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� 01 �　環境法体系　　3

⑴ 法条例等の分類
国が制定・発効する法律・命令等について表 1にまとめた。条例，規則は地方自

治体が制定し，協定は企業と地方自治体等との間で交わされる。廃棄物に関する法条
例等を例に示した。

⑵ 環境法体系
図 1には現時点における主な環境法とその体系を示した。平成 5年に制定された

環境基本法が最上位に位置し，その下に各種の規制法がある。75 種類の法律は比較
的重要で，しかもかなり多くの業種に関係していると思われるものを記載した。

表 1　法条例等の分類例

分類 制定等 法条例等の例

法律 国会の議決により制定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭 45，法 137）

命　

令

政令 内閣が制定する命令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（昭 46，政令 300）

総理府令＊ 総理大臣が発する命令 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定め
る省令（昭 48，総令 5）

省令 各省大臣が発する命令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
（昭 46，厚生省令 35）

告示 国，地方公共団体が出す通知 環境大臣が定める産業廃棄物
（平 9，厚告 259）

通達 上級機関が所管の機関等に対して
発する指示の通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴
う留意事項（昭 46，環整 45）

条例 地方公共団体が法令の範囲内で議
会の議決により制定する

東京都廃棄物条例
（平 4，条例 140）

規則 地方公共団体が出す命令 東京都廃棄物規則（平 5，規則 14）

協定 地方公共団体と企業等が協議して
決定する

＊�平成 13�年中央省庁再編により総理府は内閣府に改組され，それに伴い総理府令は政令，環境省令
に移行した。例えば表に示す「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」は，昭和 48�
年の制定では総理府令で出されたが，その後の改正では環境省令となっている。

Chapter

環境法体系及び最近の環境法動向1
環境法体系01
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4　Chapter 1　�　環境法体系及び最近の環境法動向

公害防止管理者法　環境教育促進法　
グリーン購入法　環境配慮促進法　工場立地法
環境影響評価法　生物多様性基本法

地球温暖化対策推進法　フロン排出抑制法　
新エネルギー法　省エネルギー法　建築物省エネ法
エネルギー政策基本法　再生可能エネルギー特措法
省エネ・省資源事業活動促進法　オゾン層保護法　
電気事業者新エネ法　海洋汚染防止法

廃棄物処理法　特定産業廃棄物法　PCB処理法
特定有害廃棄物法　資源有効利用促進法
産業廃棄物処理特定施設法　
放射性物質汚染対処特措法　
容器包装リサイクル法　食品リサイクル法　
家電リサイクル法　自動車リサイクル法
建設リサイクル法　電気事業法（PCB関連のみ）

大気汚染防止法　自動車NOx・PM法　
悪臭防止法　騒音規制法　振動規制法　　
スパイクタイヤ粉じん法　オフロード法　
ダイオキシン類対策法

環
境
一
般

地
球
環
境

リ
サ
イ
ク
ル
・
廃
棄
物

循
環
社
会
基
本
法

憲
法

環
境
基
本
法

大
気
・

騒
音
・
振
動

水
・
土
壌
・

農
薬

水質汚濁防止法　湖沼法　瀬戸内法　浄化槽法　
下水道法　工業用水法　ビル用水法　
土壌汚染対策法　有明海・八代海再生法　
農薬取締法　肥料取締法　農用地法　水道法　

化
学
物
質

労
働
安
全
衛
生

そ
の
他

化審法　PRTR法　毒劇法　消防法　
高圧ガス保安法　一般高圧ガス保安規則　
有害物質含有家庭用品法

労働安全衛生法　特化則　粉じん則　有機則　　
鉛則　電離則　酸欠則　事務所則　ボイラー則　
石綿則　作業環境測定法　
騒音障害ガイドライン　SDS　ビル管法　
放射線同位元素法　放射線障害予防法　
公害犯罪処罰法　公害健康被害補償法

図 1　環境法令体系
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� 02 �　最近の環境法動向　　5

⑴ 大気環境
①環境状況�
2017 年度の微小粒子状物質（PM2.5）の地域別の環境基準達成率の傾向をみると，

関東地方，関西地方の主に都市部や，中国・四国地方の瀬戸内海に面する地域，九州
地方では依然として低い地域がある。また，光化学オキシダント濃度に上昇（酸の低
下）の兆候が見られる。
②法規制状況�
大気汚染防止法において，水俣条約に伴う水銀排出施設として，石炭火力発電所，

産業用ボイラー，廃棄物焼却施設等が指定され，設置時の届出，排出基準の遵守・測
定などが義務付けられた（平成 30（2018）年 4月 1日施行）。

⑵ 水・土壌環境
①環境状況
2017 年度では，水質汚濁に係る環境基準のうち，人の健康の保護に関する環境基

準（健康項目）達成率は，公共用水域で 99.2％（2016 年度は 99.2％）で，生活環境
の保全に関する環境基準（生活環境項目）のうち，有機汚濁の代表的な水質指標であ
るBOD又は CODの環境基準達成率は，89.0％（2016 年度 90.3％），閉鎖性海域の海
域別の COD の環境基準達成率は，東京湾は 63.2％，伊勢湾は 43.8％，大阪湾は
66.7％，大阪湾を除く瀬戸内海は 74.3％となっている。
②法規制状況
⒜水質汚濁防止法
一部の業種について，ほう素，ふっ素，硝酸性窒素・亜硝酸性窒素についての暫

定基準が延長された。（例：電気めっき業（ほう素，ふっ素），金属鉱業（ほう素））
⒝土壌汚染対策法
1�　特定有害物質に「トランス -1,2- ジクロロエチレン」が追加され，現行の「シ
ス -1,2- ジクロロエチレン」とあわせた「1,2- ジクロロエチレン」として指定さ
れた（2019 年 4 月 1 日施行）。
2�　有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査において，一次的免除中や
施設操業中の事業場における 900m2 以上の土地の形質の変更や搬出時の届出が
義務化された。
3�　土壌汚染状況調査では，新たに汚染除去等計画の提出が義務付けられた。
　2，3ともに，平成 31（2019）年 4月 1日施行

⑶ 廃棄物関係
①環境状況
2017 年度のごみの総排出量は 4,289 万トン（920g/ 人・年）で，このうち，最終的

最近の環境法動向02
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6　Chapter 1　�　環境法体系及び最近の環境法動向

な総資源化量は 868 万トン，最終処分量は 386 万トンで，一般廃棄物最終処分場の残
余年数は 21.8 年である。一方，産業廃棄物の 2016 年度の排出量は 3.87 億トン（前年
度比 415 万トン減少），そのうち 53%が再生利用量，3%が最終処分量，残りの 44%
は減量化量である。産業廃棄物の最終処分場の残余年数 16.7 年となっている。
②法規制状況
1�　水俣条約（2017 年 8 月 16 日発効）への対応として，廃水銀等，水銀使用製品
産業廃棄物，水銀含有ばいじん等に対し規制が設けられた。（平成 28（2016）年
4月 1日施行）
2�　排出事業者が自らの産業廃棄物を処理する場合に，都道府県知事の認定によ
り相互に親子会社間で一体として産業廃棄物を処理できる特例が新設された。
（平成 30（2018）年 4月 1日施行）

⑷ 地球温暖化関係
①環境状況
人間活動の拡大に伴ってCO2，メタン等の温室効果ガスが大量に大気中に排出され

ることにより地球温暖化が問題になっている。また，特定フロン（クロロフルオロカー
ボン（CFC），�ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）），ハロン，臭化メチル等
の化学物質によって，オゾン層の破壊は今も続いている。わが国でのHFC（ハイド
ロフルオロカーボン）の機器廃棄時の回収率は 35%程度と低い。
②法規制関係
⒜省エネルギー法（以下の改正は，平成 30（2018）年 12月 1日施行）
1�　従来の企業ごと評価制度に対し，「連携省エネルギー計画」の認定を受けた者
が，連携省エネの省エネ量を企業間で分配して定期報告できる制度が新設され
た。
2�　グループ企業が一体的に省エネ取組を行うことについて認定を受けた場合の
親会社による省エネ法の定期報告等の一体的な履行が制度化された。
3　同様の制度は，荷主を含む輸送業者にも制定された。
4�　荷主として，ネット小売業者等の所有権を持たないが契約等で輸送方法を決
定できる者も，新たに「荷主」に指定され，また，到着日時等を指示できる荷
受側を「準荷主」と位置付けられた。

⒝フロン排出抑制法（以下の改正は，令和元（2019）年 6月 5日公布）
1�　第一種特定製品廃棄等実施者がフロン類を第一種フロン類充塡回収業者への
引渡し義務の違反に対し直罰とされた。
2�　第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類
の引渡しに関する書面（回収依頼書）の交付義務と保存義務違反に対する罰則
が設定された。
3�　第一種特定製品を廃棄物・リサイクル業者等に引渡す際に，第一種特定製品
廃棄等実施者に対し引取証明書の写しの交付が義務付けられた。
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26　Chapter 4　�　環境一般関連法

⑴ 法の目的（法 1）
環境保全について基本理念を定め，国や事業者等の責務を明らかにし，環境保全

の施策の基本事項を定めることにより，1環境保全に関する施策を総合的，計画的に
推進し，2現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに，3
人類の福祉に貢献することを目的としている。

⑵ 環境保全についての基本理念
①環境の恵沢の享受と承継等（法 3）
現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し，将来に継承

②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等（法 4）
社会経済活動その他の活動による環境負荷の可能な限りの低減，全ての者の公平

な役割分担の下，環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築。

�この法律のポイント
この法律は，ブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミットの翌年，1993 年（平
成 5年）に制定された。すべての環境関連法の基本となるものである。

Chapter 4

01 環境基本法

○水質（地下水含む），大気，騒音，土壌，ダイオキシン類

：工場立地法
：公害防止管理者法
：公害健康被害補償法
：公害犯罪処罰法
：消防法，高圧ガス保安法
：労働安全衛生法，有機則，特化則，毒劇法，化審法
：環境影響評価法（アセスメント法）

