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水質汚濁防止法の一部を改正する法律新旧対照条文
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五 特定施設の使用の方法
六 汚水等の処理の方法
七 排出水の汚染状態及び量（指定地域内の工場又は事業場
に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含
む。）
八 その他環境省令で定める事項
（略）

二
三
四

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
特定施設の種類
特定施設の構造

（特定施設の設置の届出）
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、
特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるとこ
ろにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならな
い。

水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）（抄）（傍線部分は改正部分）
改
（特定施設等の設置の届出）
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、
特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるとこ
ろにより、次の事項（特定施設が有害物質使用特定施設に該
当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第
五号を除く。）を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の設備
六 特定施設の使用の方法
七 汚水等の処理の方法
八 排出水の汚染状態及び量（指定地域内の工場又は事業場
に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含
む。）
九 その他環境省令で定める事項
２ （略）
３ 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置
しようとする者（第一項に規定する者が特定施設を設置しよ
うとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設
を設置しようとする場合を除く。）又は工場若しくは事業場
において有害物質貯蔵指定施設（指定施設（有害物質を貯蔵
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するものに限る。）であつて当該指定施設から有害物質を含
む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定める
ものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、環境省
令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出
なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用
の方法
その他環境省令で定める事項
六

（経過措置）
第六条 一の施設が特定施設（指定地域特定施設を除く。以下
この項において同じ。）となつた際現にその施設を設置して
いる者（設置の工事をしている者を含む。）であつて排出水
を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一
の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施
設となつた際現にその施設を設置している者（当該有害物質
使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特
定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている
者を含む。）は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定
施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定
めるところにより、前条第一項各号、第二項各号又は第三項
各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない
。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設

（経過措置）
第六条 一の施設が特定施設（指定地域特定施設を除く。以下
この項において同じ。）となつた際現にその施設を設置して
いる者（設置の工事をしている者を含む。）であつて排出水
を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施
設が特定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境
省令で定めるところにより、前条第一項各号又は第二項各号
に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。こ
の場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設につ
いての前条第一項又は次項（瀬戸内海環境保全特別措置法（
昭和四十八年法律第百十号）第十二条の二の規定又は湖沼水
質保全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）第十四条
の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。）の規
定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当
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該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。

（略）

（特定施設の構造等の変更の届出）
第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届
出に係る第五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又
は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をし
ようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨
を都道府県知事に届け出なければならない。

２・３

（特定施設等の構造等の変更の届出）
第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届
出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、
同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三
項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとする
ときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。

（計画変更命令等）
第八条 都道府県知事は、第五条又は前条の規定による届出が
あつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の
排水口（排出水を排出する場所をいう。以下同じ。）におい
てその排出水に係る排水基準（第三条第一項の排水基準（同
条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては
、その排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」と
いう。）に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が
有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当する
と認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限
り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構

についての前条第一項又は次項（瀬戸内海環境保全特別措置
法（昭和四十八年法律第百十号）第十二条の二の規定又は湖
沼水質保全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）第十
四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。）
の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は
、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみな
す。
２・３ （略）

（計画変更命令等）
第八条 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定
による届出又は前条の規定による届出（第五条第一項第四号
若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第二項
第四号から第八号までに掲げる事項の変更に係るものに限る
。）があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事
業場の排水口（排出水を排出する場所をいう。以下同じ。）
においてその排出水に係る排水基準（第三条第一項の排水基
準（同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあ
つては、その排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基
準」という。）に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸
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透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該
当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以
内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施
設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に
関する計画の変更（前条の規定による届出に係る計画の廃止
を含む。）又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届
出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることが
できる。
２ 都道府県知事は、第五条の規定による届出があつた場合（
同条第二項の規定による届出があつた場合を除く。）又は前
条の規定による届出（第五条第一項第四号から第九号までに
掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事
項の変更に係るものに限る。）があつた場合において、その
届出に係る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
が第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しないと認め
るときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、そ
の届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施
設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用
の方法に関する計画の変更（前条の規定による届出に係る計
画の廃止を含む。）又は第五条第一項若しくは第三項の規定
による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯
蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる
。
第八条の二 都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出
又は第七条の規定による届出（同項第四号又は第六号から第
九号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。）があつた

造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する
計画の変更（前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む
。）又は第五条の規定による届出に係る特定施設の設置に関
する計画の廃止を命ずることができる。

