
広島県生活環境の保全等に関する条例（新たに追加した内容等の概要） 

　平成15年10月７日，「広島県公害防止条例」を全部改正し，「広島県生活環境の保全等に関する
条例（生活環境保全条例）」を公布しました。
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生活環境保全条例制定の経緯と概要 生活環境保全条例制定の経緯と概要 1
１ 公害防止条例による規制措置 

　「広島県公害防止条例」は，県内における
大気汚染，水質汚濁，騒音などの公害対策の
ため，昭和44年に制定しましたが，昭和46年に
は全部改正し，条例の目的を改正するとともに，県，
市町村，事業者及び県民の責務と分担につい
て新たに規定しました。
　また，平成７年３月には，新たに制定した「広
島県環境基本条例」との整合を図り，さらに，市
町村からの要望を受けて，平成11年３月に廃電
線等の有価物を屋外で焼却する行為の禁止
規定を設けるなどの改正を行ってきました。

２ 今日の環境問題 

　現在は，従来の産業型公害に加えて，自動
車排出ガスに起因する大気汚染，生活排水に
よる都市河川などの水質汚濁，化学物質問題，
土壌汚染，廃棄物の大量発生など，県民の日
常生活や通常の事業活動に起因した「都市･
生活型公害」や，二酸化炭素排出量の増加に
よる地球温暖化などの「地球環境問題」という
新たな環境問題が顕在化しています。 
　このような，新たな環境問題に広範に取り組
むため，広島県公害防止条例を時代に合った
ものへと改正することが必要となりました。 

３ 広島県環境審議会への諮問 

　平成14年６月19日に，「公害防止条例のあり方」
について広島県環境審議会に諮問し，これを
受け環境審議会においては，関係業界団体や
市町村等から意見聴取を行い，平成15年3月
27日に答申がなされました。 

４ 条例の名称・目的の変更 

　条例の名称を「広島県生活環境の保全等
に関する条例」に，条例の目的を「人の健康又
は生活環境に係る環境の保全上の支障の防
止及び環境への負荷の低減に関し必要な事
項を定めることにより，環境保全対策の総合的
推進を図り，もって現在及び将来の県民の健
康を保護するとともに，良好かつ快適な生活環
境を保全すること」に変更しました。 

５ 改正条例の概要 

（１）自主的な取組手法の導入 
　新たな環境問題に対しては，県民・事業者
の自主的な取組が効果的であることから，その
取組を推進する手法を導入しました。 
 
（２）規定分野の追加 
　従来の大気汚染・水質汚濁・騒音・悪臭対
策等の分野に加え，次の７分野について規定
を追加しました。 
　「地球温暖化防止」，「自動車排出ガス等削
減」，「水環境の保全(地下浸透の禁止等)」，「土
壌環境の保全」，「化学物質対策」，「廃棄物・
リサイクル対策」及び「環境教育及び環境学
習の推進」 
 
（３）施行期日 
　規定内容により，次の3段階の施行としてい
ます。 
　①平成15年10月7日（公布日） 
　②平成16年４月1日（公布から約半年後） 
　③平成16年10月１日（公布から約１年後） 
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追加した規定の内容 追加した規定の内容 

１ ねらい 

　近年，地下水の環境基準超過事例が見ら
れるため，水質汚濁防止法対象外の事業所に
対しても，法と同様の水質関係有害物質の地
下浸透の禁止規定を設け，地下水汚染の防
止を図ります。 

２ 対象者 

○　汚水等関係特定施設注1において，水質関
係有害物質注2を製造し，使用し，又は処理す
る工場・事業場の設置者 
○　特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する法律（Ｐ
ＲＴＲ法）第５条第２項の規定により，前年度
の第一種指定化学物質の排出量及び移
動量に関する届出を行った事業所の設置
者（以下「ＰＲＴＲ法届出事業者」という。） 

３ 内容 

　２の対象者は，水質汚濁防止法施行規則第
６条の２の規定により環境大臣が定める方法（平
成元年環境庁告示第39号）により，水質関係
有害物質の汚染状態を検定した場合において，
当該水質関係有害物質が検出される水を地
下に浸透させてはいけません。 

注1 汚水等関係特定施設 
本条例第２条第８号に規定する汚水又は廃液を排出する施設として，施行規
則第19条（別表第７）で定めるもの（流水式塗装施設など５種類） 

注2 水質関係有害物質 
本条例第２条第８号イに規定する人の健康に係る被害が生じるおそれがあ
る物質として施行規則第18条で定めるもの（カドミウム及びその化合物，シア
ン化合物，有機りん化合物（パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及び
ＥＰＮに限る），鉛及びその化合物，六価クロム化合物，砒素及びその化合物，
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物，ポリ塩化ビフェニル，トリクロロ
エチレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，四塩化炭素，1,2-ジクロロエタン，
1,1-ジクロロエチレン，シス-1,2-ジクロロエチレン，1,1,1-トリクロロエタン，
1,1,2-トリクロロエタン，1,3-ジクロロプロペン，チウラム，シマジン，チオベンカ
ルブ，ベンゼン，セレン及びその化合物　の計23物質） 

