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○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︵ 平成四年法律 第七十 号︶
︵目的︶

第一条 この 法律は︑自動車から 排出さ れる窒素酸化物及び 粒子状物質による大 気の汚染の状況にか んがみ ︑その汚染の 防止に 関して国︑地方公共
団体︑事業 者及び国民の果たす べき責 務を明らかに すると ともに︑その汚染が 著しい特定の地域に ついて︑自動車から 排出さ れる窒素酸化 物及び
粒子状物質 の総量の削減に関す る基本 方針及び計画 を策定 し︑当該地域内に使 用の本拠の位置を有 する一定の自動車に つき窒 素酸化物排出 基準及
び粒子状物 質排出基準を定め︑ 並びに 事業活動に伴 い自動 車から排出される窒 素酸化物及び粒子状 物質の排出の抑制の ための 所要の措置を 講ずる

こと等によ り︑大気汚染防止法 ︵昭和 四十三年法律 第九十 七号︶による措置等 と相まって︑二酸化 窒素及び浮遊粒子状 物質に よる大気の汚 染に係
る環境基準 の確保を図り︑もっ て国民 の健康を保護 すると ともに生活環境を保 全することを目的と する︒
︵定義︶

第二条 この 法律において﹁自動 車﹂と は︑道路運送車両法 ︵昭和二十六年法律 第百八十五号︶第二 条第二 項に規定する 自動車 ︵大型特殊自動車及
び小型特殊 自動車を除く︒︶を いう︒
この法律 において﹁自動車排 出窒素 酸化物﹂とは︑自動 車の運行に伴って発 生し︑大気中に排出 される 窒素酸化物を いう︒
この法律 において﹁自動車排 出粒子 状物質﹂とは︑自動 車の運行に伴って発 生し︑大気中に排出 される 粒子状物質を いう︒
２
３

置を講ずる ように努めなければ ならな い︒
地方公共 団体は︑当該地域の 自然的 ︑社会的条件に応じ た自動車排出窒素酸 化物等による大気の 汚染の 防止に関する 施策の 実施に努めなければ

施するとと もに︑地方公共団体 が実施 する自動車排 出窒素 酸化物等による大気 の汚染の防止に関す る施策を推進するた めに必 要な助言その 他の措

︵国及び地方公共団体の責務︶
第三条 国は ︑自動車排出窒素酸 化物及 び自動車排出粒子状 物質︵以下﹁自動車 排出窒素酸化物等﹂ という ︒︶による大 気の汚 染の防止に関する基
本的かつ総 合的な施策︵自動車 排出窒 素酸化物等に 係る大 気汚染防止法第三章 ︑第四章及び第五章 の規定による措置を 含む︒ ︶を策定し︑ 及び実

２
ならない︒
︵事業者の責務︶

事業 者は︑その事業活動 に伴う 自動車排出窒素酸化 物等の排出の抑制の ために必要な措置を 講ずる ように努める ととも に︑国又は地方公共

団体が実施 する自動車排出窒素 酸化物 等による大気 の汚染 の防止に関する施策 に協力しなければな らない︒
自動車の 製造又は販売︵以下 この項 において﹁製造等﹂ という︒︶を業とす る者は︑当該自動車 の製造 等に際して︑ その製 造等に係る自動車が

第四条
２

使用される ことにより排出され る自動 車排出窒素酸 化物等 による大気の汚染の 防止に資するように 努めなければならな い︒
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︵国民の責務︶
第五条 国民 は︑自動車を運転し ︑若し くは使用し︑又は交 通機関を利用するに 当たっては︑自動車 排出窒 素酸化物等の 排出が 抑制されるように努
めるととも に︑国又は地方公共 団体が 実施する自動 車排出 窒素酸化物等による 大気の汚染の防止に 関する施策に協力し なけれ ばならない︒

大気環境基 準﹂という︒︶の確 保が困 難であると認 められ る地域として政令で 定める地域︵以下﹁ 窒素酸化物対策地域 ﹂とい う︒︶につい て︑自
動車排出窒 素酸化物の総量の削 減に関 する基本方針 ︵以下 ﹁窒素酸化物総量削 減基本方針﹂という ︒︶を定めるものと する︒
窒素酸化 物総量削減基本方針 におい ては︑次に掲げる事 項を定めるものとす る︒

︵窒素酸化物総量削減基本方針︶
第六条 国は ︑自動車の交通が集 中して いる地域で︑大気汚 染防止法第三条第一 項若しくは第三項若 しくは 第四条第一項 の排出 基準又は同法第五条
の二第一項 若しくは第三項の総 量規制 基準及び同法 第十九 条の規定による措置 のみによっては環境 基本法︵平成五年法 律第九 十一号︶第十 六条第
一項の規定 による大気の汚染に 係る環 境上の条件に ついて の基準︵二酸化窒素 に係るものに限る︒ 次条第二項第三号に おいて ﹁二酸化窒素 に係る

