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目次
目次
第一章 総則（第一条・第二条）
第一章 総則（第一条・第二条）
第二章 ばい煙の排出の規制等（第三条―第十七条の二）
第二章 ばい煙の排出の規制等（第三条―第十七条の二）
第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等（第十七条の三―
第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等（第十七条の三―
第十七条の十五）
第十七条の十五）
第二章の三 粉じんに関する規制（第十八条―第十八条の二十五
第二章の三 粉じんに関する規制（第十八条―第十八条の二十）
）
第二章の四 水銀等の排出の規制等（第十八条の二十六―第十八
第二章の四 水銀等の排出の規制等（第十八条の二十一―第十八
条の四十）
条の三十五）
第二章の五 有害大気汚染物質対策の推進（第十八条の四十一―
第二章の五 有害大気汚染物質対策の推進（第十八条の三十六―
第十八条の四十五）
第十八条の四十）
第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等（第十九条―第二十一
第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等（第十九条―第二十一
条の二）
条の二）
第四章 大気の汚染の状況の監視等（第二十二条―第二十四条）
第四章 大気の汚染の状況の監視等（第二十二条―第二十四条）
第四章の二 損害賠償（第二十五条―第二十五条の六）
第四章の二 損害賠償（第二十五条―第二十五条の六）
第五章 雑則（第二十六条―第三十二条）
第五章 雑則（第二十六条―第三十二条）
第六章 罰則（第三十三条―第三十七条）
第六章 罰則（第三十三条―第三十七条）
附則
附則
（定義等）
（定義等）
第二条 （略）
第二条 （略）
２～
（略）
２～
（略）
この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を （新設）
伴う建設工事をいう。
12

～

（略）

～

12

16

（略）

（特定粉じん排出等作業の作業基準）
（作業基準）
第十八条の十四 特定粉じん排出等作業に係る規制基準（以下「作 第十八条の十四 特定粉じん排出等作業に係る規制基準（以下「作
業基準」という。）は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類
業基準」という。）は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等
及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業
作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準と
の方法に関する基準として、環境省令で定める。
して、環境省令で定める。

17

（解体等工事に係る調査及び説明等）
（特定粉じん排出等作業の実施の届出）
第十八条の十五 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を 第十八条の十五 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特
伴う建設工事（以下「解体等工事」という。）の元請業者（発注
定工事」という。）の発注者（建設工事（他の者から請け負つた
者（解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の
ものを除く。）の注文者をいう。以下同じ。）又は特定工事を請
注文者以外のものをいう。以下同じ。）から直接解体等工事を請
負契約によらないで自ら施工する者（次項において「特定工事の
け負つた者をいう。以下同じ。）は、当該解体等工事が特定工事
発注者等」という。）は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十
に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、
四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項
特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める
を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他
方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより
非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要
、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、こ
がある場合は、この限りでない。
れらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
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
一 当該調査の結果
氏名
二 当該解体等工事が特定工事に該当するとき（次号に該当する
二 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に
ときを除く。）は、当該特定工事に係る次に掲げる事項
あつては、その代表者の氏名
イ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分におけ
三 特定工事の場所
る特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
四 特定粉じん排出等作業の種類
ロ 特定粉じん排出等作業の種類
五 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
六 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における
ニ 特定粉じん排出等作業の方法
特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
三 当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象
七 特定粉じん排出等作業の方法
特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に ２ 前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴
掲げる事項
う特定工事の発注者等は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都
イ 前号に掲げる事項
道府県知事に届け出なければならない。
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13

ロ 前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の ３ 前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対
十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うも
象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載
のでないときは、その理由
した書類を添付しなければならない。
四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
２ 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項
の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該
調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しな
ければならない。
３ 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第
一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項
に規定する書面の写しを保存しなければならない。
４ 解体等工事の自主施工者（解体等工事を請負契約によらないで
自ら施工する者をいう。以下同じ。）は、当該解体等工事が特定
工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法
による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところによ
り、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければなら
ない。
５ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規
定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定
めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工
事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定
める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいよう
に掲示しなければならない。
６ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の
規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めると
ころにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければな
らない。