４ 施行期日 

平成16年４月１日

①有害物質の地下浸透の禁止（第36条・第37条）水環境の保全 

2

広島県環境情報サイト「ecoひろしま」の
キャラクター「ミヤジマトンボ」 
　　　　（裏表紙を参照してください。） 

エ コ 
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１ ねらい 

　生活環境項目に係る過去10年間の水質環
境基準の適合状況は，河川（ＢＯＤ）において
は66～83％，海域（ＣＯＤ）においては21～47
％の低率で推移しています。 
　県内で排出される水質汚濁負荷量の約40
％が生活系によるものであり，約47％が産業系
によるものです。 
　このため，日常生活と事業活動における水質
汚濁の防止を図る必要があります。 

２ 対象者 

○　県民 
○　事業者 

３ 内容 

　公共用水域の水質の保全を図るため，県民は，
日常生活において，調理くず・廃食用油等の適
正処理，洗剤の適正使用等に努めなければな
りません。 
　また，県又は市町村が実施する生活排水対
策に協力しなければなりません。 
　事業者は，その事業活動において，排水によ
る汚濁の負荷の低減に努めなければなりません。 
　また，県又は市町村が実施する水質の保全
に関する施策に協力しなければなりません。 

②日常生活及び事業活動における水質汚濁の防止（第38条・第39条）水環境の保全 

４ 施行期日 

平成15年10月７日
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１ ねらい 

　一定規模以上の土地を改変しようとする者（以
下「土地改変者」という。）に対し，土地改変時
における土地履歴調査の実施など，一連の措
置を義務づけることにより，土壌の汚染の有無
を明らかにするとともに，汚染の拡大防止を図
ります。 

２ 対象者（土地改変者） 

○　都市計画法第29条第1項又は第2項の
規定により許可を受けなければならない行
為（行為に係る面積が1,000㎡以上のもの
に限る。）をしようとする者 
○　宅地造成等規制法第8条第1項により許
可を受けなければならない行為（行為に係
る面積が1,000㎡以上のものに限る。）をしよ
うとする者 

３ 内容 

（１）土地履歴調査・土壌汚染確認調査 
　土地改変者は，あらかじめ，改変をしようとす
る土地について，過去の土壌関係特定事業場注 

の設置状況等についての調査（土地履歴調査）
を実施し，その結果を知事に報告しなければな
りません。 
　また，土壌関係特定事業場の設置が確認さ
れた場合は，過去に取り扱っていた土壌関係
特定有害物質について，物質の種類ごとに汚
染のおそれが最も大きいと認められる地点で，
土壌の汚染状況の確認のための調査（土壌
汚染確認調査）を実施し，その結果を知事に
届け出なければなりません。 

（２）汚染拡散防止計画書 
　土地改変者は，土壌汚染確認調査の結果，
当該土地の土壌の汚染の状況が基準に適合
しないことが判明したときは，土地改変に着手
する日の14日前までに，土地の汚染土壌の拡
散を防止するための計画書（汚染拡散防止
計画書）を作成し，知事に提出しなければなり
ません。 
 
（３）必要な措置の実施 
　土地改変者は，汚染拡散防止計画書の内
容に従って必要な措置を実施しなければなり
ません。 

③土地の改変時における改変者の義務（第40条～第43条） 土壌環境の保全 

４ 施行期日 

平成16年10月１日

注 土壌関係特定事業場 
汚水等関係特定事業場〔汚水等関係特定施設を設置する工場又は事業場
のうち，土壌関係特定有害物質（土壌汚染対策法第2条第1項に規定する鉛
等25物質）を取り扱ったことのあるものに限る。〕，ガソリンスタンド又は射撃場 
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１ ねらい 

　自動車等注1の使用者・運転者による自動車
等の効率的な使用，適正な点検・整備，低公害
車等注2への転換を促進し，大気汚染物質・温室
効果ガスの排出削減や騒音の低減を図ります。 

２ 対象者 

○　県民であるとないとにかかわらずだれでも 

３ 内容 

（１）低公害車等の購入・使用 
　自動車等を購入し，又は使用するときは，低
公害車等を購入し，又は使用するよう努めなけ
ればなりません。 
 
（２）自動車等の適正な点検・整備，効率的な
使用 
　自動車等を使用し，又は運転しようとすると
きは，適正な点検及び整備，燃料使用の低減
に資する運転の実施〔駐車時に原動機を停
止する（アイドリング・ストップ），経済速度で走る，
無駄な荷物は積まない，無駄な空ぶかしをや
める，急発進・急加速・急ブレーキをやめる，マニ
ュアル車は早めにシフトアップする，渋滞などを
まねかないために違法駐車をしない，エアコン
の使用を控えめにするなど〕，自動車等の相乗り・
共同利用の実施等に努めなければなりません。 