２

一 窒素酸 化物対策地域におけ る自動 車排出窒素酸 化物の 総量の削減に関する 目標
二 次条第 一項の窒素酸化物総 量削減 計画の策定︑ 第十五 条第一項の判断の基 準となるべき事項の 策定その他窒素酸化 物対策 地域における 自動車
排出窒素 酸化物の総量の削減 のための施策に関す る基本 的な事項
前二号 に掲げるもののほか ︑窒素 酸化物対策地 域にお ける自動車排出窒素 酸化物の総量の削減 に関する重要な事項
三

環境大臣 は︑窒素酸化物総量 削減基 本方針の案を作成し ようとするときは︑ あらかじめ︑第二項 第二号 に規定する施 策に関 する事務を所掌する

３ 都道府県 は︑その区域のうち に第一 項の政令で定める地 域の要件に該当する と認められる一定の 地域が あるときは︑ 同項の 地域を定める政令の
立案につい て︑環境大臣に対し ︑その 旨の申出をす ること ができる︒
環境大臣 は︑第一項の地域を 定める 政令の制定又は改廃 の立案をしようとす るときは︑関係都道 府県の 意見を聴かな ければ ならない︒
環境大臣 は︑窒素酸化物総量 削減基 本方針の案を作成し ︑閣議の決定を求め なければならない︒
４
５

６

大臣と協議 するとともに︑関係 都道府 県の意見を聴 かなけ ればならない︒
環境大臣 は︑第五項の規定に よる閣 議の決定があったと きは︑遅滞なく︑窒 素酸化物総量削減基 本方針 を関係都道府 県知事 に通知するものとす
前三項の 規定は︑窒素酸化物 総量削 減基本方針の変更に ついて準用する︒

る︒

７
８

︵窒素酸化物総量削減計画︶

都道 府県知事は︑窒素酸 化物対 策地域にあっては︑ 窒素酸化物総量削減 基本方針に基づき︑ 当該窒 素酸化物対策 地域に おける自動車排出窒

素酸化物の 総量の削減に関し実 施すべ き施策に関す る計画 ︵以下﹁窒素酸化物 総量削減計画﹂とい う︒︶を定めなけれ ばなら ない︒
窒素酸化 物総量削減計画は︑ 当該窒 素酸化物対策地域に ついて︑第一号に掲 げる総量を第三号に 掲げる 総量までに削 減させ ることを目途として

第七条
２

︑第一号に 掲げる総量に占める 第二号 に掲げる総量 の割合 ︑自動車の交通量及 びその見通し︑自動 車排出窒素酸化物及 び自動 車以外の窒素 酸化物
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気環境基 準に照らし環境省令 で定めるところによ り算定 される総量
四 第二号 に掲げる総量につい ての削 減目標量︵中 間目標 としての削減目標量 を定める場合にあっ ては︑その削減目標 量を含 む︒︶
五 計画の達成の期間及び方途
都道府県 知事は︑窒素酸化物 総量削 減計画を定めようと するときは︑第十条 第一項に規定する協 議会の 意見を聴くと ともに ︑環境大臣に協議し

の発生源に おける窒素酸化物の 排出状 況の推移等を 勘案し ︑政令で定めるとこ ろにより︑第四号及 び第五号に掲げる事 項を定 めるものとす る︒
一 当該窒 素酸化物対策地域に おける 事業活動その 他の人 の活動に伴って発生 し︑大気中に排出さ れる窒素酸化物の総 量
二 当該窒 素酸化物対策地域に おける 自動車排出窒 素酸化 物の総量
三 当該窒 素酸化物対策地域に おける 事業活動その 他の人 の活動に伴って発生 し︑大気中に排出さ れる窒素酸化物につ いて︑ 二酸化窒素に 係る大

３

︑その同意を得なければならない︒
環境大臣 は︑前項の同意をし ようと するときは︑公害対 策会議の議を経なけ ればならない︒
都道府県 知事は︑窒素酸化物 総量削 減計画を定めたとき は︑第二項各号に掲 げる事項を公告しな ければ ならない︒
前三項の 規定は︑窒素酸化物 総量削 減計画の変更につい て準用する︒