（特定工事の発注者等の配慮等）
（計画変更命令）
第十八条の十六 特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に 第十八条の十六 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出が
対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に
あつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方
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関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件
を付さないように配慮しなければならない。
２ 前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は
一部（特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条にお
いて同じ。）を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全
部又は一部を請け負つた他の者（その請け負つた特定工事が数次
の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負契約の後
次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負
人」という。）が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請
け負わせるときについて準用する。
３ 特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事
の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の
者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作
業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない
。

法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した
日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に
係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずるこ
とができる。

（特定粉じん排出等作業の実施の届出）
（解体等工事に係る調査及び説明等）
第十八条の十七 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又 第十八条の十七 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を
は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに
伴う建設工事（当該建設工事が特定工事に該当しないことが明ら
係る特定粉じん排出等作業を伴うもの（以下この条及び第十八条
かなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事
の十九において「届出対象特定工事」という。）の発注者又は自
」という。）の受注者（他の者から請け負つた解体等工事の受注
主施工者（次項に規定するものを除く。）は、当該特定粉じん排
者を除く。次項及び第二十六条第一項において同じ。）は、当該
出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところ
解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとと
により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならな
もに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者
い。
に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載
一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者
した書面を交付して説明しなければならない。この場合において
の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
、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第十八条の十五
氏名
第一項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定め
当該届出対象特定工事の場所
る事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければ
当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分にお
ならない。
ける当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所 ２ 前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等
二
三
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及び使用面積
四 当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロ
からニまで及び第三号ロに掲げる事項
２ 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん
排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん
排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、
速やかに、同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。
３ 前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対
象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載
した書類を添付しなければならない。

工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に
負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることによ
り、当該調査に協力しなければならない。
３ 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者（第二十六
条第一項において「自主施工者」という。）は、当該解体等工事
が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならな
い。
４ 第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係
る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより
、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工
事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない
。

（計画変更命令）
（作業基準の遵守義務）
第十八条の十八 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出（ 第十八条の十八 特定工事を施工する者は、当該特定工事における
第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。
特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければなら
）があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業
ない。
について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めると
きは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした
者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条
各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ず
るものとする。
２ 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規
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粉じん
排出等作業の方法が作業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十四日以内に限り、その届出をした者に対
し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の
変更を命ずることができる。

（特定建築材料の除去等の方法）
（作業基準適合命令等）
第十八条の十九 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又 第十八条の十九 都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特
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は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七
第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業
について、次の各号のいずれかに掲げる措置（第二号に掲げる措
置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以
下この条において同じ。）を当該各号に定める方法により行わな
ければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるとき
その他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法
により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。
一 当該特定建築材料の建築物等からの除去 次に掲げる方法
イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕するこ
となくそのまま建築物等から取り外す方法
ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し
、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定め
る集じん・排気装置を使用する方法
ハ ロに準ずるものとして環境省令で定める方法
二 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための
処理 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添
加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着
する方法であつて環境省令で定めるもの

定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守し
ていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定
粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は
当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

（作業基準の遵守義務）
（発注者の配慮）
第十八条の二十 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施 第十八条の二十 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者
工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、
に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約
作業基準を遵守しなければならない。
に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条
件を付さないように配慮しなければならない。
（作業基準適合命令等）
第十八条の二十一 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは （新設）
下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出
等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その
者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業
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基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一
時停止を命ずることができる。
（下請負人に対する元請業者の指導）
第十八条の二十二 特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定 （新設）
工事における特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、当該特定
工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人
の指導に努めなければならない。
（特定粉じん排出等作業の結果の報告等）
第十八条の二十三 特定工事の元請業者は、当該特定工事における （新設）
特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるとこ
ろにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報
告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成
し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。
２ 特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排 （新設）
出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当
該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し
、これを保存しなければならない。
（国の施策）
第十八条の二十四 国は、建築物等に特定建築材料が使用されてい （新設）
るか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その
他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する
施策の実施に努めなければならない。
（地方公共団体の施策）
第十八条の二十五 地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又 （新設）
は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建築材料が使
用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努める
とともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工
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（略）