④自動車使用者等の責務（第71条） 自動車排出ガス等の削減 

４ 施行期日 

平成16年４月１日

注2 低公害車等 
排出ガスを排出しない，排出ガスの排出量が相当程度少ない，騒音の発生が
相当程度少ない，その他の環境への負荷が少ない自動車等 

注1 自動車等 
普通自動車，小型自動車（二輪を含む），軽自動車（二輪を含む），大型・小型
特殊自動車，原動機付自転車（「普通自動車」等の区分は，道路運送車両
法の規定に基づく。（以下同じ）） 
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１ ねらい 

　自動車等の運転者に，原動機の停止（アイド
リング・ストップ）を義務づけ，大気汚染物質・温
室効果ガスの排出削減や騒音の低減を図ります。 

２ 対象者 

○　自動車等の運転者 

３ 内容 

　自動車等を駐車注1する場合には，原動機を
停止しなければなりません。 
　ただし，緊急自動車を緊急用務に使用して
いる場合などは除かれます。 

⑤自動車等の駐車時における原動機の停止（第72条） 自動車排出ガス等の削減 

４ 施行期日 

平成16年４月１日

注1 駐車 
自動車等が車庫等への保管・客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由に
より継続的に停止すること（貨物の積卸しのための停止で５分を超えないもの，及び
人の乗降のための停止を除く。）又は自動車等が停止し，かつ，当該自動車等の運転
をする者がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 
注2 自動車（第73条関係） 
普通自動車，小型自動車（二輪を除く），軽自動車（二輪を除く），大型・小型特殊自動車 

１ ねらい 

　一定規模以上の駐車場管理者等に，利用者
への原動機の停止（アイドリング・ストップ）の周
知を義務づけ，大気汚染物質・温室効果ガスの
排出削減や騒音の低減を図ります。 

２ 対象者 

○　駐車の用に供する部分の面積が500㎡
以上又は自動車注2の収容能力が40台以上
の駐車場の設置者・管理者 

３ 内容 

⑥駐車場管理者等の責務（第73条） 自動車排出ガス等の削減 

４ 施行期日 

平成16年10月１日

　２の駐車場設置者・管理者は，駐車場を利
用する者に対して，看板，放送，書面等により，駐
車時は自動車の原動機を停止すべきことを周
知しなければなりません。 
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１ ねらい 

　一定台数以上の自動車注を使用する事業
者（以下「特定事業者」という。）に対し，自動
車の使用合理化や低公害車等の導入などの
計画書の作成・公表を義務づけ，大気汚染物質・
温室効果ガスの排出削減や騒音の低減を図
ります。 

２ 対象者（特定事業者） 

○　県内の事業所において，50台以上自動車
を使用する事業者 

３ 内容 

（１）自動車使用合理化計画書の作成・公表 
　特定事業者は，自動車の使用合理化や低
公害車等の導入など，自動車の使用に伴う環
境への負荷低減のための事項を定めた計画
書（自動車使用合理化計画書）を作成し，事業
所への備付けによる閲覧など，特定事業者が
適切と認める方法により公表しなければなりま
せん。  
（２）自動車使用合理化の実施 
　特定事業者は，自動車使用合理化計画書
に基づいて，環境への負荷の低減に努めなけ
ればなりません。  
（３）自動車使用合理化の実施結果の公表 
　特定事業者は，自動車使用合理化計画書
に基づいて実施した措置等を記載した書面
等について，前年度分の実績を，（１）と同様の
方法により，毎年６月30日までに公表しなけれ
ばなりません。 

⑦自動車使用合理化計画書の作成等（第74条） 自動車排出ガス等の削減 

４ 施行期日 

平成16年10月１日

注 自動車（第74条関係） 
普通自動車，小型自動車（二輪を除く） 
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１ ねらい 

　自動車販売業者に対し、新車注の環境情報
を記載した書面等の購入者への交付・説明を
義務づけ，大気汚染物質・温室効果ガスの排
出削減や騒音の低減を図ります。 

２ 対象者 

○　自動車（新車）販売業者 

３ 内容 

　自動車販売業者は，事業所ごとに，その販売
する新車の環境への負荷に関する項目の情
報（環境情報）を記載した書面等を備え置き，
新車を購入しようとする者に対して，書面等を
交付し，その内容を説明しなければなりません。 

⑧自動車販売者の責務（第75条） 自動車排出ガス等の削減 

４ 施行期日 

平成16年４月１日

注 新車 
過去に自動車検査証の交付を受けていない普通自動車，小型自動車（二輪
を除く），軽自動車（二輪を除く） 



9

１ ねらい 

　現在，私達の身の回りには約５万種の化学
物質が使用されており，有害性がはっきりと判
明していない物質も数多くあります。 
　このため，あらゆる化学物質の環境への排
出をできるだけ抑制するため，化学物質を取り
扱う全ての事業者に対し，その適正な管理を
義務づけ，化学物質による環境汚染の未然防
止を図ります。 