土地利用等の規制
公害防止体制の整備
被害者の救済
処罰
防災
労働作業環境
環境アセスメント

環境基準

○大気汚染防止法，水質汚濁防止法，騒音規制法，
　振動規制法，悪臭防止法
○オゾン層保護法，化審法，省エネルギー法，
　地球温暖化対策推進法，工業用水法，土壌汚染対策法，
　農薬取締法，ダイオキシン類対策法，フロン排出抑制法
○循環社会基本法，廃棄物処理法，各種リサイクル法，
　PCB処理法

（規制）
排出等

製造等

廃棄等

環境基本法

図 1　環境関連法の概要
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� 01 �　環境基本法　　27
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③国際的協調による地球環境保全の積極的推進（法 5）
我が国の能力を活かし，国際的協調の下で地球環境保全に積極的に推進する。

⑶ 用語の定義（法 2）
①環境への負荷
環境への負荷とは，人の活動によって環境に加えられる影響であって，環境保全

上の支障の原因となるものをいう。
②地球環境保全
地球環境保全とは，人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層破壊の進行，

海洋汚染，野生生物の減少その他地球全体に及ぼす事態に係る保全であって，人類の
福祉と国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
③公害
公害とは，環境保全上の支障のうち，事業活動等の人の活動に伴って生じる相当

範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染，騒音，振動，地盤沈下及び悪臭
により，人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。

⑷ 事業者の責務（法 8）
1　ばい煙，汚水，廃棄物等の処理その他の公害の防止と環境保全
2　廃棄物の適正処理
3　環境負荷低減・再生資源の利用ほか

⑸ 環境の日（法 10）
事業者及び国民の間に広く環境保全についての関心と理解を深め，かつ，積極的

に環境保全活動を進めるため，6月 5日が環境の日として設定された。

⑹ 環境の保全に関する基本的施策
①環境基本計画（法 15）
政府は，環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，環境保全

に関する環境基本計画を定める。2019年 8月現在，第五次環境基本計画を策定。（図2）
②環境基準（法 16）
政府は，人の健康の保護と生活環境保全を目的に，大気汚染，水質汚濁，土壌汚

染及び騒音に関する環境基準を定める。環境基準は行政上の目標であり，事業場に対
する規制ではない。基準の対象となる物質等の例は次のとおりである。

Chapter 4

01 環境基本法
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28　Chapter 4　�　環境一般関連法

⒜大気環境基準

物質
環境上の条件

1 時間値の 1 日平均値（1 時間値，
ただし一酸化炭素は 8 時間値）

物質 環境上の条件
1 年平均値

二酸化硫黄 0.04ppm（0.1ppm） ベンゼン 0.003mg/m3

浮遊粒子状物質（PM） 0.10mg/m3（0.20mg/m3） トリクロロエチレン 0.13mg/m3

光化学オキシダント 　—　（0.06ppm） テトラクロロエチレン 0.2mg/m3

一酸化炭素 10ppm（20ppm） ジクロロメタン 0.15mg/m3

二酸化窒素 0.04 〜 0.06 ppm 又はそれ以下

微小粒子状物質 1 年平均値 15 µg/m3 以下かつ 1
日平均値 35 µg/m3 以下

＊表の値以下であることが定められている（以下⒝⒞⒡同様）。

⒝水質環境基準
項目 基準値（単位：mg/L） 項目 基準値（単位：mg/L）

カドミウム 0.003 ベンゼン 0.01
鉛 0.01 ふっ素 0.8
六価クロム 0.05 ほう素 1
総水銀 0.0005 1.4—ジオキサン 0.05
トリクロロエチレン 0.01（H26.11.17 施行） 1,1—ジクロロエチレン 0.1
ジクロロメタン 0.02 他の項目は省略
＊ 1　人の健康に関する環境基準（表の基準値以下）（有害物質関係の例）
＊ 2 　表に掲げるもののほか，生活環境の保全に関する環境基準として，河川，湖沼及び海域につ

いて，水素イオン濃度（pH），生物化学的酸素要求量（BOD），化学的酸素要求量（COD），浮
遊物質量（SS），大腸菌群数，全亜鉛，全窒素，全りん，n ─ヘキサン抽出物質（油分等）など
の基準値が定められている。

（2018年 4月17日）

１.「地域循環共生圏」の創造
２.「世界の範となる日本」の確立
※①公害を克服した歴史，②優れた環境技術，③「もったいない」など循環の精神や自然と共生する伝統
　を有する我が国だからこそできることがある。
３.これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。

第五次環境基本計画

目指すべき社会の姿 地域資源を活かし，自立・分散型社会の形成・支え合う

都市（資金・人材等の提供）↔農村漁村（自然資源・生態系）

①持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築：再エネ水素等
②国土のストックとしての価値の向上：森林整備・保全，生態系を活用した防災・減災等
③地域資源を活用した持続可能な地域づくり：地域資源・エネルギーを活用，地域における「人づくり」等
④健康で心豊かな暮らしの実現：食品ロスの削減，廃棄物の適正処理の推進，低炭素な住まいの普及等
⑤持続可能性を支える技術の開発・普及：脱炭素化，自動運転、ドローン等の活用による「物流革命」等
⑥国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップの構築：環境インフラの輸出等

第五次環境基本計画における施策の展開→分野横断的な６つの重点戦略

◉気候変動対策：パリ協定を踏まえ、地球温暖化対策計画に掲げられた各種施策等を実施など
◉循環型社会の形成：循環型社会形成推進基本計画に掲げられた各種施策を実施
◉生物多様性の確保・自然共生：生物多様性国家戦略2012-2020に掲げられた各種施策を実施
◉環境リスクの管理：水・大気・土壌の環境保全、化学物質管理、環境保健対策
◉基盤となる施策：環境影響評価、環境研究・技術開発、環境教育・環境学習、環境情報　等
◉東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時の対応：中間貯蔵施設の整備等　など

重点戦略を支える環境政策

図 2　第五次環境基本計画の概要

現場環境法改訂第6版.indb   28 2019/12/04   16:02

sa
m
pl
e



� 01 �　環境基本法　　29

C
hapter  4

⒞土壌環境基準

物質 環境上の条件（mg/L） 物質 環境上の条件（mg/L）

カドミウム 0.01，かつ農用地では，
米 1kg につき 0.4

ジクロロメタン 0.02
クロロエチレン（塩化ビ
ニルモノマー）

0.002
（H29.4.1 施行）

1,4–ジオキサン 0.05（H29.4.1 施行）
鉛 0.01 ベンゼン 0.01
六価クロム 0.05 ふっ素 0.8
総水銀 0.0005 1,2–ジクロロエチレン 0.04（H31.4.1 施行）
トリクロロエチレン 0.03 他の項目は省略

⒟騒音環境基準
地域の種類，時間の区別ごとに基準値が定められている。

⒠ダイオキシン類環境基準
大気 0.6pg–TEQ/m3 以下，水質（水底の底質を除く）1pg–TEQ/L 以下，水底の底

質 150pg–TEQ/g，土壌 1,000pg–TEQ/g 以下

注：TEQ（毒性等価）については，Chapter7-07「ダイオキシン類対策法」⑴参照

⒡地下水環境基準

項目 基準値（mg/L） 項目 基準値（mg/L）
カドミウム 0.003 ベンゼン 0.01
鉛 0.01 ふっ素 0.8
六価クロム 0.05 1,2–ジクロロエチレン 0.04
総水銀 0.0005 1,1–ジクロロエチレン 0.1

トリクロロエチレン 0.03 → 0.01
（H26.11.17 改正）

クロロエチレン（塩化
ビニルモノマー） 0.002

1,4–ジオキサン 0.05
ジクロロメタン 0.02 他の項目は省略

③公害防止計画の作成（法 17）
都道府県知事は，環境基本計画を基本として，次のいずれかに該当する地域に公

害防止計画を作成することができる。
1�　現に公害が著しく公害防止の施策を総合的に講じる必要がある地域
2�　人口，産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがある地域

④環境影響評価の推進（法 20）
国は，土地の形状の変更，工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者

に対し，あらかじめ，その事業の環境への影響を自ら適性に評価し，その結果に基づ
き，その事業に係る環境保全を適正に行うための必要な措置を講じる。
⑤環境の保全上の支障を防止するための規制（法 21）
国は，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，悪臭の原因となる物質の排出，騒音・振

動の発生，地下水採取等について，必要な規制措置（事業者の遵守事項等）を講じな
ければならない。
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64　Chapter 5　�　地球環境関連法

�この法律のポイント
この法律は，地球温暖化の原因物質と考えられている大気中の温室効果ガスの削減を
図るための京都議定書（平成 17年 2月発効）の的確な実施を目的としてきた。温室
効果ガスを排出する全事業者，特に相当程度多く排出する者には温室効果ガスの排出
量の算定と国への報告を義務付けることにより，事業者自らが排出実態を認識し，自
主的取組を促進することを目指す。

省エネルギー法，消防法，フロン排出抑制法，廃棄物処理法，家電リサイクル法，水質汚
濁防止法，大気汚染防止法等

Chapter 5

01
地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律

関連法令

Q1　業種は何ですか。
Q2　特定排出者に該当しますか。
Q3　①�エネルギー起源CO2 の場合，全事業所（連鎖化事業者の事業所を含む）

の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量は 1,500kL 以上ですか。
	 　②�その他の温室効果ガスの場合，常用従業員 21人以上であって，各温室

効果ガスの種類ごとに，すべての事業所における前年度の排出量の合計
がCO2 換算で 3,000t ─ CO2 以上ですか。

Q4　�特定事業所に該当するところはありますか。（エネルギー起源 CO2 で
1,500kL 以上，又はその他の温室効果ガスでCO2 換算 3,000t 以上の事
業所）