水銀等の排出の規制等

事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置
を講ずることに努めなければならない。
第二章の四
第十八条の二十六～第十八条の二十九

第二章の四

（略）

水銀等の排出の規制等

第十八条の二十一～第十八条の二十四

（水銀排出施設の構造等の変更の届出）
（水銀排出施設の構造等の変更の届出）
第十八条の三十 第十八条の二十八第一項又は前条第一項の規定に 第十八条の二十五 第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定
よる届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十八第一項第
による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十三第一項
四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、
第四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
、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
なければならない。
出なければならない。
２ 第十八条の二十八第二項の規定は、前項の規定による届出につ ２ 第十八条の二十三第二項の規定は、前項の規定による届出につ
いて準用する。
いて準用する。

（実施の制限）
第十八条の二十八第一項の規定による届出をし 第十八条の二十七

第十八条の二十三第一項の規定による届出をし

（計画変更命令等）
（計画変更命令等）
第十八条の三十一 都道府県知事は、第十八条の二十八第一項又は 第十八条の二十六 都道府県知事は、第十八条の二十三第一項又は
前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に
前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に
係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十
係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十
八条の二十七の排出基準（以下この章において「排出基準」とい
八条の二十二の排出基準（以下この章において「排出基準」とい
う。）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
う。）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、その届出に係る水
六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水
銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方
銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方
法に関する計画の変更（前条第一項の規定による届出に係る計画
法に関する計画の変更（前条第一項の規定による届出に係る計画
の廃止を含む。）又は第十八条の二十八第一項の規定による届出
の廃止を含む。）又は第十八条の二十三第一項の規定による届出
に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることがで
に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることがで
きる。
きる。
（実施の制限）
第十八条の三十二
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（略）

た者又は第十八条の三十第一項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、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係
る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理
の方法の変更をしてはならない。
第十八条の三十三～第十八条の三十五

（略）

た者又は第十八条の二十五第一項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、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に
係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処
理の方法の変更をしてはならない。
第十八条の二十八～第十八条の三十

（略）

（略）

有害大気汚染物質対策の推進

第十八条の三十六～第十八条の三十八

第二章の五

第十八条の三十二～第十八条の三十五

（準用）
（準用）
第十八条の三十六 第十条第二項の規定は、第十八条の三十二の規 第十八条の三十一 第十条第二項の規定は、第十八条の二十七の規
定による実施の制限について準用する。
定による実施の制限について準用する。
２ 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十八第一項又は ２ 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十三第一項又は
第十八条の二十九第一項の規定による届出をした者について準用
第十八条の二十四第一項の規定による届出をした者について準用
する。
する。
３ 第十三条第二項の規定は、第十八条の三十四第一項の規定によ ３ 第十三条第二項の規定は、第十八条の二十九第一項の規定によ
る勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
る勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
（略）

（略）

有害大気汚染物質対策の推進

第十八条の三十七～第十八条の四十
第二章の五

第十八条の四十一～第十八条の四十三

（略）

第十八条の四十

（略）

（地方公共団体の施策）
（地方公共団体の施策）
第十八条の四十四 （略）
第十八条の三十九 （略）
２ 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の四十二の措置を講 ２ 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の三十七の措置を講
ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努める
ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努める
とともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防
とともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防
止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
第十八条の四十五
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第五章

雑則

第五章

雑則

（報告及び検査）
（報告及び検査）
第二十六条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要 第二十六条 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、ばい煙発生施設を
な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を
設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している
設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している
者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発
者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発
生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注
生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注
者、元請業者、自主施工者若しくは下請負人若しくは水銀排出施
者若しくは受注者、自主施工者、特定工事を施工する者若しくは
設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の
水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、
事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生
特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般
施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築
粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事
物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況
に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出
その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施
施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ば
設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置して
い煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場
いる者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じ
に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者
ん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若
、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出
しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場、
者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工
解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、
事の現場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは
事務所その他の事業場若しくは水銀排出施設を設置している者の
事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設
工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施
、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん
設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設
発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物
、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施
件を検査させることができる。
設その他の物件を検査させることができる。
２～４ （略）
２～４ （略）