４
５
６

三

粒子状 物質対策地域におけ る自動 車排出粒子状 物質の 総量の削減に関する 目標

第六条第 三項の規定は都道府 県の区 域のうちに第一項の 政令で定める地域の 要件に該当すると認 められ る一定の地域 がある 場合について︑同条

前二号 に掲げるもののほか ︑粒子 状物質対策地 域にお ける自動車排出粒子 状物質の総量の削減 に関する重要な事項

二 次条第 一項の粒子状物質総 量削減 計画の策定︑ 第十五 条第一項の判断の基 準となるべき事項の 策定その他粒子状物 質対策 地域における 自動車
排出粒子 状物質の総量の削減 のための施策に関す る基本 的な事項

一

︶を定めるものとする︒
粒子状物 質総量削減基本方針 におい ては︑次に掲げる事 項を定めるものとす る︒

粒子状物質 対策地域﹂という︒ ︶につ いて︑自動車 排出粒 子状物質の総量の削 減に関する基本方針 ︵以下﹁粒子状物質 総量削 減基本方針﹂ という ︒

の二第一項 若しくは第三項の総 量規制 基準︑同法第 十八条 の三の基準︑同法第 十八条の五の敷地境 界基準︑同法第十八 条の十 四の作業基準 及び同
法第十九条 の規定による措置並 びにス パイクタイヤ 粉じん の発生の防止に関す る法律︵平成二年法 律第五十五号︶第五 条第一 項の規定によ る指定
のみによっ ては環境基本法第十 六条第 一項の規定に よる大 気の汚染に係る環境 上の条件についての 基準︵浮遊粒子状物 質に係 るものに限る ︒次条
第二項第三 号において﹁浮遊粒 子状物 質に係る大気 環境基 準﹂という︒︶の確 保が困難であると認 められる地域として 政令で 定める地域︵ 以下﹁

︵粒子状物質総量削減基本方針︶
第八条 国は ︑自動車の交通が集 中して いる地域で︑大気汚 染防止法第三条第一 項若しくは第三項若 しくは 第四条第一項 の排出 基準又は同法第五条

２

３

第四項の規 定は第一項の地域を 定める 政令について ︑同条 第五項から第七項ま での規定は粒子状物 質総量削減基本方針 の策定 及び変更につ いて準
用する︒
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二
三

子状物質 に係る大気環境基準 に照らし環境省令で 定める ところにより算定さ れる総量︵原因物質 については︑環境省 令で定めるところに より粒
子状物質に換算した総量︶
第二号 に掲げる総量につい ての削 減目標量︵中 間目標 としての削減目標量 を定める場合にあっ ては︑その削減目標 量を含 む︒︶
計画の達成の期間及び方途

について は︑環境省令で定め るところにより粒子 状物質 に換算した総量︶
当該粒 子状物質対策地域に おける 自動車排出粒 子状物 質の総量
当該粒 子状物質対策地域に おける 事業活動その 他の人 の活動に伴って発生 し︑大気中に排出さ れる粒子状物質及び 原因物 質について︑ 浮遊粒

第七条第 三項から第五項まで の規定 は︑粒子状物質総量 削減計画の策定及び 変更について準用す る︒

四
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︑第一号に 掲げる総量に占める 第二号 に掲げる総量 の割合 ︑自動車の交通量及 びその見通し︑自動 車排出粒子状物質及 び自動 車以外の粒子 状物質
の発生源に おける粒子状物質の 排出状 況並びに原因 物質︵ 粒子状物質以外の物 質で浮遊粒子状物質 の生成の原因となる ものを いう︒第一号 及び第
三号におい て同じ︒︶の排出状 況の推 移等を勘案し ︑政令 で定めるところによ り︑第四号及び第五 号に掲げる事項を定 めるも のとする︒
一 当該粒 子状物質対策地域に おける 事業活動その 他の人 の活動に伴って発生 し︑大気中に排出さ れる粒子状物質及び 原因物 質の総量︵原 因物質

︵粒子状物質総量削減計画︶
第九条 都道 府県知事は︑粒子状 物質対 策地域にあっては︑ 粒子状物質総量削減 基本方針に基づき︑ 当該粒 子状物質対策 地域に おける自動車排出粒
子状物質の 総量の削減に関し実 施すべ き施策に関す る計画 ︵以下﹁粒子状物質 総量削減計画﹂とい う︒︶を定めなけれ ばなら ない︒
粒子状物 質総量削減計画は︑ 当該粒 子状物質対策地域に ついて︑第一号に掲 げる総量を第三号に 掲げる 総量までに削 減させ ることを目途として
２

３

前項に定 めるもののほか︑同 項の協 議会の組織及び運営 に関し必要な事項は ︑都道府県の条例で 定める ︒

について調 査審議するため︑都 道府県 知事︑都道府 県公安 委員会︑関係市町村 ︵特別区を含む︒︶ ︑関係地方行政機関 及び関 係道路管理者 を含む
者で組織される協議会を置く︒

