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○ 水質汚 濁防 止法（ 昭和 四十五 年法律 第百 三十八 号）

（抄 ）

（ 定義 ）
第 二条 （略）
２ この法 律に おいて 「特定 施設 」とは 、次 の各号 のい ずれか の要 件を備 える 汚水又 は廃 液を排 出する 施設 で政令 で定 めるも のを いう。
一 カ ドミウ ムそ の他の 人の 健康に 係る被 害を 生ずる おそ れがあ る物 質とし て政 令で定 める 物質（ 以下 「有害 物質」 とい う。） を含
むこ と。
二 化 学的 酸素要 求量 その他 の水 の汚染 状態 （熱に よる ものを 含み 、前号 に規定 する 物質に よる ものを 除く 。）を 示す 項目と して 政
令 で定 める項 目に関 し、 生活環 境に 係る被 害を 生ずる おそ れがあ る程 度のも ので あるこ と。
３～ ５ （略）
６ こ の法 律にお いて 「排出 水」 とは、 特定施 設（ 指定地 域特 定施設 を含 む。以 下同 じ。） を設 置する 工場 又は事 業場（ 以下 「特定 事
業 場」と いう 。）か ら公 共用水 域に 排出さ れる 水をい う。
７～ ９ （ 略）

（ 排水基 準）
第三 条 排 水基 準は、 排出 水の汚 染状 態（熱 による もの を含む 。以 下同じ 。） につい て、 環境省 令で 定める 。
２ ～５ （略 ）

（地 下水の 水質 の浄化 に係る 措置 命令等 ）
第 十 四条 の 三
都道 府 県知 事 は、 特定 事 業場 又 は有 害物 質 貯蔵 指 定施 設を 設 置す る 工場 若 しく は事 業 場（ 以下 こ の条 及び 第二 十 二条
第一 項に おいて 「有 害物質 貯蔵 指定事 業場 」とい う。） にお いて有 害物 質に該 当す る物質 を含 む水の 地下 への浸 透が あつた ことに よ
り、現 に人 の健康 に係 る被害 が生 じ、又 は生 ずるお それ がある と認め ると きは、 環境 省令で 定め るとこ ろに より、 その 被害を 防止 す
る ため必 要な 限度に おい て、当 該特 定事業 場又 は有害 物質 貯蔵指 定事 業場の 設置者 （相 続、合 併又 は分割 によ りその 地位 を承継 した
者を 含む 。）に 対し 、相当 の期限 を定 めて、 地下 水の水 質の 浄化の ため の措置 をと ること を命ず るこ とがで きる 。ただ し、 その者 が
、当該 浸透 があつ た時 におい て当 該特定 事業場 又は 有害物 質貯 蔵指定 事業 場の設 置者 であつ た者 と異な る場合 は、 この限 りで ない。
２ ～３ （略 ）

（経過 措置）
第 二十七 条 この法 律の規 定に 基づき 命令 を制定 し、 又は改 廃す る場合 にお いては 、そ の命令 で、そ の制 定又は 改廃 に伴い 合理 的に必
要と 判断さ れる 範囲内 にお いて、 所要 の経過 措置（ 罰則 に関す る経 過措置 を含 む。） を定 めるこ とが できる 。
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○ 水質汚 濁防 止法施 行令 （昭和 四十六 年六 月十七 日政 令第百 八十 八号）

（ 抄）

（ 法第 十二条 第二 項 の政 令で定 める施 設）
第 五条 法第十 二条 第二項 （法第 十三 条第二 項 にお いて準 用す る場合 を含 む。） の政令 で定 める施 設は 、別表 第三 に掲げ ると おりと
する 。
別表 第三 （第五 条関 係）