Q5　常時使用している従業員は何人ですか。
Q6　�排出量に関する報告書は提出しましたか。締め切りはいつですか。

Question

⑴ 排出量の推移
我が国の温室効果ガス排出量の推移（図 1参照）をみると，温室効果ガスの排出

量は，平成 20（2008）年度に入り減少したが，平成 23（2011）年の東日本大震災に
よる原子力発電施設の停止に伴う火力発電所の稼働増により増加に転じた。しかし，
平成 24（2013）年をピークに減少に転じ，平成 29（2016）年度には平成 17（2005）
年度比マイナス 6.5% までになった。これは，事業者による省エネルギーへの取組と
再生可能エネルギーによる発電の増加が寄与しているとのことである。
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�　01　�　地球温暖化対策推進法　65

⑵ 定義（法 2）
①地球温暖化（法 2⑴）
人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス濃度を増加させ

ることにより地球表面，大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象
②温室効果ガス（法 2⑶）
温室効果ガスとして，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカー

ボン類，パーフルオロカーボン類，六ふっ化硫黄，三ふっ化窒素が定められている。

注：⑾②による排出量算定の対象となる温室効果ガスは，表 1の 8種類である。

③温室効果ガスの排出（法 2⑷）
人の活動により発生する温室効果ガスを大気中に排出，放出，漏出させ，又は他

人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限る）を使用す
ること

Chapter 5

01
地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律

図 1　我が国の温室効果ガス排出量

◉2017年度（確報値）の総排出量は12億 9,200万トン（前年度比－1.2％，2013年度比－8.4％ ，2005 年度比－6.5％）
○実質 GDPあたりの温室効果ガス総排出量は，2013年度以降５年連続で減少。
〇前年度と比べて排出量が減少した要因としては，冷媒分野におけるオゾン層破壊物質からの代替に伴い，ハイドロフルオロ
カーボン類（HFCs）の排出量が増加した一方で，太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大や原子力
発電所の再稼働等によるエネルギーの国内供給量に占める非化石燃料の割合の増加等のため，エネルギー起源の CO2 排
出量が減少したこと等が挙げられる。

〇2013 年度と比べて排出量が減少した要因としては，HFCs の排出量が増加した一方で，省エネ等によるエネルギー消費
量の減少，太陽光発電及び風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼働等によるエネルギーの
国内供給量に占める非化石燃料の割合の増加等のため，エネルギー起源のCO2 排出量が減少したこと等が挙げられる。

〇2005 年度と比べて排出量が減少した要因としては，HFCs の排出量が増加した一方で，省エネ等によるエネルギー消費
量の減少等のため，エネルギー起源のCO2 排出量が減少したこと等が挙げられる。

注１ 「確報値」とは、我が国の温室効果ガスの排出・吸収目録として気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「条約」という。）事務局に正式
に提出する値という意味である。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、今回とりまとめた確報値が再計算され
る場合がある。

注２ 今回とりまとめた排出量は、2017 年度速報値（2018 年 11月30日公表）の算定以降に利用可能となった各種統計等の年報値に基づき排
出量の再計算を行ったこと、算定方法について更に見直しを行ったことにより、2017年度速報値との間で差異が生じている。

注３ 各年度の排出量及び過年度からの増減割合（「2013年度比」）等には、京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量は加味していない。

（出典：環境省，報道発表資料H31年 4月16日確報値）

排出量
（億tCO2換算）

13億8,200万 t

12億7,500万 t

13 億 6,100 万 t
（2005 年度比
-1.6％）

13億 9,600 万 t
（同＋1.0％）

13億 2,400 万 t
（同-4.2％）

12億5,100万t
（同-9.5％）

13億 500万 t
（同-5.6％）

13億 5,600 万 t
（同-1.9％）

13億 9,900 万 t
（同＋1.2％）

14 億 1,000 万 t
（同＋2.0％）

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14

13

12

11

0

12億6,200万 t
［前年度比-1.2％］
＜2013年度比-8.4％＞
（2005年度比-6.5％）

2014 2015 2016 2017

13億 6,200 万 t
＜2013 年度-3.4％＞
（同-1.4％）

13億 2,400 万 t
＜同-6.1％＞
（同-4.2％）

13億 800万 t
＜同-7.3％＞
（同-5.4％）
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66　Chapter 5　�　地球環境関連法

④温室効果ガス総排出量（法 2⑸）
温室効果ガスである物質ごとに，そのガスの排出量に地球温暖化係数（令 4）を乗

じて得た量の合計量をいう。

地球温暖化係数：（　）内の数値は地球温暖化係数（GWP：Global�Warming�Potential）（法 2⑷，令 4）
二酸化炭素（1），メタン（25），一酸化二窒素（298），トリフルオロメタン（14,800），フルオロメタン（92），
パーフルオロメタン（7,390），パーフルオロエタン（12,200），六ふっ化硫黄（22,800）1,2- ジフルオロ
エタン（53），フルオロエタン（12），1,1,1,2,2,3- ヘキサフルオロプロパンHFC-236cb（1,340），1,1,1,2,3,3-
ヘキサフルオロプロパンHFC-236ea（1,370），三ふっ化窒素（17,200）など

⑶ 国の責務（法 3）
大気中の温室効果ガスの濃度変化状況及び気候変動，生態系の状況の把握のため

の観測・監視，温室効果ガス排出抑制の施策の策定及び自ら出す温室効果ガスの排出
抑制，排出量取引への参加，京都議定書の約束の履行措置，国際協力等

⑷ 地方公共団体の責務（法 4）
1　その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制の施策推進
2�　自ら出す温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全・強化の措置
3　事業者，住民に対する温室効果ガス排出抑制のための情報提供など

⑸ 国及び地方公共団体の施策（法 19）
1�　国は，温室効果ガスの排出抑制等の技術に関する知見及び温室効果ガス排出
量に関する情報を活用し，地方公共団体と連携しつつ，温室効果ガスの排出抑
制に必要な施策の推進に努める。
2�　都道府県及び市町村は，地球温暖化対策計画を勘案し，温室効果ガスの排出
抑制のための施策を策定し，その実施に努める。

⑹ 政府実行計画等（法 20）
1�　政府は，地球温暖化対策計画に即して，その事務及び事業に関し，温室効果

表 1　温室効果ガスの種類

温室効果ガスの種類 排出量の報告方法（⑾②参照）
・エネルギー起源二酸化炭素（エネルギー起源CO2） 省エネ法定期報告書により報告＊

・非エネルギー起源二酸化炭素（非エネルギー起源CO2）
・メタン（CH4）
・一酸化二窒素（N2O）
・ハイドロフルオロカーボン類（HFC）
・パーフルオロカーボン類（PFC）
・六ふっ化硫黄（SF6）
・三ふっ化窒素（NF3）

本法の報告書により報告

＊省エネ法の指定を受けていない事業者は，本法による報告書により報告する。
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ガス排出量の削減並びに吸収作用の保全・強化のための計画（以下「政府実行
計画」）を策定する。
2　政府は，毎年 1回，政府実行計画の実施状況を公表する。

⑺ 地方公共団体実行計画等（法 21）
1�　都道府県及び市町村は，地球温暖化対策計画に即して，その事務及び事業に
関し，温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全・強化のための計画（以
下「地方公共団体実行計画」）を策定する。

2�　都道府県並びに指定都市，中核市，特例市（以下「指定都市等」）は，地方公
共団体実行計画において，その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガス
の排出抑制等の施策に関する事項として次に掲げるものを定めること（法 21 ⑶）

　ⅰ）�　太陽光，風力その他の再生可能エネルギー（化石燃料以外のエネルギー）
であって，その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項

　ⅱ）�　温室効果ガスの排出量の少ない製品及び役務の利用等
　ⅲ）�　公共交通機関の利用者の利便の増進，都市における緑地の保全及び緑化の

推進等の温室効果ガスの排出抑制に役立つ地域環境の整備・改善に関する事
項

　ⅳ）�　その区域内における廃棄物の発生抑制の促進その他の循環型社会形成に関
する事項

3�　都道府県及び指定都市等は，地球温暖化対策の推進を図るため，都市計画，
農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出抑制等に関係のある施策に
ついて，地方公共団体実行計画と連携して進めるように配慮する。（法 21 ⑷）
4�　指定都市等は，その実行計画の策定に当たっては，都道府県実行計画及び他
の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性を確保する。（法 21 ⑸）
5�　都道府県及び市町村は，地方公共団体実行計画を策定したときは，遅滞なく，
公表する。（法 21 ⑻）
6�　都道府県及び市町村は，毎年 1回，地方公共団体実行計画の実施状況を公表
する義務がある。（法 21 ⑽）

⑻ 事業者の責務
事業者は，事業活動に関し，温室効果ガスの排出抑制等の措置を講じるように努め，

同時に国，地方公共団体の実施する施策に協力する。（法 5）
①事業活動に伴う排出抑制等（法 23）
事業者は，事業用設備について，温室効果ガスの排出抑制等に役立つものを選択し，

排出量の少ない方法で使用するように努める。
②日常生活における排出抑制への寄与（法 24）
事業者は，国民が日常利用する製品又は役務（以下「日常生活製品等」）の製造，

輸入若しくは販売・提供（以下「製造等」）を行う場合には，その利用に伴う温室効
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160　Chapter 6　�　廃棄物・リサイクル関連法

�この法律のポイント
廃棄物等の発生抑制，循環資源の循環的利用そして適正処分が確保される循環型社会
の実現のために，天然資源の消費を抑制し，環境への負荷をできる限り低減させるこ
とを目指し制定された。

廃棄物処理法，資源有効利用促進法，容器包装リサイクル法，家電リサイクル法，建設リ
サイクル法，食品リサイクル法，自動車リサイクル法，グリーン購入法，消防法，フロン
排出抑制法等

