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都民の健康と安全を確保する環境に
関する条例(環境確イ呆条例)

【尽,.*キ、く工場條棚俵第り.麺・狸等如.】
工場設蓬認可申請

条例別表第Nこ掲げる工場を設置(新股)しょうとするとき、工事開始の釦日前に認可申

繭の必要があります。""
2

工場変更認可申請

認可工場の施設を増設、改築など変更しょうとするとき、t事開始の釦日前に認可申請
の必要があります。

3

工事完成届

工場設置又は工場変更の認可を受けたとき、設楓又は変更工事完成後15H以内に届
出の必要があります。

4

工場現況届

条例別表第8に掲げる工場を股置しているとき、値近の認可を受けた日から3年経過す
るごとに30H以内に届出の必要があります。

5

工場串故届

事故により工場から公害を発生したとき届出の必要があります。
6

工場氏名等変吏届およぴ廃止届

工場股椴者の氏名、住所、工場の名称、所在地の変更があったとき、又は工場を廃止し

たとき、その日から30日以内に届出の必要があります。
7

工場承継届

工場を譲り受け、惜り受け、相続又は合併又は分割したとき、その日から30U以内に届

出の必要があります。

定格出力の合計力辺2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作

業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造にっいては、同一の工場に
おいて一年以上行うものに限る。)

2

定格出力の合計力町75キロワット以上22キロワット未満の原動機を使用する物品
の製造、加工又は作業で次{こ掲げるものを常時行う工場

(1)技縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被糧又は製袋
(2)印刷Xは製本

③印刷用平版の研磨又は活字の鋳造

④金属の打抜き、剛絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
(5)金補やすり、針、釘、鋲父は飢那求の製造

(6)ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加.エ
(フ)金属箔又は金属粉の製造

(8)つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
(9)木材、石材若しくは介成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断

(1ω
(11)
住2)
(13)
(14)

動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成枯"旨(エボナイト
及びセルロイドを含む。)の研磨
ガラスの研磨又は砂吹き
レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコン
クリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
魚肉又は食肉錬製晶の製造又は加工

液体燃料用のバーナーの容量が一時問当たり20りツトル以上又は火格子而積が
0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工

3 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
(1)金属線材(管を含む。)の引抜き
(2)電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断

(3)厚さ0.5ミリメートル以上の金属材っち打'ち加工又は電動若しくは空気動工具を
使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち

(4)ショットプラスト又はサンドプラストによる金属の表面処理
(5)塗料・、染料又は絵具の吹付け

(田乾燥抽又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は葹縁紙布の製造
(フ)溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
(8)ドライクリーニング
(9)テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造

(1ω石炭、亜炭、アスファル 1＼木材若しくは樹脂の乾りゅう又は夕ールの蒸りゅう
若しくは精製
(11)たん白質の加水分解
(12)合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

(13)石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、
陶磁器、人造砥石又はるつぽの製造
(14)電気分解又は電池の製造

住5)床面積の合引'が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音
器、警報器その他これらに類する音瓣機器の組立て、試験又は洲整

(16)ガス機関、石紬機関その他これらに類する機関の試験又は鯛整
Q7)発電の作業

a8)金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
(19)金属の鍛造、圧延又は熱処理
(2ω溶剤を用いる塗料の加熱乾燥

(2D 塗料・、顔料若しくは合成染料又はこれらの中問物の製造
伐2)印刷用インク又は絵具の製造

(23)アスファルト、コールタール、木夕ール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを
原材料,とする物品の製造
伐4)電気用力ーポンの製造
(25)墨、懐炉灰"又はれん炭の製造
(26)動物質臓器又は排せつ物を原制・とする物品の製造
(2力油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
(2幻肥料の製造

(29)ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工

(3のほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
(31)セメント、生石灰、消石灰又は力ーバイトの製造

(32)硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製

(33)ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリ
ウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナ 1、りウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫
酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スル
ホン酸アンモニウム、鮓酸、安恵、霄酸又はタンニン酸の製造又は精製
(31)有機薬品の合成

(35)火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が一時問当たり50キログラム以上の焼却
炉を使用する廃棄物の焼却

(36)抽缶その他の空き缶の再生

(37)金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
(38)鉛、水銀又はこれらの化合物を原判・とする物品の製造

(39)羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊継の染色若しくはi興白又はj'1,苗の芽色

(40)紙又はパルプの製造
(41)写真の現像

q2)有害ガスを排出する物の製造又は加工

q3)有害物質を排出する物の製造又は加工

【.゛.場".釜子,定候場峰"別表第鋤0"置度更*】
指定作業場設置届

条例別表第2に掲げる指定作業場を設置しょうとするとき、工事開始の3、0日前まで
2

に届け出の必要があります。
指定作業場変更届

届出済指定作業場の施設を増設、改築など変更しょうとするとき、工事開始の30日

前までに届出の必要があります。
3

指定作業場氏名等変更届およぴ廃止届

指定作業場設遣届出者の氏名、住所、指定作業場の名称、所在地の変更があったとき、
又は設置してある指定作業場を廃止したとき、その日から30日以内に届出の必要が
あります。

