環 境省令 第二 十四号

放射 性物 質に よる 環境の 汚染 の防 止の ための 関係 法律の 整備 に関す る法 律（平 成二 十五年 法律 第六十 号）

石原

伸晃

の施行 に伴 い、 及び 関係法 令の 規定 に基 づき、 放射 性物質 によ る環境 の汚 染の防 止の ための 関係法 律の 整備
に 関する 法律の 施行 に伴う 関係 省令の 整備 に関す る省 令を制 定する 。
平成 二十五 年十 二月十 九日

環 境大 臣

厚 生 省
令 第一号 ）の 一部を 次の ように 改正 する。
通 商産業 省

放射 性物 質に よる 環境の 汚染 の防 止の ため の関係 法律 の整備 に関す る法 律の施 行に 伴う関 係省 令の整
備に関 する 省令

大 気汚 染防止 法施行 規則 （昭和 四十 六年

（ 大気汚 染防 止法施 行規 則の一 部改正 ）
第一 条

第 十六 条の四 の次に 次の 二条を 加え る。

法第 二十 二条第 一項 の規 定に より都 道府 県知事 が行 う常時 監視は 、各 都道府 県に おける 大

（都 道府 県知事 が行 う常時 監視）
第十 六条の 五

1

２

気 の汚 染の 状況を 的確 に把 握で きる 地点に おい て、そ の状 況を継 続的 に測定 する ことに より行 うも のと
する 。

法 第二 十二 条第 二項 の規定 によ り都 道府 県知事 が行 う結果 の報告 は、 毎年度 、前 項の規 定によ る常 時

監 視の結 果を取 りま とめ、 環境 大臣の 定め る日ま でに 、環境 大臣に 提出 するこ とに より行 うもの とす る。
（環 境大臣 が行 う常時 監視）

法第二 十二 条第 三項 の規定 によ り環 境大臣 が行う 常時 監視は 、放 射性物 質の 濃度及 び放射

法 第二 十二条 第三 項の環 境省令 で定 める放 射性 物質は 、大気 中の 放射性 物質 とする 。

線量 を測 定する ことに より 行うも のと する。

第 十六 条の 六

２

第 十八条 の次 に次の 一条を 加え る。
（結 果の公 表）

法第二 十四 条第 一項 の規 定によ り都 道府県 知事が 行う 大気の 汚染 の状況 の公 表は、 イン タ

法第二 十四 条第 二項 の規定 によ り環 境大 臣が行 う放 射性物 質に よる大 気の汚 染の 状況の 公表 は、イ ン

ーネ ット の利用 その 他の適 切な方 法に より行 うも のとす る。

第 十八 条の 二

２

2

総 理 府
令第 二号 ）の一 部を 次のよ うに改 正す る。
通商 産業 省

タ ーネッ トの 利用そ の他 の適切 な方 法によ り行 うもの とする 。

水質 汚濁 防止法 施行 規則（ 昭和 四十六 年

（水 質汚 濁防止 法施行 規則 の一部 改正 ）
第二条
第 九条の 四の次 に次 の三条 を加 える。
（都 道府県 知事 が行う 常時監 視）

法 第十五 条第 一項 の規 定によ り都 道府 県知事 が行う 常時 監視は 、各 都道府 県に おける 公共用

法 第十五 条第 二項 の規 定によ り都 道府 県知 事が行 う結果 の報 告は、 毎年 度、前 項の 規定に よる 常時監

とによ り行 うもの とす る。

水域 及び 地下 水の 水質の 汚濁 の状 況を 的確 に把握 でき る地点 におい て、 その状 況を 継続的 に測定 する こ

第 九条 の五

２

視の 結果 を取り まと め、 環境 大臣の 定め る日 まで に、環 境大臣 に提 出する こと により 行う ものと する。

法第 十五 条第三 項の 規定 によ り環境 大臣 が行う 常時監 視は 、放射 性物 質の濃 度を 測定す るこ

（ 環境 大臣が 行う常 時監 視）
第 九条の 六

とによ り行 うもの とす る。

3

２

法 第十 五条第 三項 の環 境省 令で 定める 放射 性物 質は、 公共用 水域 の水中 及び 地下水 中の放 射性 物質と
する 。
（結果 の公 表）

法第 十七 条第 一項の 規定 によ り都 道府県 知事が 行う 公共用 水域 及び地 下水 の水質 の汚濁 の状

法 第十 七条 第二項 の規 定に より 環境大 臣が 行う 放射性 物質に よる 公共用 水域 及び地 下水 の水質 の汚濁

況の 公表は 、イ ンター ネット の利 用その 他の 適切な 方法に より 行うも のと する。

第 九条 の七

２

の状 況の 公表は 、イン ター ネット の利 用その 他の 適切な 方法に より 行うも のと する。

環境 省組織 規則（ 平成 十三年 環境 省令第 一号 ）の一 部を次 のよ うに改 正す る。

（環境 省組 織規則 の一 部改正 ）
第 三条

環 境の 保全 の観点 から の放 射性 物質に 係る 環境 の状況 （放射 性物 質によ る地 下水の 水質 の汚濁 の状

第十 九条第 三項 中第三 号を第 四号 とし、 第二 号の次 に次 の一号 を加え る。
三

況 に限る 。） の把 握の ための 監視 及び 測定 に関す る基 準等の 策定並 びに 当該監 視及 び測定 の実 施に関
するこ と。

4

附

則

この 省令 は、 放射 性物質 によ る環 境の 汚染の 防止 のため の関 係法律 の整 備に関 する 法律の 施行 の日（ 平成
二十五 年十二 月二 十日） から 施行す る。

5