Chapter 6

01
循環社会基本法
循環型社会形成推進基本法

関連法令

Q1　排出者責任とはどのようなことですか。
Q2　拡大生産者責任について説明してください。

Question

⑴ 定義
①循環型社会（法 2⑴）
製品等が廃棄物となることが抑制され，製品等が循環資源となった場合にはその

循環利用が促進され，循環利用が行われない循環資源は適正に処分することにより，
天然資源の消費を抑制し，環境への負荷が低減される社会をいう。
②廃棄物等（法 2⑵）
1　廃棄物
2�　一度使用され，若しくは使用されずに収集され，若しくは廃棄された物品又
は製品の製造，加工，修理若しくは販売，エネルギーの供給，土木建築工事，
農畜産物の生産活動等に伴い副次的に得られた物品

③循環資源（法 2⑶）
廃棄物等のうち有用なもの

④循環的な利用（法 2⑷）
再使用，再生利用及び熱回収をいう。

⑤再使用（法 2⑸）
次に掲げる行為をいう。
1）　循環資源を製品としてそのまま使用すること（修理を含む。）
2）　循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部に使用すること
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⑥再生利用（法 2⑹）
循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること

⑦熱回収（法 2⑺）
循環資源の全部又は一部であって，燃焼できるもの又はその可能性のあるものを

熱を得るために利用すること

⑵ 循環型社会の形成（法 3）
循環型社会の形成は，環境への負荷の少ない健全な社会の発展を図りながら持続

的に発展できる社会の実現を推進するために行わなければならない。

⑶ 原材料，製品等が廃棄物等となることの抑制（法 5）
原材料を効率的に利用すること，製品の場合にはなるべく長期間使用すること等

により，廃棄物等の発生を抑制しなければならない。

⑷ 循環資源の循環的な利用及び処分（法 6）
循環資源は，その処分量を減らし，できるだけ循環的な利用が行われなければな

らない。

Chapter 6

01
循環社会基本法
循環型社会形成推進基本法

図 1　循環社会基本法とその関連法

建設物の解体・再資源化促進

食品廃棄物の排出抑制と再資源化

容器包装の製造・利用業者による再資源化

テレビ等の廃棄物の減量化と
有用部品等の再資源化

建設リサイクル法

食品リサイクル法

グリーン購入法（国が率先して再生品等の調達の推進）

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

自動車リサイクル法

資
源
有
効
利
用
促
進
法

廃
棄
物
処
理
法

（出典：環境省「パンフレット（循環型社会への新たな挑戦）」等より作成）

環
境
基
本
法

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法

【廃棄物の適正処理】
・廃棄物の発生抑制
・廃棄物の適正処理
・廃棄物処理施設の設置規制
・廃棄物処理業者の規制
・廃棄物処理基準の設定等

使用済自動車の再資源化・適正処理

使用済み小型電子機器等からの有用資源の
回収と適正処理

小型家電リサイクル法

【再生利用の推進】
・再生資源のリサイクル
・リサイクル容易な構造等
・分別回収のための表示
・副産物の有効利用の促進 　

〔
個
別
物
品
の
特
性
に
応
じ
た
規
制
〕

（木材、コンクリート、アスファルト）

（びん、ペットボトル、紙製・プラスチック性容器包装等）

（テレビ・冷蔵 /冷凍庫・洗濯機 /乾燥機・エアコン）
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162　Chapter 6　�　廃棄物・リサイクル関連法

⑸ 循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則（法 7）
循環資源の処理についての優先順位が定められた。
1　発生抑制
2　再使用
3　再生利用
4　熱回収
5　適正処分

⑹ 事業者の責務（法 11）
1�　事業者は，原材料等が廃棄物等となることを抑制するとともに，原材料等が
循環資源となった場合には自ら適正に循環的利用を行い，又は利用されない循
環資源については自らの責任において適正に処分する責務がある。（廃棄物の「排
出者責任」を規定）
2�　製品，容器等の製造，販売等を行う事業者は，当該製品，容器等の耐久性の
向上及び修理の実施体制の充実等により当該製品，容器等が廃棄物等となるこ
とを抑制し，当該製品，容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示等により
循環資源となった場合の適正な循環的利用の促進，及びその適正な処分が困難
にならないような措置を講じる責務がある。（リサイクルの「拡大生産者責任」
を規定）
3�　製品，容器等であって，これが循環資源となったものを引き取り，若しくは
引き渡し，又はこれについて適正に循環的な利用を行うこと。
4�　事業者は，その事業活動に際しては，再生品を使用すること等により循環型
社会の形成に自ら努め，国・地方公共団体の施策に協力する。

⑺ 循環型社会形成推進基本計画（法 15）
政府は，循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，循

環型社会の形成に関する施策の基本的な方針，政府が総合的かつ計画的に講ずべき施
策等を定めるものとされ，平成 30 年（2018 年）6月 19 日に第 4次循環計画が閣議決
定された。以下はその概要である。
①持続可能な社会づくりとの統合的取組（環境的側面，経済的側面，社会的側面を統合的に向上）
1�　多種多様な地域循環共生圏形成による地域の活性化（生物多様性の確保，低
炭素化，地域活性化など）
2　ライフサイクル全体での徹底的な資源の循環
3�　適正処理の更なる推進と環境の再生（廃棄物の適正処理，海洋ごみ等への対応）
4　万全な災害廃棄物処理体制の構築（適正・迅速な処理）
5　適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開を推進

②循環分野における基盤整備
「情報の整備」，「技術開発，最新技術の活用と対応」，「人材育成・普及啓発等」を
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挙げている。
③循環型社会の全体像に関する2025年度の指標及び目標（表 1）
④持続可能な社会づくりとの統合的な国の取組
1　地域循環共生圏の形成
2　2R（排出抑制，再使用）ビジネスの促進，評価
3　家庭系食品ロス半減に向けた国民運動
4　高齢化社会に対応した廃棄物処理体制
5　未利用間伐材等のエネルギー源としての活用
6　廃棄物エネルギーの徹底活用
7　マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策
8　災害廃棄物処理事業の円滑化・効率化の推進
9　廃棄物・リサイクル分野のインフラの国際展開

2000 年度 2015 年度 2025 年度目標

資源生産性（万円 /トン） 24 38 49（＋ 102%）
入口側の循環利用率（%） 10 16 18（＋ 8ポイント）
出口側の循環利用率（%） 36 44 47（＋11ポイント）
最終処分量（百万トン） 57 14 13（▲ 77%）

表 1　第 4次循環基本計画目標値
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310　Chapter 7　�　大気・騒音・振動等関連法

�この法律のポイント
この法律は，工場・事業場の事業活動に伴うばい煙，揮発性有機化合物（VOC）及
び建築物の解体等に伴う特定粉じん，その他粉じん等の排出を規制し，さらに自動車
排出ガスの許容限度を定めること等により，大気汚染を防止することを目的に制定さ
れた。

自動車NOx・PM法，オフロード法，騒音規制法，振動規制法，水質汚濁防止法，下水道
法，地球温暖化対策推進法，石綿則，（粉じん則）等

❶定義・対象施設
⑴ 定義（法 2）
①排出口（法 2⒁）�
ばい煙発生施設から排出されるばい煙，VOC排出施設に係るVOC又は水銀排出

施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部を
いう。
なお，ばい煙，粉じん，特定粉じん，特定建築材料，有害大気汚染物質及びVOC

の定義については，それぞれの項を参照のこと

⑵ 適用される施設・作業等 
大気汚染防止法が適用される施設及び作業は，概略以下のとおりである（図 1）。

①ばい煙発生施設（法 2⑵，令 2，令別表第 1）
ボイラー，乾燥機，廃棄物焼却炉，ディーゼル機関，ガスタービン，ガス機関，

ガソリン機関ほか（33 施設）
②一般粉じん発生施設（法 2⑼，令 3，令別表第 2）
一定能力以上のコークス炉，ベルトコンベア及びバケットコンベア，破砕機及び

摩砕機，ふるい（コークス炉以外は鉱石等の用に供するものに限る。）ほか（5施設）
③特定粉じん発生施設（法 2⑽，令 3の 2，令別表第 2の 2）
工場又は事業場に設置される特定粉じん（「石綿」が規定されている）を発生し，

及び排出し，又は飛散させるもののうち，大気汚染の原因となる施設（9施設）

注：石綿の使用等は，H24.1.25 より全面禁止されている。

Chapter 7

01 大気汚染防止法

関連法令
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④特定粉じん排出等作業�（法 2⑾，❸⑴⑥参照）
特定建築材料（❸⑴⑦参照）が使用されている建築物その他の工作物（以下「建

築物等」）の解体及び特定建築材料が使用されている建築物等を改造し，又は補修す
る作業をいう。（令 3の 4）
⑤特定工事�
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（法 18 の 15）

⑥指定物質排出施設
⒜指定物質（法附則9，令附則 3）
ベンゼン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン

⒝指定物質排出施設
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン洗浄施設（空気に接する面積が 3m2

以上のもの），ベンゼンを蒸発させるための乾燥施設（送風機の送風能力 14m3/ 時以
上のもの）ほか（法附則 9，令附則 4，令別表第 6，❺「有害大気汚染物質関連」参照）
⑦揮発性有機化合物（VOC）排出施設�
工場又は事業場に設置される施設で VOC を排出するもののうち，排出される

Chapter 7

01 大気汚染防止法

図 1　大気汚染防止法における対象物質及び関連する対象施設・作業

【対象物】
ばい煙
・硫黄酸化物
・ばいじん
・有害物質（カドミウム，塩素，
　塩化水素，鉛， ふっ素，ふっ化水素，
　窒素酸化物 )