4

指定作業場承継届

指定作業場を譲り受け、借り受け、相続又は介併又は分割したとき、その嘉から30
H以内に届出の必要があります。

・:・

大気汚染防止法にもとづく「ばい煙発生施ヨ剣の届出

ポ'イラー(伝熱而積が101寸以上であるか、又はバーナーの炊井斗の燃焼能力が重ⅧH門
算1貯問当り50リ'ソトル以上) Xは廃棄物焼却炉(火格子面糠が2金以上であるか、
又は焼却能力が1狩閥当り2001屯以上であるもの)などの施設を韮ル遣する堺厶は、エ
東開始の60Π前までに届出の必要があります。

その他の届出として、ぱい煙発生施股の構造等の変更の届出(「工事開始の60日市D
又は氏名の変更、所在地の変更、承継、廃止などがあったときは、二のHから30n以
内に届出の必要があります。

1一

(1)
(2)
(3)
(4・)

(5)
(6)

レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。)
自動車駐車場岫動車等の収容能力が20台以上のものに限る。)
自動車夕ーミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限
る。)
ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安
規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第23号に規定する設備を有する事、業所
をいう。)
自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、
古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消
毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、
会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に
係るものを除く。)

(フ)

(8)
(9)
(1ω
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
a6)
(17)
a8)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
伐4)
(25)

廃棄物の積替え場所又は保管場所'(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(昭和妬年法律第137号)第7条第1項及び第6項、第14条第1項及び第
6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公
共団体が設置するものに限る。)
セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
材料・債場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律("召和23年法律第140号)第1条第3項に
規定する死亡獣畜取扱場をいう。)
と畜場
畜舎(豚房の船面積力弓0平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこ
れらの合計而積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が千羽以上のものに限る。)
青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
工業用材料・薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有筈ガスを使用する食物の燥蒸場
めん類製造場

豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)
洗濯施設を有する事業場
廃油処理施設を有する事業場
汚泥処理施設を有する事業場
し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規
定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を
有する事業場
工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを
除く。)
下水処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)
暖房用熱風炉候繊原として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有
率カミ体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)
を有する事業場

伐6)ボイラー欲靴原として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B8201
及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱而積が5平方メー Nレ未満

のもの(いおう化合物の含右率が体積比で0.1パーセント以、Fであるガスを燃凋・として専
焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事、業場

(27)ガスタービン(僻太料の燃焼能力が重油換算一時問当たり50小バ、ル未満のもの及び非常用
のものを除く。)、ディーゼル機関鰍耕斗の燃焼能力が重tf譜典算一時闇当たり5リ、ソトル米満の
もの及び非常用のものを除く。)、ガス機関紺'料の燃焼能力が重紬換算一時開当たり5リッ

トル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関W太料の燃焼能力が重油換算
一時問当たり5リットル米満のもの及ひ'非常用のものを除く。)を有する事業場

(28)焼却炉(火床面積が0.5平方メートル米満であ0て焼却能力が1時問当たり50キログ
ラム未満のものを除く。)を有する亊・業場

(29)冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する
事業場及び浴室の床而積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
(30)水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用
水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第81別第2条第6項に規定するものをいう。)
又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水
施設に供する沈殿施設又はろ過施股を有する事業場にれらの浄水能力が一日当たり一万
立カメートル末満の事業場に係るものを除く。)
(31)病院(病床数300以上を有するものに限る。)

(32)科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又
は地方公共団体の試験研究機関、製晶の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試
験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に隈る。)

環境確保条例の工場及ぴ指定作業場に適用する各種規制基準(抜粋)
汚染土壌処理規制基準(環境確保条例施行規則別表1助
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第2種中高婿住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
第1特別地域、無指定地域
近隣商業地域
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゛

商業地域、準工業地城
第2特別地域
' 前各号に掲げる地城に接する
地先及び水面
工業地城、第3特別地域
ご餓陛 前各号に掲げる地域に接する
美一'ゞ'イ之鼻イ" 1ξ 地先及び水面
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ただし、第2諏区城、築3種区城又は、第4極区城の区城内に所在する学校、保宥所、病院、診療所、図冉館

及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内惣勺、第2、第3特別地城を除く)における現制基半は、
当誠値から5デシベルを減じた値とする。

振動
蔀ι゛叫ξ'ーー争々ヨゞ手ゴ,"
、蓮盲゛塗訂M4オノ

蓬泌鄭翻儷沸経城壽毎の塗区無 膨.念ψ'鞠知 琴途経渉趣谷湿太謬龍時笈"詠麓間瀞を弓箔の'^区チ醗瓢琴分'避巡・遂工零^1

蓮一 謡突,嚢詔盡色'心誕風1匝武廼'^^舮. ,"郭建一,.ー"ー・ー,ーー語'ー".
19時 8時
剖排 19時
塁ミ芽ン'一三 第1種低屡住居専用地域
第2種低層住居専用地域
゛ーニ斡ン
第1種Π・,高屑住居専用地域
第2種中高層住居専用地城
第1種住居地域
1稔、ず,,ゞ、1
"'゛ナ'ー'ノ 第2種住居地域
準住居地域、無指定地域
ゞ、ーー¥,' 近隣商業地城、商業地城、
準工業地域、工業地域、
記牙,毛畔ξ
前各号に掲げる地城に接する

診、,.1

途〆点

60

55

8時 20時

20時 8時

65

60

地先及び水面

ただし、学縦、保育所、病院、診療所、図冉館及び老人ホームの敷地の周岡おおむね50メ
C場又は指定作業場については、当舷値から5デシベルを減じた値を適用する。

郵.X゛戸留匪f
、出命ミ処玲註ぜ克1

トルの区域内の
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