２ 対象者 

○　化学物質（放射性物質を除く）を取り扱う
事業者 

３ 内容 

　２の対象者は，化学物質による環境の汚染
を防止するため，化学物質の管理体制を整備し，
適正な管理を行うよう努めなければなりません。 

⑨化学物質の適正管理（第76条） 化学物質対策 

４ 施行期日 

平成15年10月７日
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１ ねらい 

　化学物質を一定量以上取り扱う事業者に
対し，自主管理計画書の作成・公表を義務づけ，
化学物質の自主管理の促進，化学物質の環
境への排出量削減を図るとともに，化学物質
取扱事業者と住民との相互理解の推進を図
ります。 

２ 対象者 

○　PRTR法の第一種指定化学物質等取扱
事業者 

３ 内容 

　第一種指定化学物質等取扱事業者は，国
が定めた化学物質管理指針（平成12年環境庁・
通商産業省告示第１号）に留意し，化学物質
の管理の改善を図るための管理方針その他
の化学物質を適正に管理するための事項を
定めた計画書（化学物質自主管理計画書）を
作成しなければなりません。 
　また，作成した化学物質自主管理計画書を，
事業所への備付けによる閲覧など，適切と認
める方法により，公表しなければなりません。 

⑩化学物質自主管理計画書の作成等（第77条） 化学物質対策 

４ 施行期日 

平成16年10月１日
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１ ねらい 

　県，事業者及び県民が，リサイクル製品を率
先して購入・使用することにより，県内廃棄物
の減量化及びリサイクルの推進を図ります。 

３ 内容 

（１）県のリサイクル製品率先使用等 
　県は，県の行う事業又は事務において，リサ
イクル製品を率先して使用し，又は購入するよ
うに努めます。 
 
（２）事業者・県民のリサイクル製品率先使用等 
　事業者及び県民は，事業活動又は日常生
活において，リサイクル製品の使用又は購入に
努めてください。 

⑪リサイクル製品の率先使用等（第78条） 廃棄物・リサイクル対策 

４ 施行期日 

平成15年10月７日

２ 対象者 

○　県，事業者，県民 
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１ ねらい 

　県内産のリサイクル製品の情報を県民等に
提供することなどにより，リサイクル製品の購買
選択を促し，県内廃棄物の減量化及びリサイク
ルの推進を図ります。 

２ 内容 

⑫リサイクル製品の登録（第79条～第84条） 廃棄物・リサイクル対策 

３ 施行期日 

平成15年10月７日 
（県の登録リサイクル製品の使用・購入状況の公表は，
平成16年度使用・購入分から。） 

（１）リサイクル製品の登録制度 
　知事は，県内における資源の循環的な利用
及び廃棄物の減量化の促進のため，リサイク
ル製品の登録制度を設けます。 
 
（２）登録申請 
　リサイクル製品の生産等をしている者で登
録を受けようとする者は，知事に申請しなけれ
ばなりません。 
 
（３）登録 
　知事は，申請に基づき，リサイクル製品が，そ
の全部又は一部に県内で発生する再生資源
等を用いて生産等をされる製品であることなど
の要件を満たすときは，リサイクル製品を登録し
ます。（有効期間３年） 
 
（４）公表等 
　知事は，登録をしたときは，申請者に通知し，
公表します。 
 
（５）登録リサイクル製品の表示 
　登録を受けたリサイクル製品は，「広島県登
録リサイクル製品」と表示することができます。 
　登録を受けていない製品に，登録を受けた
旨の表示をしてはいけません。 
 
（６）その他の手続き 
　登録されたリサイクル製品の申請事項に変
更が生じたときは，30日以内に届け出なければ

なりません。 
　知事は，登録基準を満たさなくなったなどの
理由で，リサイクル製品の登録を取り消すこと
があります。この場合，申請者への通知のほか，
公表を行います。 
 
（７）使用・購入状況の公表 
　県は，各会計年度の終了後，当該会計年度
における登録リサイクル製品の使用・購入状況
を公表します。 
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⑬産業廃棄物処理計画書の作成等（第85条） 

１ ねらい 

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以
下「廃棄物処理法」という。）では，前年度の
産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業
場設置者に，産業廃棄物処理計画書の作成
等の義務を課していますが，より発生量の少な
い事業者についても減量化の取組みを推進
することによって，県内廃棄物の減量化及びリ
サイクルの推進を図ります。 

２ 対象者（多量排出事業者） 

○　前年度の産業廃棄物の発生量が500トン
以上1,000トン未満の事業場を県内に設置
している事業者 

３ 内容 

（１）産業廃棄物処理計画書の作成・提出 
　多量排出事業者は，産業廃棄物の減量そ
の他処理に関する計画書（産業廃棄物処理
計画書）を作成して，毎年６月30日までに知事
に提出しなければなりません。 
 