は粒子状物 質対策地域をその区 域の全 部又は一部と する都 道府県に︑窒素酸化 物総量削減計画又は 粒子状物質総量削減 計画に 定められるべ き事項

︵協議会︶
第十条 第六 条第一項又は第八条 第一項 の規定により窒素酸 化物対策地域又は粒 子状物質対策地域が 定めら れたときは︑ 当該窒 素酸化物対策地域又

２

国 及び地方公共団体は ︑窒素 酸化物総量削減計画 及び粒子状物質総量 削減計画の達成に必 要な措 置を講ずるよ うに努 めるものとする︒

︵窒素酸化 物総量削減計画等の 達成の 推進︶
第十一条

︵窒素酸化物排出基準等︶
第十二条 環 境大臣は︑自動車の 種類︑ 排出状況︵窒素酸化 物対策地域及び粒子 状物質対策地域にお ける自 動車排出窒素 酸化物 等の排出状況をいう ︒

第十七条に おいて同じ︒︶等を 勘案し ︑環境省令で ︑窒素 酸化物排出自動車︵ その運行に伴って排 出される自動車排出 窒素酸 化物が窒素酸 化物対
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策地域にお ける大気の汚染の主 要な原 因となるもの として 政令で定める自動車 であって︑窒素酸化 物対策地域内に使用 の本拠 の位置を有す るもの
をいう︒次 項及び同条において 同じ︒ ︶にあっては 窒素酸 化物の排出量に関す る基準︵以下﹁窒素 酸化物排出基準﹂と いう︒ ︶を︑粒子状 物質排
出自動車︵ その運行に伴って排 出され る自動車排出 粒子状 物質が粒子状物質対 策地域における大気 の汚染の主要な原因 となる ものとして政 令で定
める自動車 であって︑粒子状物 質対策 地域内に使用 の本拠 の位置を有するもの をいう︒同項及び同 条において同じ︒︶ にあっ ては粒子状物 質の排

出量に関す る基準︵以下﹁粒子 状物質 排出基準﹂と いう︒ ︶を定めなければな らない︒
２ 窒素酸化 物排出基準及び粒子 状物質 排出基準は︑窒素酸 化物排出自動車又は 粒子状物質排出自動 車の一 定の条件にお ける運 行に伴って発生し︑
大気中に排 出される自動車排出 窒素酸 化物又は自動 車排出 粒子状物質の量につ いて︑窒素酸化物排 出自動車又は粒子状 物質排 出自動車の車 両総重
量︵道路運 送車両法第四十条第 三号に 掲げる車両総 重量を いう︒︶につき環境 省令で定める区分ご とに定める許容限度 とする ︒

３ 環境大臣 は︑窒素酸化物排出 基準又 は粒子状物質排出基 準を定めようとする ときは︑窒素酸化物 対策地 域又は粒子状 物質対 策地域をその区域の
全部又は一 部とする都道府県の 意見を 聴かなければ ならな い︒これを変更し︑ 又は廃止しようとす るときも︑同様とす る︒

素酸化物対 策地域内に使用の本 拠を置 いて使用する 場合に おける当該自動車に ついては︑自動車の 種別及び車齢︵自動 車が初 めて道路運送 車両法
第四条の規 定により運行の用に 供する ことができる ことと なった日から一の地 域が窒素酸化物対策 地域となった日又は 一の自 動車が指定自 動車と
なった日ま での期間をいう︒︶ につい て政令で定め る区分 に応じ政令で定める 期間が経過する日ま での間は︑窒素酸化 物排出 基準は︑適用 しない ︒
環境大臣 は︑前項の区分又は 期間を 定める政令の制定又 は改廃の立案をしよ うとするときは︑関 係都道 府県の意見を 聴かな ければならない︒

︵経過措置︶
第十三条 前 条第一項の窒素酸化 物対策 地域における大気の 汚染の主要な原因と なるものとして政令 で定め る自動車︵以 下この 項において﹁指定自
動車﹂とい う︒︶であって一の 地域が 窒素酸化物対 策地域 となった際現にその 地域内に使用の本拠 の位置を有するもの を現に 使用する者又 は一の
自動車が指 定自動車となった際 現に窒 素酸化物対策 地域内 に使用の本拠の位置 を有するその自動車 を現に使用する者が ︑当該 自動車を引き 続き窒

２

第一項の 規定は︑前条第一項 の粒子 状物質対策地域にお ける大気の汚染の主 要な原因となるもの として 政令で定める 自動車 について準用する︒

第二項の 規定は︑前項におい て準用 する第一項の区分又 は期間を定める政令 について準用する︒

この場合に おいて︑第一項中﹁ 窒素酸 化物対策地域 ﹂とあ るのは﹁粒子状物質 対策地域﹂と︑﹁窒 素酸化物排出基準﹂ とある のは﹁粒子状 物質排
出基準﹂と読み替えるものとする︒