第八条の二 都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による
届出があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置
される指定地域内事業場（工場又は事業場で、当該特定施設
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場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地
域内事業場（工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構
造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む
。）について、当該指定地域内事業場から排出される排出水
の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、
その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域
内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚
水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべき
ことを命ずることができる。

の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場とな
るものを含む。）について、当該指定地域内事業場から排出
される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認
めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、
当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業
場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措
置を採るべきことを命ずることができる。

（実施の制限）
第九条 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定に
よる届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を
経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設
を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用
の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない
。
２

（略）

２

（氏名の変更等の届出）
第十条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しく
は第二号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる
事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設の使
用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都
道府県知事に届け出なければならない。

（実施の制限）
第九条 第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定に
よる届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を
経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設
若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係
る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若し
くは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしては
ならない。
（略）

（氏名の変更等の届出）
第十条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しく
は第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一
号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はそ
の届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用
を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道
府県知事に届け出なければならない。
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（承継）
第十一条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定によ
る届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯
蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設
又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を
承継する。
２ 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出
をした者について相続、合併又は分割（その届出に係る特定
施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。）
があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併
により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有
害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の
地位を承継する。
３・４ （略）
（有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務）
第十二条の四 有害物質使用特定施設を設置している者（当該
有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水
を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項に
おいて同じ。）又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者
は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に
ついて、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構
造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定め
る基準を遵守しなければならない。
第十三条の三 都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置
している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第

（略）

（承継）
第十一条 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定によ
る届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又
は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の
地位を承継する。
２ 第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出
をした者について相続、合併又は分割（その届出に係る特定
施設を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分
割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者
の地位を承継する。

３・４
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十二条の四の基準を遵守していないと認めるときは、その者
に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有
害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善
を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯
蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
２ 前項の規定は、第十二条の四の基準の適用の際現に有害物
質使用特定施設を設置している者（設置の工事をしている者
を含む。）又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者（設
置の工事をしている者を含む。）に係る当該有害物質使用特
定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適
用の日から六月間（当該有害物質使用特定施設又は有害物質
貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一
年間）は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者
に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に
相当するものがあるとき（当該規定による命令に違反する行
為に対する処罰規定がないときを除く。）は、この限りでな
い。
第十三条の三

（略）

第十三条の四

（排出水の汚染状態の測定等）
第十四条 （略）
２～４ （略）

（略）

（排出水の汚染状態の測定等）
第十四条 （略）
２～４ （略）
５ 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵
指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又
は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところ
により、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しな
ければならない。
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（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 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項
の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（相続、合併又は分割により
その地位を承継した者を含む。）に対しても、同項の措置を
とることを命ずることができる。
３ 特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者（特定事
業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲
り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割に
より取得した者を含む。）は、当該特定事業場又は有害物質
貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたとき
は、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

（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の設置者で
あつた者と異なる場合は、この限りでない。

２ 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項
の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた
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
。）に対しても、同項の措置をとることを命ずることができ
る。
３ 特定事業場の設置者（特定事業場又はその敷地を譲り受け
、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取
得した者を含む。）は、当該特定事業場について前項の規定
による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しな
ければならない。
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第五章

雑則

第五章

雑則

（報告及び検査）
第二十二条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に
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
場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の状況、
汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又
はその職員に、その者の特定事業場に立ち入り、特定施設そ
の他の物件を検査させることができる。

２～５

（略）

（報告及び検査）
第二十二条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に
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
場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者
であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設
の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を
求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害物
質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定
施設その他の物件を検査させることができる。
２～５ （略）

一 鉱山保安法第十三条第一項 当該鉱山
の経済産業省令で定める施設
（以下「鉱山施設」という。
）である特定施設を設置する
同法第二条第二項本文に規定
する鉱山から排出水を排出し

第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四
項

（適用除外等）
第二十三条 （略）
２ 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる
事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せ
ず、鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）、電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）又は海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）の
相当規定の定めるところによる。
第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四
項

（適用除外等）
第二十三条 （略）
２ 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる
事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せ
ず、鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）、電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）又は海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）の
相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第十三条第一項 当該鉱山
の経済産業省令で定める施設
（以下「鉱山施設」という。
）である特定施設を設置する
同法第二条第二項本文に規定
する鉱山の設置者（特定地下
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二 鉱山施設である有害物質使 当該鉱山
用特定施設を設置する鉱山保
安法第二条第二項本文に規定
する鉱山から特定地下浸透水
を浸透させる者