（２）産業廃棄物処理計画実施状況報告書の
作成・提出 
　多量排出事業者は，産業廃棄物処理計画
書に基づいて実施した措置等の状況について，
報告書（産業廃棄物処理計画実施状況報告書）
を作成し，翌年度の６月30日までに知事に提出
しなければなりません。 
 
（３）産業廃棄物処理計画書等の公表 
　知事は，提出された産業廃棄物処理計画書
及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を
公表します。 

廃棄物・リサイクル対策 

４ 施行期日 

平成16年４月１日
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⑭産業廃棄物排出事業者の責務等（第86条～第88条） 

１ ねらい 

　事業者が産業廃棄物処理業者に処理を委
託する場合には，廃棄物処理法の規定による
ほか，委託しようとする産業廃棄物を適正に処
理する能力を備えているかどうかを確認するこ
とを義務づけ，産業廃棄物の適正処理を一層
促進します。 
　また，産業廃棄物処理業者と県は，産業廃棄
物処理に関する情報の公開・提供を行うこと
を規定することにより，産業廃棄物処理の透明
性を確保し，信頼性の向上を図ります。 

２ 対象者 

○　産業廃棄物の処理を委託しようとする事
業者 

○　産業廃棄物処理業者 
○　県 

３ 内容 

（１）産業廃棄物排出事業者の責務 
　産業廃棄物の処理を委託しようとする事業
者は，受託者から運搬車両，保管施設，処理施
設等の状況を聴取する方法，実地に調査する
方法，その他これらと同等以上に受託者の能
力を確認できる方法により，受託者が当該産業
廃棄物を適正に処理する能力を備えているこ
とを確認しなければなりません。 
 
（２）産業廃棄物処理業者の責務 
　産業廃棄物処理業者は，自己の産業廃棄
物の処理に関する情報の公開に努めなけれ
ばなりません。 
 
（３）県の責務 
　知事は，産業廃棄物処理業者の産業廃棄
物の処理に関する情報を提供します。 

廃棄物・リサイクル対策 

４ 施行期日 

３（１）………平成16年４月１日 
３（２），（３）…平成15年10月７日 



15

１ ねらい 

　条例の特定施設の設置者等に対し，事故に
よる有害物質等の排出時に，応急措置と知事
への報告を義務づけることにより，事故発生時
の迅速な対応を図ります。 

２ 対象者 

○　ばい煙関係特定施設注1の設置者 
○　汚水等関係特定施設の設置者 
○　PRTR法届出事業者 

３ 内容 

（１）大気関係事故時の応急措置等 
　ばい煙関係特定施設の設置者はばい煙関
係特定施設について，PRTR法届出事業者は
事業所の施設について，故障，破損その他の
事故が発生し，ばい煙注2又はダイオキシン類が
大気中に多量に排出されたときは，直ちに，応
急の措置を講じ，かつ速やかに復旧するように
努めるとともに，直ちに，その事故の状況及び講
じた措置の概要を知事に報告しなければなり
ません。 
 
（２）水質関係事故時の応急措置等 
　汚水等関係特定事業場の設置者は汚水
等関係特定施設について，PRTR法届出事業
者は事業所の施設について，故障，破損その
他の事故が発生し，水質関係有害物質若しく
は油を含む水又はダイオキシン類が汚水等関
係特定事業場または事業所から公共用水域
に排出され，又は地下に浸透したことにより，人
の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそ
れがあるときは，直ちに，応急の措置を講じ，か
つ速やかに復旧するように努めるとともに，直ちに，
その事故の状況及び講じた措置の概要を知
事に報告しなければなりません。 

⑮事故時の措置（第91条～第94条） その他の生活環境の保全等 

４ 施行期日 

平成16年４月１日 

注1 ばい煙関係特定施設 
本条例第2条第6号に規定するばい煙を発生・排出する施設として，施行規
則第4条（別表第1）で定めるもの（金属溶解炉など17種類） 
注2 ばい煙 
本条例第2条第4号及び施行規則第3条に規定する18物質〔硫黄酸化物，
ばいじん，アンモニア，ふっ素及びその化合物，シアン及びその化合物，一酸
化炭素，ホルムアルデヒド，硫化水素，塩化水素，二酸化窒素，二酸化硫黄，
塩素，二硫化炭素，フェノール，硫酸（三酸化硫黄を含む。）黄りん，鉛及びそ
の化合物，アセトアルデヒド〕 
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１ ねらい 

　事業者・県民のそれぞれの主体における温
室効果ガス削減努力を規定するにあたり，まず
県の責務を明確にします。 

２ 対象者 

○　県 

３ 内容 

（１）地球温暖化防止の推進 
　地球温暖化を防止するため，県は，国，市町
村及び広島県地球温暖化防止活動推進セン
ター等との役割分担と連携のもと，効果的な対
策を実施するように努めるとともに，市町村が
行う地球温暖化の防止に関する対策を支援
します。 
　また，事業者，県民又は民間団体が行う地球
温暖化の防止に関する活動の促進を図るため，
技術的な助言，情報の提供その他の必要な措
置を講じます。 
 
