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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） 
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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
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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。 
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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） 




