改め︑ 同表 第四十 五号 中﹁フ ルフラ ール 蒸りゆ う

施 設﹂ を﹁ フル フラー ル蒸 留施 設﹂ に改め ︑同 表第五 十一 号ロ中 ﹁原 油常圧 蒸り ゆう施 設﹂を ﹁原 油常圧 蒸

留施 設﹂ に改 め︑ 同表第 六十 六号 の七 を同 表第六 十六 号の八 とし︑ 同表 第六十 六号 の六を 同表第 六十 六号の

七とし ︑同 表第 六十 六号 の五中 ﹁第 六十 六号 の七﹂ を﹁第 六十 六号の 八﹂ に改め ︑同 号を第 六十 六号の 六と

し ︑同 表第六 十六 号の 四を 同表第 六十 六号 の五 とし︑ 同表第 六十 六号の 三を 同表第 六十 六号の 四とし ︑同 表

−

ジ オキサ ンの 混合施 設︵ 前各号 に該 当する もの を除く ︒︶

第六 十六 号の二 ロ中 ﹁洗 たく 施設﹂ を﹁ 洗濯 施設 ﹂に改 め︑同 号を 同表第 六十 六号の 三と し︑同 表第六 十六

エチ レン オキサ イド 又は 一・ 四

号 の次 に次の 一号を 加え る︒
六 十六の 二

別表第 一第 六十七 号中 ﹁洗た く業﹂ を﹁ 洗濯業 ﹂に 改める ︒

１

２

３

則

別 表第 三第三 十四号 中﹁ 別表第 一第 六十六 号の 二﹂を ﹁別表 第一 第六十 六号 の三﹂ に改 める︒
附
︵施行 期日 ︶
この 政令は ︑平 成二十 四年 五月二 十五 日から 施行 する︒
︵下 水道法 施行 令の一 部改正 ︶

下 水道法 施行令 ︵昭 和三十 四年 政令第 百四 十七号 ︶の一 部を 次のよ うに 改正す る︒

第九 条の 二中﹁ 別表第 一第 六十六 号の 二﹂を ﹁別 表第一 第六十 六号 の三﹂ に改 める︒

第九条 の七 第一 号中 ﹁別 表第一 第六 十六 号の三 から 第六十 六号 の七ま で﹂を ﹁別 表第一 第六 十六号 の四
か ら第六 十六 号の八 まで ﹂に改 める︒
︵廃 棄物の 処理 及び清 掃に関 する 法律施 行令 の一部 改正 ︶

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 ︶の一 部を 次のよ うに改 正す る︒

別表 第五 の六の 項中 ﹁第六 十六号 の二 ハ﹂を ﹁第 六十六 号の三 ハ﹂ に改め る︒

理

由

塩化 ビニ ルモ ノマ ー等に よる 水質 の汚 濁を防 止す るため ︑こ れらの 物質 を有害 物質 として 指定す る等 の必
要があ るから であ る︒