第五条第二項、
第六条、第七条
、第八条第一項
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第一項及び第四
項

浸透水を浸透させる者を除く
。）

三 鉱山施設である指定施設を 当該鉱山
設置する鉱山保安法第二条第
二項本文に規定する鉱山の設
置者

（略）
第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四

第五条第三項、
第六条、第七条
、第八条第二項
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第二項及び第四
項

四

五 電気事業法第二条第一項第 当該特定施
十六号に規定する電気工作物 設
（以下「電気工作物」という
。）である特定施設を設置す
る工場又は事業場の設置者（

、又は特定地下浸透水を浸透
させる者

（略）

二 鉱山施設である指定施設を 当該鉱山
設置する鉱山保安法第二条第
二項本文に規定する鉱山の設
置者

三

四 電気事業法第二条第一項第 当該特定施
十六号に規定する電気工作物 設
（以下「電気工作物」という
。）である特定施設を設置す
る工場又は事業場から排出水

第十四条の二第
二項及び第四項

第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四
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特定地下浸透水を浸透させる
者を除く。）

項

六 電気工作物である有害物質 当該有害物 第五条第二項、
使用特定施設を設置する工場 質使用特定 第六条、第七条
又は事業場から特定地下浸透 施設
、第八条第一項
水を浸透させる者
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第一項及び第四
項

（略）
第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四

七 電気工作物である指定施設 当該指定施 第五条第三項、
を設置する工場又は事業場の 設
第六条、第七条
設置者
、第八条第二項
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第二項及び第四
項
八

九 海洋汚染等及び海上災害の 当該特定施
防止に関する法律第三条第十 設
四号に規定する廃油処理施設
（以下「廃油処理施設」とい
う。）である特定施設を設置

を排出し、又は特定地下浸透
水を浸透させる者

（略）

項

第五条から第十
一条まで、第十
四条第三項並び
に第十四条の二
第一項及び第四

五 電気工作物である指定施設 当該指定施 第十四条の二第
を設置する工場又は事業場の 設
二項及び第四項
設置者

六

七 海洋汚染等及び海上災害の 当該特定施
防止に関する法律第三条第十 設
四号に規定する廃油処理施設
（以下「廃油処理施設」とい
う。）である特定施設を設置
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する工場又は事業場の設置者
（特定地下浸透水を浸透させ
る者を除く。）

項

十 廃油処理施設である有害物 当該有害物 第五条第二項、
質使用特定施設を設置する工 質使用特定 第六条、第七条
場又は事業場から特定地下浸 施設
、第八条第一項
透水を浸透させる者
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第一項及び第四
項

（略）

十一 廃油処理施設である指定 当該指定施 第五条第三項、
施設を設置する工場又は事業 設
第六条、第七条
場の設置者
、第八条第二項
、第九条から第
十一条まで並び
に第十四条の二
第二項及び第四
項
十二・十三

３ 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の
長（以下この条において単に「行政機関の長」という。）は
、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第
三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定によ

する工場又は事業場から排出
水を排出し、又は特定地下浸
透水を浸透させる者

（略）

項

八 廃油処理施設である指定施 当該指定施 第十四条の二第
設を設置する工場又は事業場 設
二項及び第四項
の設置者

九・十

３ 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の
長（以下この条において単に「行政機関の長」という。）は
、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第
三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定によ
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る前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは
認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可
の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事
項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工
場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するも
のとする。
４ 都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水
若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地
下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地
下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を
生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、
第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事
業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定
による措置を執るべきことを要請することができる。
５ （略）
６ 都道府県知事は、第二項の表第一号又は第五号の上欄に掲
げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二
第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しく
は第二項の規定による命令を、同表第二号又は第六号の上欄
に掲げる者に対し第十三条の二第一項又は第十四条の三第一
項若しくは第二項の規定による命令を、同表第三号、第七号
又は第十一号の上欄に掲げる者に対し第十三条の三第一項の
規定による命令を、同表第九号の上欄に掲げる者に対し第十
三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十三
条の三第一項の規定による命令を、同表第十号の上欄に掲げ
る者に対し第十三条の二第一項の規定による命令をしようと
するときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければな
らない。