３

４

国 土交通大臣は︑自動 車排出 窒素酸化物等による 大気の汚染の防止を 図るため︑窒素酸化 物排出 基準及び粒子 状物質 排出基準が確保され

︵窒素酸化 物排出基準等に係る 道路運 送車両法に基 づく命 令︶
第十四条

るように考 慮して︑道路運送車 両法に 基づく命令を 定めな ければならない︒

製 造業︑運輸業その他 の事業 を所管する大臣︵以 下﹁事業所管大臣﹂ という︒︶は︑窒素 酸化物 対策地域及び 粒子状 物質対策地域におけ

︵事業者の 判断の基準となるべ き事項 ︶
第十五条
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２

る自動車排 出窒素酸化物等によ る大気 の汚染の防止 を図る ため︑窒素酸化物総 量削減基本方針及び 粒子状物質総量削減 基本方 針に基づき︑ 事業活
動に伴う自 動車排出窒素酸化物 等の排 出の抑制のた めに必 要な計画的に取り組 むべき措置その他の 措置に関し︑その所 管に係 る事業を行う 者の判
断の基準と なるべき事項を定め ︑これ を公表するも のとす る︒
前項に規 定する判断の基準と なるべ き事項は︑事業活動 に係る自動車の使用 の状況︑自動車排出 窒素酸 化物等の排出 の抑制 に関する技術水準そ

の他の事情 を勘案して定めるも のとし ︑これらの事 情の変 動に応じて必要な改 定をするものとする ︒
３ 事業所管 大臣は︑第一項に規 定する 判断の基準となるべ き事項を定めようと するときは︑あらか じめ︑ 環境大臣に協 議しな ければならない︒こ
れを変更し ︑又は廃止しようと すると きも︑同様と する︒
環境大臣 は︑窒素酸化物対策 地域及 び粒子状物質対策地 域における自動車排 出窒素酸化物等の排 出の抑 制を図るため に必要 があると認めるとき
４

は︑第一項 に規定する判断の基 準とな るべき事項に 関し︑ 事業所管大臣に対し ︑意見を述べること ができる︒
︵指導及び助言︶

第十六条 都 道府県知事は︑窒素 酸化物 対策地域及び粒子状 物質対策地域におけ る自動車排出窒素酸 化物等 の排出の抑制 を図る ために必要があると
認めるとき は︑事業者に対し︑ 前条第 一項に規定す る判断 の基準となるべき事 項を勘案して︑その 事業活動に伴う自動 車排出 窒素酸化物等 の排出
の抑制につ いて必要な指導及び 助言を することがで きる︒

︵事業者による計画の作成︶
第十七条 窒 素酸化物排出自動車 ︑粒子 状物質排出自動車そ の他の窒素酸化物対 策地域内又は粒子状 物質対 策地域内に使 用の本 拠の位置を有する自
動車であっ て︑政令で定めるも の︵以 下この条にお いて﹁ 対象自動車﹂という ︒︶を使用する事業 者は︑その対象自動 車のう ち︑排出状況 その他
の事情を勘 案して政令で定める 台数以 上のものが一 の都道 府県の区域内にその 使用の本拠の位置を 有するときは︑主務 省令で 定めるところ により

︑第十五条 第一項に規定する判 断の基 準となるべき 事項に おいて定められた事 業活動に伴う自動車 排出窒素酸化物等の 排出の 抑制のために 必要な

計画的に取 り組むべき措置であ って︑ その一の都道 府県の 区域内にその使用の 本拠の位置を有する 対象自動車︵以下こ の条及 び第十九条第 一項に
おいて﹁特 定自動車﹂という︒ ︶に係 るものの実施 に関す る計画を作成し︑当 該特定自動車の使用 の本拠の位置の属す る都道 府県の知事に 提出し
なければならない︒

前 条の規定により同条 の計画 を作成すべき事業者 ︵次条及び第二十条 第一項において﹁特 定事業 者﹂という︒ ︶は︑ 毎年︑主務省令で定

︵定期の報告︶
第十八条

めるところ により︑その事業活 動に伴 う自動車排出 窒素酸 化物等の排出の抑制 のために必要な措置 の実施の状況に関し ︑主務 省令で定める 事項を
都道府県知 事に報告しなければ ならな い︒
︵勧告及び命令︶
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第十九条 都 道府県知事は︑特定 事業者 の事業活動に伴う自 動車排出窒素酸化物 等の排出であって︑ 特定自 動車に係るも のの抑 制が第十五条第一項
に規定する 判断の基準となるべ き事項 に照らして著 しく不 十分であると認める ときは︑当該特定事 業者に対し︑その判 断の根 拠を示して︑ その事
業活動に伴 う自動車排出窒素酸 化物等 の排出であっ て︑特 定自動車に係るもの の抑制に関し必要な 措置を執るべき旨の 勧告を することがで きる︒
都道府県 知事は︑前項に規定 する勧 告を受けた特定事業 者がその勧告に従わ なかったときは︑そ の旨を 公表すること ができ る︒
２