一 別 表第一 第一号 に掲 げる施 設の うち、 鉱業 （石炭 鉱業 並びに 石油 及び可 燃性 天然ガ ス鉱業 を除 く。） の用 に供す るイ 及びハ の施
設
二 別 表第 一第一 号に 掲げる 施設 のうち 、石炭 鉱業 の用に 供す るロ及 びハ の施設
三 別表 第一 第一号 に掲 げる施 設の うち、 水洗 炭業の 用に供 する ロの施 設
四 別表第 一第 一号の 二か ら第四 号ま でに掲 げる 施設
五 別 表第 一第五 号に掲 げる 施設の うち 、みそ 製造 業の用 に供 するロ 及び ハの施 設
六 別表 第一 第五号 に掲 げる施 設のう ち、 グルタ ミン 酸ソー ダ製 造業の 用に 供する ニ、 ホ及び ヘの 施設
七 別表第 一第 七号に 掲げ る施設 であ つて、 てんさ い糖 製造業 の用 に供す るも の
八 別 表第一 第八 号に掲 げる 施設
九 別表 第一第 十号 に掲げ る施 設のう ち、 清酒製 造業 の用に 供す るイ、 ロ及び ニの 施設
十 別表第 一第 十号に 掲げる 施設 のうち 、蒸 りゆう 酒製 造業の 用に 供する イ、 ロ及び ヘの施 設
十 一 別表第 一第 十一号 に掲 げる施 設のう ち、 動物系 飼料 製造業 の用 に供す るイ 、ロ、 ハ及 びニの 施設
十二 別 表第一 第十 三号に 掲げ る施設
十三 別表 第一第 十四 号に掲 げる 施設で あつ て、で ん粉 製造業 の用に 供す るもの
十 四 別 表第 一第十 七号 に掲げ る施 設
十五 別 表第一 第十 九号に 掲げる 施設 のうち 、麻 紡績業 の用 に供す るハ の施設
十六 別表 第一第 十九 号に掲 げる 施設の うち、 染色 整理業 の用 に供す るニ 、ホ、 ヘ、 ト及び チの 施設
十 七 別 表第 一第二 十号 に掲げ る施 設
十八 別表 第一 第二十 三号 に掲げ る施 設のう ち、 パルプ 製造 業の用 に供す るロ 、ハ、 ニ、 ホ、ヘ 、ト 及びチ の施 設
十九 別表第 一第 二十三 号に 掲げる 施設 のうち 、紙 製造業 の用 に供す るイ 及びチ の施設
二 十 別 表第 一第二 十三号 に掲 げる施 設の うち、 湿式 繊維板 製造 業の用 に供 するハ 、ヘ 、チ及 びヌの 施設
二十 一 別 表第 一第二 十四 号に掲 げる 施設の うち、 燐酸 質肥料 製造 業の用 に供 するイ 、ハ 及びニ の施 設
二 十二 別表 第一 第二十 七号 に掲げ る施 設のう ち、 チの施 設
二十 三 別表第 一第 二十九 号に 掲げる 施設
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（抄 ）

二 十四 別表 第一第 三十 号に掲 げる施 設の うち、 エチ ルアル コー ル製造 業の 用に供 する イ及び ロの 施設
二十 五 別 表第 一第三 十二 号に掲 げる 施設
二 十六 別表 第一 第三十 五号 に掲げ る施 設
二 十七 別表第 一第 四十二 号に 掲げる 施設
二十 八 別 表第 一第四 十四号 に掲 げる施 設
二 十九 別表 第一 第五十 一号 に掲げ る施設 のう ち、ホ の施 設
三十 別 表第一 第五 十二号 に掲 げる施 設
三十一 別 表第一 第五 十八号 に掲 げる施 設
三 十二 別表 第一第 六十 四号及 び第 六十四 号の 二に掲 げる 施設
三十 三 別表第 一第 六十五 号に掲 げる 施設で あつ て、伸 線業 又はみ がき 帯鋼、 みが き棒鋼 若し くは亜 鉛鉄板 の製 造業の 用に 供する も
の
三 十四 別表 第一第 六十 六号の 三か ら第六 十七 号まで に掲げ る施 設
三十 五 別 表第 一第六 十八 号の二 に掲 げる施 設
三十六 別 表第一 第六十 九号 及び第 六十 九号の 二に 掲げる 施設
三 十七 別表 第一第 七十 一号の 二及び 第七 十一号 の三 に掲げ る施 設
三十 八 別 表第 一第七 十四 号に掲 げる 施設

○水 質汚濁 防止 法施行 規則（ 昭和 四十六 年六 月十九 日総 理府・ 通商 産業省 令第 二号）

（ 抄）

（地 下水 の水質 の浄 化に係 る措 置命令 等）
第九条 の三 法第 十四 条の三 第一 項 又は第 二項 の 命令 は、地 下水の 水質 の汚濁 の原 因とな る有 害物質 を含 む水の 地下 への浸 透が あつ
た 特定事 業場 又は有 害物 質貯蔵 指定 事業場 の設 置者又 は設 置者で あつ た者及 び当該 浸透 があつ たこ とによ り地 下水の 流動 の状況 等を
勘案 して その水 質の 浄化の ための 措置 が必要 と認 められ る地 下水の 範囲 を定め て行 うもの とする 。

○排 水基準 を定 める省 令（ 昭和四 十六 年総理 府令 第三十 五号 ）

（ 排水基 準）
第一 条 水 質汚 濁防止 法（ 昭和四 十五 年法律 第百三 十八 号。以 下「 法」と いう 。）第 三条 第一項 の排 水基準 は、同 条第 二項の 有害 物質
（ 以下 「有害 物質 」とい う。 ）によ る排 出水の 汚染 状態に ついて は、 別表第 一の 上欄に 掲げ る有害 物質 の種類 ごと に同表 の下欄 に掲
げる とお りとし 、そ の他の 排出 水の汚 染状 態につ いて は、別 表第 二の上 欄に掲 げる 項目ご とに 同表の 下欄 に掲げ ると おりと する 。
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（検 定方法 ）
第 二条 前条 に規 定する 排水 基準は 、環 境大臣 が定 める方 法に より検 定した 場合 におけ る検 出値に よる ものと する 。
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