る前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又
は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届
出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する
事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管
轄する都道府県知事に通知するものとする。

４ 都道府県知事は、第二項に規定する特定施設に係る排出水
又は特定地下浸透水に起因する公共用水域又は地下水の水質
の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は
第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海
洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置
を執るべきことを要請することができる。

５ （略）
６ 都道府県知事は、第二項の表第一号又は第四号の上欄に掲
げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二
第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による
命令を、同表第七号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項
若しくは第三項又は第十三条の二第一項の規定による命令を
しようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しな
ければならない。
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（環境大臣の指示）
第二十四条の二 環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の
汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため
緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十
八条第一項の政令で定める市（特別区を含む。）の長に対し
、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十
三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四
項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定
による命令に関する事務
二 第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する
事務
三・四 （略）

（環境大臣の指示）
第二十四条の二 環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の
汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため
緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十
八条第一項の政令で定める市（特別区を含む。）の長に対し
、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十
三条の二第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一
項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事
務
二 第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する
事務
三・四 （略）

第三十条 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三
項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第
二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。

（略）

第三十条 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三
項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条
の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

四

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以
下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、記録をせ
ず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

（略）

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以
下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、
記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
者
四
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○
正

案

行

（水質汚濁防止法等の適用関係）
第十二条 （略）
２ （略）
３ 前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設について
の水質汚濁防止法の規定の適用については、次項の規定によ
るほか、同法第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「
府県知事（瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律
第百十号）第五条第二項の申請書を提出する府県知事をいう
。以下同じ。）」と、同法第六条第一項中「排出水を排出し
、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、
「前条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「前条第二項
各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同
法第七条中「第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「第
五条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二
項第四号」とあるのは「第五条第二項第四号」と、「都道府
県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第八条中「都道府
県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあるのは
「第五条第二項」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場
の排水口（排出水を排出する場所をいう。以下同じ。）にお
いてその排出水に係る排水基準（第三条第一項の排水基準（
同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつて
は、その排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」
という。）に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水
」とあるのは「特定地下浸透水」と、同法第九条第一項中「

現

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）（抄）（傍線部分は改正部分）

改
（水質汚濁防止法等の適用関係）
第十二条 （略）
２ （略）
３ 前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設について
の水質汚濁防止法の規定の適用については、次項の規定によ
るほか、同法第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「
府県知事（瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律
第百十号）第五条第二項の申請書を提出する府県知事をいう
。以下同じ。）」と、同法第六条第一項中「排出水を排出し
、若しくは特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」
と、「前条第一項各号、第二項各号」とあるのは「前条第二
項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、
同法第七条中「第五条又は」とあるのは「第五条第二項若し
くは第三項又は」と、「第五条第一項第四号から第九号まで
に掲げる事項、同条第二項第四号」とあるのは「第五条第二
項第四号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と
、同法第八条第一項中「都道府県知事は、第五条第一項若し
くは第二項」とあるのは「府県知事は、第五条第二項」と、
「第五条第一項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げ
る事項又は同条第二項第四号」とあるのは「同項第四号」と
、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口（排出水を
排出する場所をいう。以下同じ。）においてその排出水に係
る排水基準（第三条第一項の排水基準（同条第三項の規定に
より排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を
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含む。）をいう。以下単に「排水基準」という。）に適合し
ないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定
地下浸透水」と、「又は第五条第一項若しくは第二項」とあ
るのは「又は同項」と、同法第九条第一項中「第五条」とあ
るのは「第五条第二項若しくは第三項」と、同条第二項中「
都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とあ
るのは「第五条第二項若しくは第三項」と、同法第十条中「
第五条又は」とあるのは「第五条第二項若しくは第三項又は
」と、「第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号
」とあるのは「第五条第二項第一号」と、「都道府県知事」
とあるのは「府県知事」と、同法第十一条第一項及び第二項
中「第五条」とあるのは「第五条第二項若しくは第三項」と
、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条第二項若しく
は第三項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と
、同法第十二条第一項中「排水口」とあるのは「排水口（排
出水を排出する場所をいう。以下同じ。）」と、「排水基準
」とあるのは「排水基準（第三条第一項の排水基準（同条第
三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、そ
の排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」という
。）」と、同法第二十三条第三項中「第五条」とあるのは「
第五条第二項若しくは第三項」と、「当該特定施設又は指定
施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県
知事」とあるのは「府県知事（第十四条第三項の規定による
届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設
置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事）」
と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知
事（第八条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海
洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置