３ 都道府県 知事は︑第一項に規 定する 勧告を受けた特定事 業者が︑前項の規定 によりその勧告に従 わなか った旨を公表 された 後において︑なお︑
正当な理由 がなくてその勧告に 係る措 置を執らなか ったと きは︑当該特定事業 者に対し︑その勧告 に係る措置を執るべ きこと を命ずること ができ
る︒

前項の規 定により立入検査を する職 員は︑その身分を示 す証明書を携帯し︑ 関係人に提示しなけ ればな らない︒
第一項の 規定による立入検査 の権限 は︑犯罪捜査のため に認められたものと 解釈してはならない ︒

︵報告及び立入検査︶
第二十条 都 道府県知事は︑前条 の規定 の施行に必要な限度 において︑政令で定 めるところにより︑ 特定事 業者に対し︑ その業 務の状況に関し報告
させ︑又は その職員に︑特定事 業者の 事務所その他 の事業 場に立ち入り︑帳簿 ︑書類その他の物件 を検査させることが できる ︒
２
３
︵環境大臣への通知等︶

第二十一条 都道府県知事は︑第 十七条 の規定による同条の 計画の提出又は第十 八条の規定による報 告があ ったときは︑ 主務省 令で定めるところに
より︑当該 計画の提出及び報告 に係る 事項を環境大 臣に通 知するものとする︒
環境大臣 は︑前項の規定によ る通知 があったときは︑当 該通知に係る事項を 事業所管大臣に通知 するも のとする︒
２

︵自動車運 送事業者等に関する 特例︶
第二十二条 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 運送事業者及び貨物 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 経営する者に 対する 第十六条から第十九 条まで及び第二十条 第一項の規定の適用 につい ては︑第十六 条︑第

十八条︑第 十九条及び第二十条 第一項 中﹁都道府県 知事﹂ とあり︑並びに第十 七条中﹁当該特定自 動車の使用の本拠の 位置の 属する都道府 県の知

事﹂とある のは﹁国土交通大臣 ﹂と︑ 同条及び第十 八条中 ﹁主務省令﹂とある のは﹁環境省令︑国 土交通省令﹂とする ︒

環境大臣 又は窒素酸化物対策 地域若 しくは粒子状物質対 策地域をその区域の 全部若しくは一部と する都 道府県の知事 は︑窒 素酸化物対策地域又

事に通知するものとする︒

２ 国土交通 大臣は︑前項の規定 により 読み替えて適用され る第十七条の規定に よる同条の計画の提 出又は 同項の規定に より読 み替えて適用される
第十八条の 規定による報告があ ったと きは︑遅滞な く︑環 境省令︑国土交通省 令で定めるところに より︑その内容を環 境大臣 及び関係都道 府県知
３

は粒子状物 質対策地域における 自動車 排出窒素酸化 物等の 排出の抑制を図るた めに必要があると認 めるときは︑国土交 通大臣 に対し︑第一 項の規
定により読 み替えて適用される 第十六 条︑第十九条 又は第 二十条第一項の規定 による措置を執るべ きことを要請するこ とがで きる︒
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４ 国土交通 大臣は︑前項の規定 による 要請があった場合に おいて講じた措置を ︑環境大臣の要請を 受けて 講じたものに あって は環境大臣に︑都道
府県知事の 要請を受けて講じた ものに あっては当該 都道府 県知事に通知するも のとする︒
︵権限の委任︶

第二十三条 この法律に規定する 環境大 臣の権限は︑政令で 定めるところにより ︑その一部を地方環 境事務 所長に委任す ること ができる︒
２ この法律 に規定する国土交通 大臣の 権限は︑政令で定め るところにより︑そ の一部を地方運輸局 長に委 任することが できる ︒
３ 前項の規 定により地方運輸局 長に委 任された権限は︑政 令で定めるところに より︑運輸監理部長 又は運 輸支局長に委 任する ことができる︒

︵資料の提出の要求等︶
第二十四条 環境大臣は︑この法 律の目 的を達成するために 必要があると認める ときは︑関係地方公 共団体 の長に対し︑ 必要な 資料の提出及び説明
を求めることができる︒