（適用除外等）
（適用除外等）
第二十七条 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第 第二十七条 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第
一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法（昭和二十九年
一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法（昭和二十九年
法律第五十一号）第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山
法律第五十一号）第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山
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保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の経済産業
保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の経済産業
省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機
省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機
化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は
化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は
水銀排出施設（以下「ばい煙発生施設等」という。）において発
水銀排出施設（以下「ばい煙発生施設等」という。）において発
生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般
生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般
粉じん、特定粉じん又は水銀等（以下「ばい煙等」という。）を
粉じん、特定粉じん又は水銀等（以下「ばい煙等」という。）を
排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで（
排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで（
同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三
同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三
第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む
第一項及び第十八条の三十一第一項において準用する場合を含む
。）、第十一条及び第十二条（これらの規定を第十七条の十三第
。）、第十一条及び第十二条（これらの規定を第十七条の十三第
二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項におい
二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項におい
て準用する場合を含む。）、第十七条第二項及び第三項、第十七
て準用する場合を含む。）、第十七条第二項及び第三項、第十七
条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八
条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八
条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十八から第十八
条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十三から第十八
条の三十二までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は
条の二十七までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は
鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
２ 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（ ２ 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、第六条
以下この条において単に「行政機関の長」という。）は、第六条
、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第
、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第
十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十
十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十
六第二項において準用する場合を含む。）、第十七条の五、第十
一第二項において準用する場合を含む。）、第十七条の五、第十
七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十八又は第十
七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十三又は第十
八条の三十の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保
八条の二十五の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山
安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若
保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可
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
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
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
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
に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道
項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都
府県知事に通知するものとする。
道府県知事に通知するものとする。
３ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において ３ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において
発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の
発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の
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
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
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は、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、
は、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、
第十八条の八又は第十八条の三十一の規定に相当する電気事業法
第十八条の八又は第十八条の二十六の規定に相当する電気事業法
、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを
、ガス事業法又は鉱山保安法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。
要請することができる。
４ （略）
４ （略）
５ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について ５ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について
、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の
、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の
四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は第十八条の三十
四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は第十八条の二十
四第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令
九第一項の規定による勧告若しくは同条第二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
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。
ればならない。

第六章
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項 第三十三条

罰則

第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項

罰則

（環境大臣の指示）
（環境大臣の指示）
第二十八条の二 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被 第二十八条の二 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被
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
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三十一条第一項の政令で定める市（特別区
、都道府県知事又は第三十一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
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。
ことができる。
一 第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条
一 第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条
第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八
第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八
、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の
、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の
十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一
十一、第十八条の十六、第十八条の十九、第十八条の二十六、
、第十八条の三十四第二項並びに第二十三条第二項の規定によ
第十八条の二十九第二項並びに第二十三条第二項の規定による
る命令に関する事務
命令に関する事務
二 第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四
二 第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の二十九
第一項の規定による勧告に関する事務
第一項の規定による勧告に関する事務
三～六 （略）
三～六 （略）
第六章
第三十三条
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、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十
一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による
命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。

、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十
一、第十八条の二十六又は第十八条の二十九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。

第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の
反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
する。
一 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したと
一 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
き。
二 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条
二 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、第十八条
の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したと
の十九又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
き。
２ 過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為 ２ 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又
をした者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
は三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役
為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
又は三十万円以下の罰金に処する。
。
一 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七
一 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七
条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条
条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条
の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第
の十五第一項、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十五
一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に
二 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に
違反したとき。
違反した者
第十八条の十九の規定に違反したとき。
（新設）
三

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
罰金に処する。
一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しく
一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しく
は第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十
は第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十
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八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をしたとき。
二 第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の
三十二の規定に違反したとき。
三 第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせ
ず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をしたとき。
五 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。

八条の二十四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をした者
二 第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の
二十七の規定に違反した者
三 第十六条又は第十八条の三十の規定に違反して、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
（新設）

四 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避した者

第三十七条 第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第 第三十七条 第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第
十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十
十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十
六第二項において準用する場合を含む。）又は第十八条の十七第
一第二項において準用する場合を含む。）又は第十八条の十五第
二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万
二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万
円以下の過料に処する。
円以下の過料に処する。
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