【施設・作業】
ばい煙発生施設

・ボイラー・廃棄物焼却炉・乾燥炉
・ガスタービン・ディーゼル機関
・コークス炉など

【基準等】

排出基準
（施設ごと）

総量規制基準
（工場ごと）・指定ばい煙排出工場以外

指定ばい煙
・硫黄酸化物・窒素酸化物

排出基準
（施設ごと）

VOC（揮発性有機化合物）VOC排出施設

一般粉じん
・一般粉じん発生施設
・特定粉じん発生施設
・特定粉じん排出等作業

構造・使用・管理基準
（施設ごと）

規制基準（工場ごと）
作業基準（排出作業ごと）

指定物質抑制基準

規制

指定物質
ベンゼン，トリクロロエチレン，
テトラクロロエチレン

アンモニア，ふっ化水素，メタノ
ール，塩素等 28物質

特定工場等

粉じん発生施設

特定粉じん
・石綿（アスベスト）

・塗装装置
・乾燥機
・工業製品洗浄施設など

トルエン，キシレン，
アルコール，ベンゼン等

指定物質排出施設

排出基準（施設ごと）水銀水銀排出施設

特定施設 特定物質 事故時の措置
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312　Chapter 7　�　大気・騒音・振動等関連法

VOCが大気汚染（粒子状物質 ,オキシダントの発生原因物質）の原因となるものであっ
て，VOCの排出量が多いために規制が必要なもの（塗装施設，乾燥施設，工業製品
洗浄施設ほか）（法 2⑸，令 2の 3，令別表 1の 2）
⑧水銀排出施設
工場又は事業場に設置される施設であって水銀等を大気中に排出する施設をいう。

（法 2⒀，令 3の 5，則 5の 2）
改正：H27.6.19 公布・H29.8.16 施行

❷ばい煙関連

Q1　法の適用を受ける施設はありますか。
Q2　その種類と規模はどのようなものですか。
Q3　施設の届出はしましたか。届出を確認できる書類はありますか。
Q4　�ばい煙発生施設のばい煙，ばいじん，有害物質等の測定結果を見せてくだ

さい。測定結果は 3年間保存していますか。排出ガス量はいくらですか。
排出基準をクリアしていますか。

Q5　�総量規制指定地域ですか。規制対象物質は何ですか。総量規制基準はいく
らですか。基準をクリアしていますか。

Q6　�公害防止管理者・代理者を設置していますか。何種（第 1種〜第 4種）で
すか。だれですか。公害防止統括者・代理者，公害防止主任管理者・代理
者はだれですか。

Q7　�いままでに，特定物質が多量排出された事故，あるいは「ばい煙発生施設」
の事故により多量のばい煙が排出されたことがありましたか。そのとき，
どんな措置をとりましたか。

Question

⑴ ばい煙関連の定義
①ばい煙（法 2⑴，令 1）
1　硫黄酸化物（SOx）（燃料その他の物の燃焼等により発生するもの）
2�　ばいじん（燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発生する
もの）
3�　有害物質（カドミウム及びその化合物，塩素及び塩化水素，ふっ素，ふっ化
水素及びふっ化けい素，鉛及びその化合物，窒素酸化物（NOx））

②ばい煙発生施設�（法 2⑵，令 2，令別表 1）
ばい煙発生施設を表 1に示す。

③特定工場等�（法 5の 2，令の 2，則 7の 2，則 7の 3）
1�　指定地域において指定ばい煙を排出する工場又は事業場で，（環境省令で定め
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�　01　�　大気汚染防止法　313

表 1　大気汚染防止法ばい煙発生施設一覧（法 2⑵，令別表第 1）

NO. 施設名 規模

1 ボイラー（熱風ボイラー含む。熱源：電気，
廃熱を除く）

・伝熱面積　10m2 以上であるか，
・燃焼能力（重油換算）　50L/ 時以上

2
ガス発生炉及び加熱炉（水性ガス又は油ガス
発生用）

石炭又はコークスの処理能力で，
・20t/ 日以上か，
・�バーナー燃焼能力（重油換算）50L/ 時以上

3 焙焼炉，焼結炉及び煆焼炉（金属精錬・無機
化学工業製造用）

・原料処理能力 1t/ 時以上

4 溶鉱炉，転炉及び平炉（金属精錬用）
5 溶解炉（金属精錬，鋳造用） ・火格子面積　1m2 以上か，

・羽口断面積　0.5m2 以上か，
・�バーナー燃焼能力（重油換算）50L/ 時以上
であるか，

・変圧器定格容量 200kVA以上

6 加熱炉（金属の鍛造，圧延，熱処理用）

7
加熱炉（石油製品，石油化学製品，コールタ
ール製品製造用）

8 流動接触分解装置のうち触媒再生塔（石油精
製用）

触媒に付着する炭素の燃焼能力
200kg/ 時以上

8の2 燃焼炉（石油ガス洗浄装置附属の硫黄回収装置関連）
・�バーナーの燃焼能力（重油換算）　6L/ 時以
上

9 焼成炉及び溶融炉（窯業製品製造用） ・火格子面積　1m2 以上か，
・�バーナー燃焼能力（重油換算）50L/ 時以上
か，

・変圧器定格容量　200kVA以上

10 反応炉及び直火炉（無機化学工業品又は食料
品製造用）

11 乾燥炉（14項，23項のものを除く）

12 電気炉（製鉄，製鋼又は合金鉄若しくはカー
バイド製造用）

・変圧器定格容量　1,000kVA以上

13 廃棄物焼却炉 ・火格子面積　2m2 以上か，
・焼却能力　200kg/ 時以上

14

焙焼炉，焼結炉，転炉，溶鉱炉，溶解炉及び
乾燥炉（銅，鉛又は亜鉛精錬用のもの）

・処理能力　0.5t/ 時以上か，
・火格子面積　0.5m2 以上か，
・羽口面断面積　0.2m2 以上か，
・燃焼能力　20L/ 時以上

15 乾燥施設（カドミウム系顔料又は炭酸カドミ
ウム製造用）

・容量　0.1m3 以上

16 塩素急速冷却施設（塩素化エチレン製造用） ・塩素の処理能力　50kg/ 時以上
17 溶解槽（塩化第二鉄製造用）
18 反応炉（活性炭製造用） ・燃焼能力（重油換算）　3L/ 時以上

19
塩素反応施設，塩化水素反応施設及び塩化水
素吸収施設（化学製品製造用前 3項のものは
除く）

・�塩素（塩化水素は塩素換算量）の処理能力
50kg/ 時以上

20 電解炉（アルミニウム製錬用） ・電流容量　30kA以上

21
反応施設，濃縮施設，焼成炉及び溶解炉（りん，
りん酸，りん酸質肥料又は複合肥料製造用）

・りん鉱石の処理能力　80kg/ 時以上か，
・変圧器定格容量 200kVA以上か，
・燃料燃焼能力（重油換算）50kg/ 時以上

22 凝縮施設，吸収施設及び蒸留施設（ふっ酸製
造用）

・伝熱面積　10m2 以上か，
・ポンプの動力　1kW以上

23

反応施設，乾燥炉及び焼成炉（トリポリりん
酸ナトリウム製造用）

・原料処理能力　80kg/ 時以上か，
・火格子面積　1m2 以上か，
・�バーナー燃焼能力（重油換算）　50L/ 時以
上
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364　Chapter 8　�　水・土壌・農薬関連法

�この法律のポイント
この法律は工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下への浸透を規
制することにより，公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止することを目的に制定さ
れた。

公害防止管理者法，廃棄物処理法，下水道法，浄化槽法，湖沼法，瀬戸内法，PRTR法，
土壌汚染対策法，悪臭防止法，ダイオキシン類対策法，農薬取締法等

関連法令

Chapter 8

01 水質汚濁防止法

Q1　�特定施設はありますか。それは何ですか。排水量はどれくらいですか。
Q2　�特定施設の設置時及び構造等の変更時に届出をしていますか。届出書類を

見せてください。
Q3　�特定施設を設置する工場・事業場（以下「特定事業場」）からの排出水の

放流先は，「公共用水域」あるいは「下水道」のいずれですか（下水道な
らばChapter8-02「下水道法」を参照）。

Q4　公共用水域はどこですか。
Q5　�特定事業場から排出される「排出水」には，どんなものが含まれていますか。

カドミウム等の「有害物質」，COD等の「生活環境項目」がありますか。
Q6　�排出水を処理する処理施設はありますか。どんな施設ですか。処理能力は

どのくらいですか。処理方法は何ですか。
Q7　�処理施設のある特定事業場の出口における排水の性状は「排水基準」をク

リアしていますか。測定値の記録はありますか。3年間保存されていますか。
Q8　�貯油施設等を設置していますか。油の種類は何ですか。油水分離施設はあ

りますか。
Q9　�この地域は「総量規制地域」ですか。特定事業場の排水量は 50m3 以上/

日ですか。規制物質はありますか。規制値はクリアしていますか。汚濁負
荷量の測定方法を届け出ていますか。

Q10　事業場からの排出水は「総量規制基準」をクリアしていますか。
Q11　�特定施設及び貯油施設等が「事故」を起こしたことはありますか。届出

はしましたか。

Question
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�　01　�　水質汚濁防止法　365

⑴ 定義
①公共用水域
公共用水域�とは，河川，湖沼，港湾，沿岸海域，その他公共の用に用いられる水

域（下水道は除く）（法 2⑴）
②特定施設
特定施設�とは，次の1又は2のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する

施設である（後述の表 6参照）。特定施設を設置する工場又は事業場を「特定事業場」
という。（法 2⑵，令別表 1）
1�　カドミウムその他の人の健康に被害を生ずるおそれのある有害物質を一定量

Chapter 8

01 水質汚濁防止法
Q12　�指定事業場ですか。指定施設は何ですか。取り扱っている有害物質又は

指定物質は何ですか。いままでに指定施設の事故はありましたか。
Q13　�有害物質を含んだ排水を「地下浸透」させていませんか。地下浸透は禁

止です。
Q14　�有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設はありますか。それら

施設の床面やその周囲（配管・継手類・フランジ類・バルブ類・ポンプ
類など）は有害物質が地下へ染み込まない構造になっていますか。床面
のひび割れ，配管等の亀裂，損傷，トレンチ等の定期点検をしていますか。
記録を見せてください。