２ 都道府県 は︑この法律の目的 を達成 するために必要があ ると認めるときは︑ 関係行政機関の長︑ 関係地 方公共団体の 長又は 関係道路管理者に対
し︑必要な 資料の送付その他の 協力を 求め︑又は自 動車排 出窒素酸化物等によ る大気の汚染の防止 に関し意見を述べる ことが できる︒
︵国の援助︶

第二十五条 国は︑電気自動車︵ 専ら電 気を動力源とする自 動車をいう︒︶その 他その運行に伴って 排出さ れる自動車排 出窒素 酸化物等がないか又
はその量が 相当程度少ない自動 車の開 発及び利用の 促進並 びに自動車排出窒素 酸化物等の量がより 少ない自動車への転 換の促 進に必要な資 金の確
保︑技術的 な助言その他の援助 に努め るものとする ︒

︵経過措置の命令への委任︶
第二十六条 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︒

第十九条第三項︵第 二十二 条第一項の規定によ り読み替えて適用す る場合を含む︒︶の 規定に よる命令に違 反した 者は︑五十万円以下

この法律において主 務省令 は︑環境大臣及び事 業所管大臣の発する 命令とする︒

︵主務省令︶
第二十七条
︵罰則︶
第二十八条

の罰金に処する︒
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第二十九条 次の各号のいずれか に該当 する者は︑二十万円 以下の罰金に処する ︒
一 第十七 条︵第二十二条第一 項の規 定により読み 替えて 適用する場合を含む ︒︶の規定による提 出をしなかった者
二 第十八 条又は第二十条第一 項︵こ れらの規定を 第二十 二条第一項の規定に より読み替えて適用 する場合を含む︒︶ の規定 による報告を せず︑
若しくは 虚偽の報告をし︑又 は第二十条第一項︵ 第二十 二条第一項の規定に より読み替えて適用 する場合を含む︒︶ の規定による検査を 拒み︑
妨げ︑若しくは忌避した者

第三十条 法 人の代表者又は法人 若しく は人の代理人︑使用 人その他の従業者が ︑その法人又は人の 業務に 関し︑前二条 の違反 行為をしたときは︑
行為者を罰 するほか︑その法人 又は人 に対して各本 条の刑 を科する︒

○道路運送車 両法︵昭和二十六年 法律第 百八十五号︶︵抄︶

︵自動車の装置︶
第四十一条 自動車は︑次に掲げ る装置 について︑国土交通 省令で定める保安上 又は公害防止その他 の環境 保全上の技術 基準に 適合するものでなけ
れば︑運行 の用に供してはなら ない︒
一〜十一 ︵略︶
十二 ばい 煙︑悪臭のあるガス ︑有毒 なガス等の発 散防止 装置
十三〜二十 ︵略︶

○貨物自動車 運送事業法︵平成元 年法律 第八十三号︶︵抄︶
︵定義︶

この法律 において﹁特定貨物 自動車 運送事業﹂とは︑特 定の者の需要に応じ ︑有償で︑自動車を 使用し て貨物を運送 する事 業をいう︒

及び第七項 において同じ︒︶を 使用し て貨物を運送 する事 業であって︑特定貨 物自動車運送事業以 外のものをいう︒

第二条 この 法律において﹁貨物 自動車 運送事業﹂とは︑一 般貨物自動車運送事 業︑特定貨物自動車 運送事 業及び貨物軽 自動車 運送事業をいう︒
２ この法律 において﹁一般貨物 自動車 運送事業﹂とは︑他 人の需要に応じ︑有 償で︑自動車︵三輪 以上の 軽自動車及び 二輪の 自動車を除く︒次項
３

︵略︶

４ この法律 において﹁貨物軽自 動車運 送事業﹂とは︑他人 の需要に応じ︑有償 で︑自動車︵三輪以 上の軽 自動車及び二 輪の自 動車に限る︒︶を使
用して貨物を運送する事業をいう︒
５〜７
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︵一般貨物自動車運送事業の許可︶
第三条 一般 貨物自動車運送事業 を経営 しようとする者は︑ 国土交通大臣の許可 を受けなければなら ない︒
︵緊急調整措置︶

︵略︶

第七条 国土 交通大臣は︑特定の 地域に おいて一般貨物自動 車運送事業の供給輸 送力︵以下この条に おいて 単に﹁供給輸 送力﹂ という︒︶が輸送需
要量に対し 著しく過剰となって いる場 合であって︑ 当該供 給輸送力が更に増加 することにより︑第 三条の許可を受けた 者︵以 下﹁一般貨物 自動車
運送事業者 ﹂という︒︶であっ てその 行う貨物の運 送の全 部又は大部分が当該 特定の地域を発地又 は着地とするものの 相当部 分について事 業の継
続が困難と なると認めるときは ︑当該 特定の地域を ︑期間 を定めて緊急調整地 域として指定するこ とができる︒
２〜６
︵輸送の安 全の確保を阻害する 行為の 禁止︶