（２）総合的な計画の策定 
　県は，温室効果ガスの排出の抑制並びに植
物による二酸化炭素の吸収作用の保全及び
強化に関する総合的な計画を策定し，推進し
ます。 

⑯地球温暖化の防止の推進・総合的な計画の策定（第97条・第98条） 地球温暖化の防止 

４ 施行期日 

平成15年10月７日
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１ ねらい 

　それぞれの主体における温室効果ガス削減
努力を規定します。 

２ 対象者 

○　事業者及び県民 

３ 内容 

　事業者・県民は，⑯で県が定めた地球温暖
化の防止に関する総合的な計画に留意しつつ，
事業活動又は日常生活において，省エネルギー，
省資源の推進など，温室効果ガスの排出の抑
制等のための措置（他の者の温室効果ガスの
排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）
を講じるように努めるとともに，県又は市町村が
実施する温室効果ガスの排出の抑制等のた
めの施策に協力しなければなりません。 

⑰温室効果ガスの排出抑制（第99条） 地球温暖化の防止 

４ 施行期日 

平成15年10月７日
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１ ねらい 

　一定規模以上の温室効果ガスを排出する
事業所を設置する事業者（以下「特定事業者」
という。）に対し，温室効果ガス削減計画書の
作成・公表等を義務づけ，地球温暖化対策の
推進を図ります。 

２ 対象者（特定事業者） 

○　エネルギーの使用の合理化に関する法
律第６条第３項に規定する第一種エネルギ
ー管理指定工場注を設置する事業者 

３ 内容 

（１）温室効果ガス削減計画書の作成・公表等 
　特定事業者は，事業活動に伴う温室効果ガ
スの排出の状況，当該温室効果ガスの排出の
抑制に係る措置及び目標その他の地球温暖
化の対策に関する事項を定めた計画書（温室
効果ガス削減計画書）を，知事が定める指針（温
室効果ガス削減指針）に基づいて作成し，第
一種エネルギー管理指定工場に指定された日
から起算して１年以内（条例施行時に既に指
定されている工場については，平成17年９月30
日まで）に知事に提出するとともに，事業所へ
の備付けによる閲覧など，特定事業者が適切
と認める方法により，公表しなければなりません。 
 
（２）対策の推進 
　特定事業者は，作成した温室効果ガス削減
計画書に基づいて，地球温暖化の対策の推
進に努めなければなりません。 
　また，知事は，必要と認めるときは，特定事業
者に対し，温室効果ガス削減計画書に基づい
て実施した措置等について報告を求めること
ができます。 

⑱温室効果ガス削減計画書の作成等（第100条・第101条） 地球温暖化の防止 

４ 施行期日 

平成16年10月１日

注 第一種エネルギー管理指定工場 
燃料及びこれを熱源とする熱（燃料等）の年度の使用量が3,000kl（原油換算）
以上又は電気の年度の使用量が1,200万kW時以上で経済産業大臣が指定
した工場 
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１ ねらい 

　環境教育及び環境学習の推進に関する県
の責務を明確にするとともに，事業者・県民等
の自主的な取組みの努力について規定します。 

２ 対象者 

○　事業者，県民，民間団体，県 

３ 内容 

（１）県の責務 
　県は，市町村と連携し，事業者，県民及び民
間団体が自主的に行う生活環境の保全に関
する活動が促進されるよう，知事が定める環境
学習に関する方針に基づいて，指導者の育成，
情報の提供等環境に関する教育及び学習を
推進します。 
 
（２）事業者，県民，民間団体の責務 
　事業者，県民及び民間団体は，生活環境の
保全に関する理解を深めるとともに，自主的な
活動に積極的に取り組むように努めてください。 

⑲環境教育及び環境学習の推進（第102条） 

２ 内容 

　プラスチック類，ゴムその他の燃焼に伴って
著しくダイオキシン類，ばい煙又は悪臭を発生
する物質（廃棄物処理法で規制される廃棄物
を除く）を屋外で燃焼させてはいけません。（地
域的慣習による催しなどにおける燃焼を除く） 

環境教育及び環境学習の推進 

１ 対象者 

○だれでも 

４ 施行期日 

平成15年10月７日

従来からの規定の内容 従来からの規定の内容 

①野外燃焼行為の規制（第89条・第90条） 

3
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１ 対象者 

○　ばい煙関係特定施設の設置者注 
○　粉じん関係特定施設の設置者注 
○　汚水等関係特定施設の設置者注 
○　騒音関係特定施設の設置者注 
○　悪臭関係特定施設の設置者注 

２ 内容 

（１）特定施設の設置 
　１の対象者は，条例で定めるそれぞれの特
定施設を設置しようとする場合は，あらかじめ
知事（騒音・悪臭関係特定施設の場合は市
町村長）に届け出なければなりません。 
 