図1　排水規制のしくみ

設置許可
特定施設

（設置の届出）

貯油施設等
（設置の届出）

（消防法，火災予防条例）

（ボイラー等に使用）

排出水

排出水の
測定・記録

①公共用水域
（河川，沿岸海域等）
②地下水域

設置許可

排出基準を遵守

特定施設
の設置

【特定事業場】
＊有害物質
＊n-Hex 抽出物質等

【指定事業場】
＊指定物質
＊有害物質（塩酸等）

指定施設
の設置

＊重油，軽油，
　灯油等

貯油施設等
の設置

廃液処理施設
（例）凝集沈殿装置

事故事故

事故事故

事故事故

漏えい事故
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366　Chapter 8　�　水・土壌・農薬関連法

表 1　水質汚濁防止法における有害物質

NO 有害物質名 NO 有害物質名

１ カドミウム及びその化合物 15 1,2–ジクロロエチレン
２ シアン化合物 16 1,1,1–トリクロロエタン
３ 有機燐化合物 17 1,1,2–トリクロロエタン
４ 鉛及びその化合物 18 1,3–ジクロロプロペン
５ 六価クロム化合物 19 （略称）チウラム
６ 砒素及びその化合物 20 （略称）シマジン

７ 水銀及びアルカリ水銀及びその他の水銀
化合物

21 （略称）チオベンカルプ
22 ベンゼン

８ ポリ塩化ビフェニル 23 セレン及びその化合物
９ トリクロロエチレン 24 ほう素及びその化合物
10 テトラクロロエチレン 25 ふっ素及びその化合物
11 ジクロロメタン

26 アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝
酸化合物及び硝酸化合物12 四塩化炭素

13 1,2–ジクロロエタン 27 塩化ビニルモノマー
14 1,1–ジクロロエチレン 28 1,4–ジオキサン

以上含む汚水若しくは廃液（法 2⑵㈠，表 1参照）
2�　COD（化学的酸素要求量），BOD（生物化学的酸素要求量），SS（粒子状物質）
などに関し，生活環境に被害を生ずるおそれがある程度のもの（生活環境項目）
を含む汚水若しくは廃液（表 2⒝参照）

③有害物質使用特定施設
有害物質使用特定施設とは，「特定施設」のうち，前記②1にある有害物質を製造し，

使用し，又は処理する特定施設をいう。また，「有害物質使用特定施設」を設置する
特定事業場を「有害物質使用特定事業場」という。（法 2⑻）
④指定施設
指定施設とは，有害物質を貯蔵し，若しくは使用し，又は有害物質及び油以外の

物質であって，公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境
に被害を生ずるおそれのある物質（以下「指定物質」という。）（表 3参照）を製造し，
貯蔵し，使用し，若しくは処理する施設をいう。（法 2⑷）
⑤有害物質貯蔵指定施設
有害物質貯蔵指定施設とは，指定施設（有害物質を貯蔵するものに限る）であっ

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をいう。（法
5⑶）（図 2）
⑥指定地域特定施設
指定地域特定施設とは，総量規制が適用される東京湾等の水質改善を図るために，

この地域に設置される特定施設以外の施設であって，処理対象人員が 201 人以上 500
人以下のし尿浄化槽をいう。（法 2⑶，令 3の 2）
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�　01　�　水質汚濁防止法　367

⑦貯油施設等
貯油施設等とは，重油その他の油を貯蔵し，又は油を含む水を処理する施設をいう。

（法 2⑸，令 3の 5）

例：
1）　重油その他の油：原油，重油，潤滑油，軽油，灯油，揮発油，動植物油をいう。（令 3の 4）
2）�　重油その他の油を貯蔵する貯油施設（令 3の 5）：ボイラー用の重油タンク，暖房用タンク等が該当し，
ドラム缶保管場所，タンクローリーの駐車場等は該当しない。

3）�　油を含む水を処理する施設（油水分離施設）：オイルトラップ，グリーストラップ等も該当（H17.2 神
奈川県環境保全協議会法規制調査分科会資料）

⑧排出水
排出水とは，特定事業場から公共用水域に排出される水をいう。（法 2⑹）

⑨汚水等
汚水等とは，特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。（法 2⑺）

⑩特定地下浸透水
特定地下浸透水とは，有害物質使用特定施設を設置する「有害物質使用特定事業場」

から地下に浸透する水で，有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したもの
を含む）を含むものをいう。（法 2⑻）
⑪生活排水
生活排水とは，炊事，洗濯，入浴等，人の生活に伴い公共用水域に排出される水

をいう。（法 2⑼）

⑵ 規制を受ける水
この法律で規制を受ける水の種類は，以下の通りである。
1�　通常，特定施設から公共用水域へ排出又は地下へ浸透をする水（法 12，法 12
の 3）

2　事故時に，公共用水域へ排出又は地下へ浸透する水
　ⅰ）　特定施設の事故に伴う有害物質又は生活環境項目を含む水 （法 14 の 2 ⑴）
　ⅱ）�　指定施設の事故に伴う有害物質又は指定物質を含む水（法 14 の 2 ⑵）（有

害物質貯蔵指定施設を含む（法 5⑶）
　ⅲ）　貯油施設等の事故に伴う重油その他の油を含む水（法 14 の 2 ⑶）

図 2　有害物質貯蔵指定施設の例

（該当する） （該当しない）

（出典：環境省「地下水
汚染の未然防止のための
構造と点検管理に関する
マニュアル」）
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436　Chapter 9　�　化学物質関連法

�この法律のポイント
この法律は，難分解性の性状を有し，かつ人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・
生育に支障がある化学物質による環境汚染を防止するため，新規の化学物質の製造，
輸入に際し化学物質の難分解性などを審査し，製造，輸入，使用などについて必要な
規制を行うために制定された。
全ての化学物質による人の健康や環境への影響を 2020 年までに最小化するという
2002年の環境サミット合意に基づき従来の難分解性の性状を有する化学物質に限定
せず人や動植物に対し被害の懸念があるすべての化学物質が法規制の対象となった。

PCB処理法，大気汚染防止法，水質汚濁防止法，毒劇法，PRTR法，農薬取締法，土壌
汚染対策法，廃棄物処理法，特化則，消防法，労働安全衛生法等

関連法令

Chapter 9

01
化審法
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

Q1　�第 1種特定化学物質の製造・輸入の許可はありますか。その物質は何です
か。

Q2　�第 1種特定化学物質を業として使用する場合に主務大臣への届出をしまし
たか。

Q3　�許可製造者（製造を許可された者）として帳簿を作成し，保存していますか。
Q4　�第 2種特定化学物質又は法施行令第 8条で定める当該物質を使用した製

品を譲渡，提供する場合には，容器，包装又は送り状へ当該物質の「表示」
をしていますか。

Q5　�新規化学物質，監視化学物質を製造し，又は輸入した場合，製造数量・輸
入数量等の届出をしましたか。届出書を確認させてください。有害性の調
査はしましたか。

Q6　�監視化学物質取扱事業者ですか。他の事業者に監視化学物質を譲渡し，又
は提供するとき，その物質に関する名称等の情報を提供していますか。

Q7　�優先評価化学物質を製造又は輸入していますか。その物質は何ですか。毎
年度，物質ごとに，前年度の製造数量又は輸入数量を届け出ていますか。

Q8　�優先評価化学物質取扱事業者ですか。優先評価化学物質を他の事業者に譲
渡し，又は提供するとき，その物質に関する名称等の情報を提供していま
すか。

Question
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⑴ 定義等（法 2）

注：以下，本法において，「経則」とは，経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施
行規則の略である。

①化学物質（法 2⑴）（物質数は，2019年 12月 1日現在のものである。）
元素又は化合物に化学変化を起こさせることにより得られる化合物をいう。

②第1種特定化学物質（33物質）（法 2⑵，令 1）
難分解性，高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質いう。

例：PCB，ポリ塩化ナフタレン，ヘキサクロロベンゼン，ディルドリン，DDT，ビス（トリブチルスズ）
＝オキシド，ペルフルオロ（オクタン -1- スルホン酸）（別名 PFOS），エンドスルファン，ヘキサブロモ
シクロドデカンなど

③第2種特定化学物質（23物質）（法 2⑶，令 2）
高蓄積性ではないが，相当程度の環境残留性があり，人又は生活環境動植物への

長期毒性を有し，環境中で分解しやすい化学物質も含む。

例：トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，四塩化炭素，トリブチルスズ＝クロリドなど

④�監視化学物質（38物質）（法 2⑷，H16.9.22 厚労・経産・環告 7「化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律第 2条第 4項の規定に基づく監視化学物質」）�

難分解性，かつ，高蓄積性があり，人への長期毒性又は生体毒性（高次捕食動物）
が不明な化学物質

例：酸化水銀Ⅱ，シクロドデカン，トリエチルビフェニルなど

⑤�優先評価化学物質（223 物質）�（法 2⑸，H23.4.1 厚労・経産・環告 7「化学物質の審査及び
製造等の規制に関する法律第 2条第 5項の規定に基づく優先評価化学物質」）

知見等からみて，当該化学物質による環境汚染が人の健康被害等を生ずるおそれ
があるか否かを優先的に評価する必要がある化学物質，つまりリスクが十分に低いと
は判断されない化学物質。この物質は，リスク評価を段階的に行い，必要に応じて第
2種特定化学物質に指定される。

優先評価化学物質：ベンゼン，スチレン，トルエン，フェノール，ホルムアルデヒド，二硫化炭素，ヒドラ
ジン，n–ヘキサン，ナフタレン，1,4–ジオキサン，イソプロピルアルコール，アセトン，キシレン，シア
ン化ナトリウム，ホスゲンなど。