第二十二条の 二 一般貨物自動車 運送事 業者は︑貨物自動車 利用運送を行う場合 にあっては︑その利 用する 運送を行う一 般貨物 自動車運送事業者又
は第三十五 条第一項の許可を受 けた者 ︵以下﹁特定 貨物自 動車運送事業者﹂と いう︒︶が第十五条 ︑第十六条第一項︑ 第四項 若しくは第六 項︑第
十七条第一 項から第三項まで︑ 第十八 条第一項若し くは前 条第二項若しくは第 三項の規定又は安全 管理規程を遵守する ことに より輸送の安 全を確
保すること を阻害する行為をし てはな らない︒
︵特定貨物自動車運送事業︶
第三十五条 特定貨物自動車運送 事業を 経営しようとする者 は︑国土交通大臣の 許可を受けなければ ならな い︒
２〜８ ︵略︶

の他の事項 を国土交通大臣に届 け出な ければならな い︒当 該届出をした者︵以 下﹁貨物軽自動車運 送事業者﹂という︒ ︶が届 出をした事項 を変更

︵貨物軽自動車運送事業︶
第三十六条 貨物軽自動車運送事 業を経 営しようとする者は ︑国土交通省令で定 めるところにより︑ 営業所 の名称及び位 置︑事 業用自動車の概要そ
しようとするときも︑同様とする︒
２〜５ ︵略︶
︵事業︶

第三十九条 地方実施機関は︑そ の区域 において︑次に掲げ る事業︵以下﹁地方 適正化事業﹂という ︒︶を 行うものとす る︒
一 輸送の 安全を阻害する行為 の防止 その他この法 律又は この法律に基づく命 令の遵守に関し一般 貨物自動車運送事業 者︑特 定貨物自動車 運送事
業者及び 貨物軽自動車運送事 業者︵以下﹁貨物自 動車運 送事業者﹂という︒ ︶に対する指導を行 うこと︒
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二〜五

︵略︶

○貨物利用運 送事業法︵平成元年 法律第 八十二号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 この 法律において﹁実運 送﹂と は︑船舶運航事業者 ︑航空運送事業者︑ 鉄道運送事業者又は 貨物自 動車運送事業 者︵以 下﹁実運送事業者﹂

という︒︶ の行う貨物の運送を いい︑ ﹁利用運送﹂ とは︑ 運送事業者の行う運 送︵実運送に係るも のに限る︒︶を利用 してす る貨物の運送 をいう ︒
２ この法律 において﹁船舶運航 事業者 ﹂とは︑海上運送法 ︵昭和二十四年法律 第百八十七号︶第二 条第二 項の船舶運航 事業︵ 同法第四十四条の規
定により同 法 が準用 される船舶運航の事 業を含 む︒︶を経営する者 をいう︒
この法律 において﹁航空運送 事業者 ﹂とは︑航空法︵昭 和二十七年法律第二 百三十一号︶第二条 第十七 項の航空運送 事業を 経営する者をいう
３

４ この法律 において﹁鉄道運送 事業者 ﹂とは︑鉄道事業法 ︵昭和六十一年法律 第九十二号︶第二条 第二項 の第一種鉄道 事業若 しくは同条第三項の
第二種鉄道 事業を経営する者又 は軌道 法︵大正十年 法律第 七十六号︶第四条に 規定する軌道経営者 をいう︒
５〜７ ︵略︶
８ この法律 において﹁第二種貨 物利用 運送事業﹂とは︑他 人の需要に応じ︑有 償で︑船舶運航事業 者︑航 空運送事業者 又は鉄 道運送事業者の行う

運送に係る 利用運送と当該利用 運送に 先行し及び後 続する 当該利用運送に係る 貨物の集貨及び配達 のためにする自動車 ︵道路 運送車両法 ︵昭和二
十六年法律 第百八十五号︶第二 条第二 項の自動車︵ 三輪以 上の軽自動車及び二 輪の自動車を除く︒ ︶をいう︒以下同じ ︒︶に よる運送︵貨 物自動
車運送事業 者の行う運送に係る 利用運 送を含む︒以 下﹁貨 物の集配﹂という︒ ︶とを一貫して行う 事業をいう︒

○大規模小売 店舗立地法︵平成十 年法律 第九十一号︶︵抄︶

この法律 において﹁大規模小 売店舗 ﹂とは︑一の建物︵ 一の建物として政令 で定めるものを含む ︒︶で あって︑その 建物内 の店舗面積の合計が

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２

次条第一項 又は第二項の基準面 積を超 えるものをい う︒
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