（２）特定施設の変更 
　（１）の届出を行った設置者は，特定施設に
ついて構造等の変更をしようとするときは，あら

かじめ知事等に届け出なければなりません。（騒
音又は悪臭関係特定施設の場合は，特定施
設の種類ごとに直近の届出で届け出た数の
二倍を超して増加する場合又は騒音の大きさ
若しくは悪臭が増加する場合に届出） 
 
（３）氏名等の変更，廃止，承継 
　（１）の届出を行った設置者は，（代表者）氏名，
名称，住所，工場又は事業場の名称及び所在
地に変更があった場合，特定施設を廃止した
場合及び特定施設を承継した場合は，知事等
に届け出なければなりません。 
 
（４）規制基準 
　（１）の届出を行った設置者は，規制基準を
遵守しなければなりません。 

②大気・水環境の保全，騒音・悪臭の防止（第8条～第35条，第44条～第70条） 

生活環境保全条例の構成 生活環境保全条例の構成 

注 設置者 
いずれも設置しようとする者を含む。 

第１章　総則(第１条～第５条)
●目的　　　　　●定義
●県等の責務　　●県の役割
●事業者に対する援助

第２章　生活環境の保全等に関する措置
第１節　通則（第６条・第７条）

●地域の指定　　●規制基準

第２節　大気環境の保全
第１款　ばい煙の排出に関する規制

(第８条～第18条)
●ばい煙関係特定施設の設置の届出
●構造等の変更の届出
●計画変更命令
●実施の制限
●ばい煙の排出の制限
●改善命令等
●ばい煙量等の測定
●小規模の事業者に対する配慮　等

第２款　粉じんに関する規制
(第19条～第24条)

●粉じん関係特定施設の設置等の届出

●基準遵守義務
●基準適合命令等
●小規模の事業者に対する配慮　等

第３節　水環境の保全
第１款　水質の汚濁に関する規制

(第25条～第35条)
●汚水等関係特定施設の設置の届出
●構造等の変更の届出
●計画変更命令
●実施の制限
●排出水の排出の制限
●改善命令等
●排出水の汚染状態の測定等
●小規模の事業者に対する配慮　等

第２款　有害物質の地下浸透の禁止
(第36条・第37条)

●有害物質の地下浸透の禁止
●停止の勧告

第３款　日常生活及び事業活動における水
質汚濁の防止(第38条・第39条)

●日常生活における水質汚濁の防止
●事業活動における水質汚濁の防止

4
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　第４節　土壌環境の保全 
(第40条～第43条)

●土地の改変時における改変者の義務 
●勧告　●違反者の公表　●適用除外 

 
　第５節　騒音の防止 
　　第１款　騒音関係特定事業場に関する規制 

(第44条～第52条) 
●規制基準の遵守義務 
●騒音関係特定施設の設置の届出 
●騒音関係特定施設の数等の変更の届出 
●計画変更勧告 
●改善勧告及び改善命令 
●小規模の事業者に対する配慮　等 

　　第２款　特定建設作業に関する規制 
(第53条・第54条)

●特定建設作業の実施の届出 
●改善勧告及び改善命令　等 

　　第３款　音響機器音等に関する規制 
(第55条～第61条)

●音響機器音 
●学校等の周辺における騒音 
●深夜騒音 
●拡声放送に関する規制 
●風俗営業等の営業者に関する規制 
●停止等の勧告及び停止等の命令　等 

 
　第６節　悪臭の防止(第62条～第70条)

●規制基準の遵守義務 
●悪臭関係特定施設の設置の届出 
●悪臭関係特定施設の数等の変更の届出 
●計画変更勧告 
●改善勧告及び改善命令 
●小規模の事業者に対する配慮　等 

 
　第７節　自動車排出ガス等の削減 

(第71条～第75条)
●自動車使用者等の責務 
●自動車等の駐車時における原動機の停止 
●駐車場管理者等の責務 
●自動車使用合理化計画書の作成等 
●自動車販売者の責務 

 
　第８節　化学物質の適正管理 

(第76条・第77条)
●化学物質の適正管理 
●化学物質自主管理計画書の作成等 

第９節　資源の循環的な利用及び廃棄物の適
正処理 

　　第１款　資源の循環的な利用 
(第78条～第84条) 

●リサイクル製品の率先使用等 
●リサイクル製品の登録 
●登録の申請　　　●登録の表示 
●変更の届出　　　●登録の取消し等 
●使用状況等の公表 

　　第２款　廃棄物の減量化の促進 
（第85条）

●産業廃棄物処理計画書の作成等 
　　第３款　廃棄物の適正処理の推進 

(第86条～第88条)
●事業者の責務 
●産業廃棄物の処理に関する情報の提供 
●勧告 

 
　第10節　その他の生活環境の保全等 
　　第１款　屋外燃焼行為の規制 

(第89条・第90条) 
●屋外燃焼行為の禁止 
●停止等の勧告及び停止等の命令 

　　第２款　事故時の措置 
(第91条～第94条) 