Chapter 9

01
化審法
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

Q9　�前年度 1t 以上の一般化学物質を製造し，又は輸入しましたか。その場合，
一般化学物質ごとに，毎年度，前年度の製造数量又は輸入数量を届け出て
いますか。その一般化学物質は何で，数量はどの程度ですか。
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438　Chapter 9　�　化学物質関連法

⑥新規化学物質�（法 2⑹）
この法律において新規化学物質とは下記の物質以外の物質をいう。
既に厚生労働省令・経済産業省令・環境省令で公示された物質，第 1種特定化学

物質，第 2種特定化学物質，優先評価化学物質，通商産業大臣が公示した既存化学物
質名簿に記載された化学物質及び厚生労働大臣，経済産業大臣，環境大臣が公示した
化学物質。
⑦一般化学物質�（法 2⑺）
1　既存化学物質名簿に掲載された化学物質
2　新規公示化学物質
3　旧第 2種及び第 3種監視化学物質
（前記1～3については，優先評価化学物質等の指定を受けた物質を除く）
4�　優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
5　公示される前の判定通知を受けた新規化学物質

⑧特定一般化学物質（法 2⑻）
一般化学物質のうち，次の 1）又は 2）のいずれかに該当するもの
1　ⅰ），ⅱ）のいずれかに該当するもの
　ⅰ）　人への長期毒性があるもの
　ⅱ）�　自然分解性がある場合には，生成した化学物質が人への長期毒性があるもの
2　次のⅰ）又はⅱ）のいずれかに該当するもの

図 1　化審法の法体系

新規化学物質 

上市

事
前
審
査 

一般化学物質

優先評価化学物質 
（223物質）

第二種特定化学物質 
（23物質）

人健康影響・生態影響のリスクあり

第一種特定化学物質  
（33物質）

監視化学物質 
（38物質）

難分解・高蓄積・毒性不明

少量新規
（年間1トン以下）

高濃縮でなく低生産
（年間10トン以下）

中間物等
（政令で定める用途）

低懸念高分子化合物

・製造・輸入許可制（必要不可欠用途以外は禁止）
・政令指定製品の輸入禁止
・回収等措置命令 等

・製造・輸入（予定及び実績）
数量，用途等の届出

・必要に応じて予定数量の変
更命令

・取扱についての技術指針
・政令指定製品の表示 等

・製造・輸入実績数量・詳細
用途別出荷量等の届出

・有害性調査指示
・情報伝達の努力義務

事
前
確
認
等 

有
害
性
や
使

用
状
況
等
を

詳
細
に
把
握 

環
境
中
への 

放
出
を
抑
制 

使
用
状
況
等
を 

大
ま
か
に
把
握 

環
境
中
への 

放
出
を
回
避 

使
用
状
況

等
を
詳
細

に
把
握 

・製造・輸入実績数量，詳細用途等の届出義務

 
 

審査の特例

難分解・高蓄積・人への長期毒性又
は高次捕食動物への長期毒性あり

（およそ28,000物質）

国
が
リ
ス
ク
評
価 ・製造・輸入実績数量，用

途等の届出

・情報伝達の努力義務（特
定一般化学物質のみ）

※物質数は平成31年4月時点のもの

化審法は，新規化学物質の事前審査，上市後の化学物質の製造・輸入数量の把握，有害性情報等に基づくリスク評価，化学物質の有する性
状等（分解性，蓄積性毒性，環境中への残量状況）に応じた規制及び措置を講じる。

（出典：経済産業省）

特定一般化学物質
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　ⅰ）�　継続的に摂取され，又はさらされた場合に生物環境動植物に長期毒性のお
それがあるもの

　ⅱ）�　自然分解性がある場合には，生成した化学物質が生物環境動植物に長期毒
性のおそれがあるもの

例：医薬中間体 0.000001mg/L など

⑨特定新規化学物質（法 4⑷）
新規化学物質であって，特定一般化学物質に該当する毒性を有するもの
改正：H29.6.7 公布・H30.4.1 施行

表 1　化学物質の分類と特性

難分解性・高蓄積性 人・動植物への毒性 備考

第 1種特定化学物質 〇 〇

第 2種特定化学物質 〇 相当広範地域に相当程
度残留

監視化学物質 〇 明らかでない 新規化学物質は除く
優先評価化学物質 無いことが明らかでない 相当程度残留
特定一般化学物質（公示
前は，特定新規化学物質） 〇 環境排出量少

一般化学物質 環境排出量少
（出典：平成 30年 2月 22日　経済産業省「改正化審法の概要について」）

⑵ 化学物質の届出等
①�新規化学物質（法 3，（S49.4.15 厚生省・通商産業省「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出
等に関する省令」）（以下「省令」という。））

⒜製造等の届出
1t 以上の新規化学物質を製造し，又は輸入する者は，あらかじめ，名称その他の

事項を大臣に届け出なければならない。（法 3⑴，省令第 2条）

届出事項：新規化学物質の名称，構造式，物理的化学的性状・成分，用途分類，製造又は輸入開始後 3年
間における毎年の製造予定数量又は輸入予定数量等

用途分類：化学物質の用途について共通の約 50種類の用途分類と約 250 種類の詳細用途分類が設けられ
ていて，新規化学物質では用途分類の届出，監視化学物質は用途分類及び詳細用途分類（例：塗料用溶剤，
塗料用希釈剤，触媒，触媒担体等）を記載する必要がある。
（出典：「監視化学物質，一般化学物質，優先評価化学物質の製造・輸入量等の届出に際する用途分類につい
て」（経済産業省H22.1.4））

ただし，以下の場合には，届け出る必要はない。（法 3⑴）
1　試験研究のために新規化学物質を製造し，又は輸入する場合（法 3⑴㈡）
2　試薬として新規化学物質を製造し，又は輸入する場合（法 3⑴㈢）
3�　予定されている取扱方法等からみて，新規化学物質による環境汚染を生ずる
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504　Chapter 10　�　労働安全衛生法その他関連法

�この法律のポイント
主に危険物及び有害物に限定して解説する。

消防法，PRTR法，毒劇法，特化則，有機則，高圧ガス保安法，化審法等関連法令

Chapter 10

01 労働安全衛生法

Q1　�引火性のものなど危険性のあるものを相手に譲渡又は提供する際，その容
器又は包装に有害性等を表示することになっています。そのようなものは
ありますか。それは何ですか。

Q2　�表示したものを見せてください。「標章」，「注意喚起語」は記載されてあ
りますか。

Q3　�文書の交付が義務付けられている危険物又は有害物を譲渡又は提供したこ
とがありますか。その際，安全データシート（SDS）を交付しましたか。
通知すべき事項はすべて含まれていますか。見せてください。

Q4　�法令の内容や交付された化学物質に関する事項（SDS）を，作業場の見や
すいところに常時掲示していますか。その物質を取り扱う従業員への周知，
あるいは書面の交付はしていますか。現場を見せてください。

Q5　�化学設備，有機則の設備，特化則（プッシュプル型排気装置等）に関係す
る設備等はありますか。それら装置類の設置の際の届出をしていますか（有
機則，特化則を参照）。また，定期自主検査をしていますか。

Q6　�表示対象物及び通知対象物を使用していますか。どの物質を取り扱ってい
ますか。

Q7　�リスクアセスメント等を実施していますか。いつしましたか。統括管理す
る方はだれですか。

Q8　�リスクアセスメントの対象物質を取り扱っている業務は何ですか。その業
務の対象者，作業時間を教えてください。

Q9　�リスクの見積もりをしましたか。どのような情報を入手してリスクの見積
もりをしましたか。

Q10　�リスク低減措置についての検討内容を教えてください。低減措置はいつ
実施しましたか。リスクアセスメントの結果等を労働者に周知しました
か。

Question
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⑴ 定義等（法 2）
①労働災害
労働者が就業する建築物，設備，原材料，ガス，蒸気，粉じん等や作業行動など

で業務上，労働者が負傷し，疾病にかかり又は死亡することをいう。
②化学物質
元素及び化合物をいう。

⑵ 法体系
この法律は，労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則で具体的な適用内容を

定めている。特に，有害物等に関しては以下の特別規則類で規制している。
1特化則（特定化学物質障害予防規則），2有機則（有機溶剤中毒予防規則），3

鉛則（鉛中毒予防規則），4四アルキル鉛中毒予防規則，5粉じん則（粉じん障害防
止規則），6電離則（電離放射線障害予防規則），7事務所則（事務所衛生基準規則）
等

⑶ 有害物に関する規制
①製造等が禁止されている有害物等�（法 55，令 16）（図 1参照）
労働者に重度の健康障害を生ずる物（以下の 8物質及びその製剤又は混合物）を

製造し，輸入し，譲渡し，提供し，使用してはならない。
なお，試験研究のために製造し，輸入し又は使用する場合には，あらかじめ，都

道府県労働局長の許可を受けなければならない。なお，大臣が定める基準に従い製造，
使用することは可能である。
⒜対象物質
1黄りんマッチ，2ベンジジン及びその塩，34─アミノジフェニル及びその塩，

4石綿（石綿分析用試料用，教育用に供される石綿は除く。），54─ニトロジフェニ
ル及びその塩，6ビス（クロロメチル）エーテル，7ベータ─ナフチルアミン及びそ
の塩，8ベンゼンを含有するゴムのりでベンゼンの容量が溶剤の 5 ％を超えるもの，
9前記�2，3，5～7までのものを 1重量％超含有し，又は�4の石綿を 0.1 重量％
超含むもの
②製造の許可�（法 56，令 17，令別表 3）（図 1参照）
労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのあるもので政令で定めるものを製造す

るときは，あらかじめ，厚生労働大臣の許可が必要である。「特定化学物質の第 1類
物質」（令 17，令別表 3㈠「第 1類物質」）が該当する。
⒜対象物質（7物質及びその製剤又は混合物）
1ジクロロベンジジン及びその塩，2アルファ–ナフチルアミン及びその塩，3塩