第五条」とあるのは「第五条第二項」と、同条第二項中「都
道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第五条」とある
のは「第五条第二項」と、同法第十条中「第五条」とあるの
は「第五条第二項」と、「第五条第一項第一号若しくは第二
号若しくは同条第二項第一号」とあるのは「第五条第二項第
一号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同
法第十一条第一項及び第二項中「第五条」とあるのは「第五
条第二項」と、同条第三項中「第五条」とあるのは「第五条
第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、
同法第十二条第一項中「排水口」とあるのは「排水口（排出
水を排出する場所をいう。以下同じ。）」と、「排水基準」
とあるのは「排水基準（第三条第一項の排水基準（同条第三
項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その
排水基準を含む。）をいう。以下単に「排水基準」という。
）」と、同法第二十三条第二項中「排出水を排出し、又は特
定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「第五条
」とあるのは「第五条第二項、第六条」と、同条第三項中「
第五条」とあるのは「第五条第二項」と、「当該特定施設を
設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」
とあるのは「府県知事（第十四条第三項の規定による届出事
項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する
工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事）」と、同
条第四項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事（第
八条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染
等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置の要請
にあつては府県知事）」と、「第八条、第八条の二」とある
のは「第八条」と、「第八条又は第八条の二」とあるのは「
第八条」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都
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の要請にあつては府県知事）」と、「第八条又は第八条の二
」とあるのは「同条」と、同条第五項中「都道府県知事」と
あるのは「都道府県知事（第八条の規定に相当する鉱山保安
法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあ
つては府県知事）」とする。
４～６ （略）
（略）

道府県知事（第八条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業
法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に
よる措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知
事）」とする。

４～６
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○
正

案

現

行

傍線部分は改正部分
)(

（勧告及び命令）
第十五条 （略）
２～４ （略）
５ 前三項の規定は、特定排水基準の適用の際現に特定施設等
を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）に係
る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等
基準に係る施設を設置している者（設置の工事をしている者
を含む。）に係る構造等基準に係る施設については、これら
の基準の適用の日から六月間（その水道水源特定事業場に係
る特定施設等又はその構造等基準に係る施設（以下この項に
おいて「適用除外に係る特定施設等」という。）が政令で定
める施設である場合にあっては、一年間）は、適用しない。
ただし、これらの基準の適用の際現に水道水源特定事業場又
は構造等基準に係る施設について地方公共団体の条例の規定
で第一項から第三項までの規定に相当するものが適用されて
いるとき、これらの基準の適用の日以降適用除外に係る特定
施設等について第十一条第一項第四号から第八号までに掲げ
る事項又は同条第二項各号若しくは水質汚濁防止法第五条第
一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更（環境省令で
定める軽微な変更を除く。）があったとき、並びにこれらの
基準の適用の日以降その水道水源特定事業場に適用除外に係
る特定施設等以外の特定施設等が設置されたときは、この限
りでない。
（略）
６

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法（平成六年法律第九号） 抄
(
改
（勧告及び命令）
第十五条 （略）
２～４ （略）
５ 前三項の規定は、特定排水基準の適用の際現に特定施設等
を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）に係
る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等
基準に係る施設を設置している者（設置の工事をしている者
を含む。）に係る構造等基準に係る施設については、これら
の基準の適用の日から六月間（その水道水源特定事業場に係
る特定施設等又はその構造等基準に係る施設（以下この項に
おいて「適用除外に係る特定施設等」という。）が政令で定
める施設である場合にあっては、一年間）は、適用しない。
ただし、これらの基準の適用の際現に水道水源特定事業場又
は構造等基準に係る施設について地方公共団体の条例の規定
で第一項から第三項までの規定に相当するものが適用されて
いるとき、これらの基準の適用の日以降適用除外に係る特定
施設等について第十一条第一項第四号から第八号までに掲げ
る事項又は同条第二項各号若しくは水質汚濁防止法第五条第
一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事項の変更（環
境省令で定める軽微な変更を除く。）があったとき、及びこ
れらの基準の適用の日以降その水道水源特定事業場に適用除
外に係る特定施設等以外の特定施設等が設置されたときは、
この限りでない。
（略）
６

)
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