●大気関係事故時の応急措置等 
●水質関係事故時の応急措置等 
●化学物質取扱事業者の事故時の応急措置等 
●勧告 

　　第３款　環境保全協定等 
(第95条・第96条)

●環境保全への協力 
●環境保全協定 

 
第３章　地球温暖化の防止 

(第97条～第101条)
●地球温暖化の防止の推進 
●地球温暖化の防止に関する総合的な計画 
●温室効果ガスの排出抑制 
●温室効果ガス削減計画書の作成等 
●勧告 

 
第４章　環境教育及び環境学習の推進 

(第102条)
●環境教育及び環境学習の推進 

 
第５章　雑則(第103条～第106条)
 
第６章　罰則(第107条～第111条)

注）■色は，今回の全部改正により追加された項目を示す。 



エ　コ 

分　野 機　関　名 電話番号 住　　　　所 

機　関　名 管轄区域 

地球温暖化防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音・悪臭防止  

 

 

 

県の地方機関 

 

廃 棄 物 ・ 
リサイクル
対 策 
（リサイクル製
品の登録は，循

環型社会推進

室のみ） 

大気・水・土
壌環境の保
全，化学物質
対策等 

広島県環境局環境政策室 

広島県環境局環境対策室 

広島市環境局環境保全課 

呉市環境部環境管理課 

福山市環境部環境保全課 

広島県環境局循環型社会推進室 

広島県環境局産業廃棄物対策室 

広島市環境局産業廃棄物指導課 

呉市環境部環境政策課 

福山市環境部産業廃棄物対策課 

各市町村環境保全担当課 

広島県広島地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県呉地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県芸北地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県東広島地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県尾三地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県福山地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県備北地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 

〒730-8511　広島市中区基町10-52 

〒730-8511　広島市中区基町10-52 

〒730-8586　広島市中区国泰寺町1-6-34 

〒737-0023　呉市青山町5-3 

〒720-8501　福山市東桜町3-5 

〒730-8511　広島市中区基町10-52 

〒730-8511　広島市中区基町10-52 

〒730-8586　広島市中区国泰寺町1-6-34 

〒737-8509　呉市中央6-2-9 

〒720-8501　福山市東桜町3-5 

 

〒738-0004　廿日市市桜尾2-2-68 

〒737-0811　呉市西中央1-3-25 

〒731-0221　広島市安佐北区可部4-12-1 

〒739-0014　東広島市西条昭和町13-10 

〒723-0015　三原市円一町2-4-1 

〒720-8511  福山市三吉町1-1-1 

〒728-0013　三次市十日市東4-6-1

082-513-2912 

082-513-2917 

082-245-2111 

0823-25-3100 

084-921-2111 

082-513-2951 

082-513-2963 

082-245-2111 

0823-25-3100 

084-921-2111 

 

0829-32-1181 

0823-22-5400 

082-814-3181 

0824-22-6911 

0848-64-2322 

084-921-1311 

0824-63-5181

広島県広島地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県呉地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県芸北地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県東広島地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県尾三地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県福山地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 
広島県備北地域事務所 
　厚生環境局　環境管理課 

広島市,  大竹市,  廿日市市,  府中町,  海田町,  熊野町,  坂町,  大野町,  湯来町,  宮島町 

呉市,  江田島町,  音戸町,  倉橋町,  蒲刈町,  能美町,  沖美町,  大柿町,  安浦町,  川尻町,  
豊浜町,  豊町 
加計町,  筒賀村,  戸河内町,  芸北町,  大朝町,  千代田町,  豊平町,  吉田町,  八千代町,   
美土里町,  高宮町,  甲田町,  向原町 

竹原市,  東広島市,  黒瀬町,  福富町,  豊栄町,  大和町,  河内町,  安芸津町,  大崎上島町 

三原市,  尾道市,  因島市,  本郷町,  瀬戸田町,  御調町,  久井町,  向島町,  甲山町,  世羅町,   
世羅西町 

福山市,  府中市,  沼隈町,  神辺町,  油木町,  神石町,  豊松村,  神石郡三和町 

三次市,  庄原市,  上下町,  総領町,  甲奴町,  君田村,  布野村,  作木村,  吉舍町,  三良坂町,  
双三郡三和町,  西城町,  東城町,  口和町,  高野町,  比和町 

（参考）　広島県地域事務所管轄区域一覧（平成15年12月1日現在） 

相談窓口一覧 相談窓口一覧 5

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

県の環境情報サイト「ｅｃｏひろしま」（アドレス：http://www.pref.hiroshima.jp/eco/） 
で改正条例の条文，様式，概要などが御覧いただけます。 

広島県環境局環境対策室　電話082－513－2917（ダイヤルイン） 