素化ビフェニル（PCB），4オルト–トリジン及びその塩，5ジアニシジン及びその塩，
6ベリリウム及びその塩，7ベンゾトリクロリド，8前記�1～�6のものを 1重量％
超含有し，又は�7を 0.5 重量％超含有する製剤その他のもの（合金では，ベリリウム

Chapter 10

01 労働安全衛生法
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506　Chapter 10　�　労働安全衛生法その他関連法

を 3重量％超含有するもの）
以下の③表示対象物，④⒜ SDS交付対象物質，⑦⒝リスクアセスメント対象物質は，

全く同じ 673 物質がその対象物質である。③と④⒜の物質はその裾切値が異なり，⑦
⒝は④⒜に同じ裾切値である。

例：表示対象物質（通知対象物質）
・アセトン及び 1％以上含有する製剤・混合物（通知対象物質の裾切値：0.1％）
・トルエン及び 0.3％以上含有する製剤・混合物（通知対象物質の裾切値：0.1％）
・塩化水素及び 0.1％以上含有する製剤・混合物（通知対象物質の裾切値：0.1％）
・硝酸及び１％以上含有する製剤・混合物（通知対象物質の裾切値：１％）

③表示等�（法 57，令 18，則 30）（図 1参照）
爆発性の物，発火性の物，引火性の物その他労働者に危険を生ずるおそれのある

物若しくはベンゼン，ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるお
それのあるもので，以下の⒜1に定める物（666 物質）及び⑶②⒜に定める物（7物質）
の合計 673 物質を容器に入れ，又は包装して，譲渡し，又は提供する者は，容器又は
包装（容器に入れ，かつ，包装して譲渡，又は提供するときは「容器」）に，⒝の事
項を表示しなければならない（法 57 ⑴，則 32）

譲渡：所有権が移る状態，提供とは所有権は移らない状態

⒜対象物質：673物質

表示対象物の範囲が拡大された。（法 57，令 18 の 2，則 30）（図 1参照）
改正：H29.8.3 公布・H30.7.1 施行

図 1　労働安全衛生法別表第 9の位置づけ

【物質数H30.8.1 以降】
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（令別表第9）
663物質

H29.3.1：663物質
H30.7.1：673物質

重度の健康障害あり
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ＰＣＢ等
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（注）特別規則：特定化学物質障害予防規則及び有機溶剤中毒予防規則という。
（出典：厚生労働省「改正労働安全衛生法の概要」等から作成）

新規化学物質
年間約1,000件
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C
hapter  10

�　01　�　労働安全衛生法　507

1 　令別表第 9に掲げる物（「通知対象物」）（純物質として適用除外となるもの 20
物質及び混合物は適用除外）（666 物質）
2 　令別表第 9に掲げる物を含有する製剤その他の物で，厚生労働省令で定める
物
3�　令別表第 3第 1 号 1 から 7 までに掲げる物（「表示対象物」）を含有する製剤
その他の物で，厚生労働省令で定めるもの（7物質）（⑶②参照）

注：1）で適用除外とされる物は，純物質であって，譲渡又は提供の過程（運搬や貯蔵）において固体以外
の状態にならず，かつ，粉状にならず，危険性又は皮膚腐食性がない物以外の物（例：つまり，液体や気体
になったり，粉状に変化したりしないものをいう）
純物質として適用除外となるもの：イットリウム，インジウム，カドミウム，銀，クロム，コバルト，すず，
タリウム，タングステン，タンタル，銅，鉛，ニッケル，白金，ハフニウム，フェロバナジウム，マンガン，
モリブデン又はロジウムの担体，アルミニウム
なお，イットリウム化合物，インジウム化合物，カドミウム化合物，水溶性銀化合物，クロム化合物，コバ
ルト化合物，スズ化合物，水溶性タリウム化合物，水溶性タングステン化合物，タンタル化合物，銅化合物，
無機鉛化合物，ニッケル化合物，白金水溶性塩，ハフニウム化合物，無機マンガン化合物，モリブデン化合
物及びロジウム化合物の純物質については，適用除外とはされていない。
H27.6.10 公布・H28.6.1 施行

混合物としての適用除外となるもの：ラベル表示の対象物を含有する製剤（混合物）のうち，運搬中及び貯
蔵中において固体以外の状態にならず，かつ，粉状（0.1mm以下の粒子）にならない物はラベル表示の適
用除外となる。具体的には，鋼材，ワイヤー，プラスチックのペレットなど（ただし，施行令別表第 1の
危険物，可燃性の物等爆発性・火災の原因となるおそれのある物，皮膚腐食性のある酸化カルシウム，水酸
化ナトリウム等を含む製剤等は除く。）ただし，SDSの交付は必要である。
H27.6.10 公布・H28.6.1 施行　H28.2.24 公布・H29.3.1 施行

また，⒜の対象物質を容器又は包装へ表示する方法以外の方法で譲渡又は提供す
るときは，下記⒝の事項を記載した「文書」を交付すること。（法 57 ⑵）
さらに，研究開発のようなサンプル提供の際に表示対象物を含有していれば，GHS

分類が記載されたラベル（⒝参照）を提供する必要がある。

注：一般消費者の生活の用に供される製品は除く。
例：1）薬事法で定める医薬品・医薬部外品及び化粧品，2）農薬取締法で定める農薬，3）取扱いの過程で
固体以外の状態にならず，かつ，粉状又は粒状にならない製品，4）対象物が密閉された状態で取り扱われ
る製品

⒝表示すべき事項（ラベル）（則 32，則 33）
　1�　名称，成分

注：成分についてはH28.6.1 付けで表示義務はなくなったが，表示することが望ましいとされた。

　2　標章（JIS�Z�7253 に定める絵表示）（⑶，図 2参照）
　3　注意喚起語（「危険」又は「警告」）（則 33 ㈡）
　4　安定性・反応性（則 33 ㈢）
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【B】

BOD��368

【C】

COD��368

【G】

GHS��508
GWP��135

【K】

K値規制��315

【N】

NEDO��126

【P】

PCB汚染物��170
PCB 使用部品��168
PCB 処理物��170
PCB の用途��246
PCB 廃棄物��244
PCB 廃棄物処理計画��247
PRTR�の届出��452

【R】

Recycle��261
Reduce��261
Reuse��261
RPS 法��130

【S】

SDS��511
SDS 交付義務��456
SDS 交付対象物質��509
SDS 制度��508
SDS において記載すべき事項��457
SDS の掲示等��510
SDS の実例��459
SDS の提供��452

SOx 排出基準��315

【T】

TCDD��357
TDI��357
TEF��357
TEQ��357

【V】

VOC��323,�325
VOC排出施設��310,�323

【W】

WDS��200

【あ】

アイドリングストップ��335,�339
悪臭原因物��341
悪臭の測定��344
圧縮水素��492
圧縮天然ガス��492
安全データシート��511
安定型産業廃棄物��188

【い】

硫黄酸化物��312
硫黄酸化物に係る基準��314
維持修繕工事��225
委託確認書��145
委託契約��195,�196,�306
委託契約書に添付すべき書面��199
委託契約書の保存期間��199
一次エネルギー消費量��115
一次マニフェスト��201
一律排水基準��368
一酸化炭素��540
一般化学物質��438,�441
一般廃棄物��164
一般廃棄物収集運搬基準��177
一般廃棄物処分・再生基準��177
一般廃棄物処理基準��177

索引
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552　索引

一般廃棄物処理施設��178
一般廃棄物の処理��175
一般排出基準��315
一般粉じん��319
一般粉じん発生施設��33,�35,�310,�319
移動量��454
医薬品��460
医薬部外品��460,�461
引火性液体��470
飲食料品製造業��18

【う】

請負契約��225
請負代金相当額��225
上乗せ基準��316,�368
運搬車に備える書面内容��185
運搬車への表示内容��184
運搬受託者��424
運搬方法の技術上の基準��487
運搬容器の技術上の基準��485

【え】

エアコンディショナー��133
A 基準��376
液圧プレス��355
液化アンモニア��492
液化塩素��492
液化酸素��492
液化石油ガス��492
エネルギー消費原単位��80
エネルギー管理員��89,�93,�94
エネルギー管理企画推進者��89
エネルギー管理士免状��92
エネルギー管理者��89
エネルギー管理者の選任��92
エネルギー管理統括者��89
エネルギー供給事業者��125
エネルギー使用者等��125
エネルギー使用状況報告書��88
エネルギー消費機器等��110
エネルギー消費機器等製造事業者等��111
エネルギー消費効率��111,�112
エネルギー消費性能��110,�111,�114

エネルギー消費性能基準��115

【お】

応急措置等��487
オーラミン等��523
オキシダント��323
屋外タンク貯蔵所��487
屋外貯蔵所��488
屋内タンク貯蔵所��488
屋内貯蔵所��487
汚水等��367
汚水等排出施設��32,�34
汚染状況重点調査地域��260
汚染除去等の措置の種類��419
汚染土壌処理業者��423
汚染土壌の運搬車��423
汚染土壌の運搬に関する基準��423
汚染土壌の処理の委託��423
汚染土壌の調査��413
汚染土壌の搬出等��422
汚染の除去等の措置��419
オゾン層破壊物質��156
オゾン層破壊��27
汚濁負荷量��378
汚濁負荷量の測定回数��380
乙種危険物取扱者��479
汚泥��165,�172
汚濁負荷量��399
汚濁負荷量測定手法の届出義務��380
卸・小売業��22
温室効果ガス��42,�65
温室効果ガス総排出量��66
温室効果ガスの排出抑制��67
温室効果ガス排出量��66
温水ボイラー��542,�543
温度��540

【か】

カーエアコン��133
回収依頼書��144
回収証明書��149
回収量��150
解体工事業者��288
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