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（資料２） 

１ その他の規制関連の見直しについて 

（１）屋外作業の禁止等 

  ①現行の八尾市公害防止条例（以下「市条例」という。）の規定内容 

   現行の市条例第 27 条において、工場等において屋外ではできない作業（板金、製缶、自動車解 

体など）について規則で規定しています。そして運用要綱において、禁止作業においてもやむを 

得ないと認められる場合等について規定しています。 

  ②屋外作業の禁止に係る改正方針案等 

   ○屋外作業の禁止に係る改正 

条例の内容は変えませんが、条例に規定するやむを得ないと認められる作業について、規則で

規定します。 

   ○屋外作業場における騒音・振動の防止についての努力義務（新規規定） 

 近年苦情が寄せられることがある、建設資材置き場や残土置き場等の、作業場に建屋がない開

放型の事業場における作業に伴う騒音・振動による公害の防止についての努力規定を新たに設

けます。 

  ③まとめ 

   現行と改正後の方針案は次のようになります。 

 

項目 現行条例内容 改正方針案等 

屋外作業の

禁止 

第 27条 工場等においては、屋外で騒音、振動又

は粉じんの発生若しくは飛散させる作業であつ

て、規則で定める作業をしてはならない。ただ

し、やむを得ないと認められ、かつ、騒音、振

動並びに粉じんの発生及び飛散を最小限に努め

るときは、この限りでない。 

※現行の条例と規則の中身は変えないが、やむを得

ないと認められる作業について、新たに以下の内

容を規則で規定する。 

・騒音、振動の規制基準を遵守できる作業 

・市条例の施行の際既に行われており、周辺の生

活環境に影響がない作業 

・粉じんの飛散について、材料等の大きさにより

屋外でしか作業できない場合又は作業場から

敷地境界線までに相当の距離がとれる場合 

屋外作業に

伴う騒音及

び振動によ

る公害の防

止 

規定なし ※建屋がない開放型の、建築資材や残土置場等から

の騒音、振動の防止のため、新たに規定する。 

※条文（案） 

事業者は、屋外において資材等の積卸し、運搬用

機器及び建設機械の使用、自動車の運行等騒音及

び振動を伴う作業を行う場合は、騒音及び振動の

より少ない作業方法への変更、防音設備の設置、

作業時間の配慮、作業を行う者への教育及び指導

等を行うことにより、騒音及び振動による公害の

防止に努めなければならない。 
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（２）貸工場等の規制 

   貸工場等とは、自己の所有する建物を他人に工場として使用させるか、又は他人に工場等として 

分譲しようとする場合の建物のことをいいます。 

  ①現行の市条例の規定内容 

   本市は住工が混在しているため、工場等からの騒音苦情が発生しやすい状況にあります。 

そこで、貸工場等を使用する事業者が操業するにあたり、騒音に関する規制基準を守れるように 

して、周辺住民からの騒音苦情を未然に防止するため、貸工場等の所有者に対し、構造基準の遵 

守義務を規定しています。 

新たに工場等を操業する事業者は、市条例に基づき特定工場等の設置許可申請が必要となります。 

  ②貸工場等に係る改正方針案等 

   構造基準は、透過損失で 35dB（500Hz）以上として規定されており、厳しいものとなっていま 

す。使用する事業者から発生する騒音の規制基準を順守させることが目的であり、それを守れる 

可能性が高いことが事前にわかる場合における除外規定について、規則で設けることとします。 

  ③まとめ 

   現行と改正後の方針案は次のようになります。 

項目 現行条例内容 改正方針案等 

貸工場等の

規制 

第 30条 自己の所有する建物を他人に工場として

使用させ、又は他人に工場として分譲しようと

する場合は、当該建物に対し、規則で定める公

害防止に必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 市長は、前項の措置が講じられないと認めた

場合は、当該建物の所有者に勧告することがで

きる。 

○自己の所有する建物を他人に工場として使用さ

せ、又は他人に工場として分譲しようとする場合

は、当該建物に対し、規則で定める公害防止に必

要な措置を講じなければならない。ただし、規則

で定める場合においてはこの限りでない。 

○市長は、前項の措置が講じられないと認めた場合

は、当該建物の所有者に勧告することができる。 

※規則で定める内容について（案） 

 ・貸工場が一戸建てで、かつ一事業者に貸し出さ

れる場合 

 ・貸工場の入居者がすべて決まっており、当該貸

工場から排出される騒音が、規制基準に適合す

ることが確実であると認められる場合 

 ・工場として分譲する事業者がすでに決まってお

り、それぞれの事業者が排出する騒音が、規制

基準に適合することが確実であると認められる

場合 

 ・貸工場等が工業専用地域（規則別表第３第２項

に掲げる既設の学校、保育所等の敷地の周囲 50

ｍの区域及び第二種区域の境界線から 15ｍ以

内の区域を除く。）にある場合。 
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（３）屋外燃焼行為の禁止について 

①現在の規制内容 

   本市は屋外燃焼行為に関する苦情が、年間約 100 件あります。 

   屋外燃焼行為については、大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「府条例」）及び市条例

に基づき指導等を行っています。 

   現行の府条例及び市条例においては、何人も、屋外燃焼行為をしてはならないと規定されており

ます。 

  ②屋外燃焼行為に係る改正方針案等 

   苦情が多く発生しているため、件数を減らす取組へとつなげる規定にします。廃棄物の処理及び

清掃に関する法律と整合を図り、農業活動に伴う焼却行為などについて除外規定を設け、その場

合においても周辺環境への影響を極力減らすよう努力規定を設けます。一方、府条例との整合も

図ります。改正後、他部局と連携し、特に農業関係においては、周辺に配慮した焼却方法や周辺

住民とのコミュニケーション等について、ホームページ等で啓発します。 

  ③まとめ 

   現行と改正後の方針案は次のようになります。 

項目 現行条例内容 改正方針案等 

屋 外 燃

焼 行 為

の禁止 

第 61 条 何人も、屋外において次に掲げる

燃焼行為をしてはならない。ただし、ばい

煙及び悪臭の発生を最小限にする方法によ

り燃焼させるときは、この限りでない。 

(１) ゴム、硫黄、ピツチ、皮革、合成樹

脂、廃油及び廃液の燃焼 

(２) 大量に物を燃焼させることによつ

て、周辺の生活環境を損なうと認めら

れるような燃焼 

２ 市長は、前項の燃焼行為により、周辺の

生活環境が損なわれていると認めるとき

は、当該燃焼行為者に対し必要な措置を講

ずべきことを命ずることができる。 

○何人も、屋外において大量に物を燃焼させることによつ

て、周辺の生活環境を損なうと認められるような燃焼行為

をしてはならない。ただし、規則で定める場合は、この限

りでない。 

２ 前項ただし書きの燃焼行為を行う者は、周辺の生活環境

に影響を及ぼすことのないように努めなければならな

い。 

３ 市長は、第１項の燃焼行為により、周辺の生活環境が損

なわれていると認めるときは、当該燃焼行為者に対し必

要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

※第１号については府条例と重複するため削除 

※規則で定める場合について（案） 

 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する構造を有

する焼却炉を用いた燃焼行為 

 ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要

な燃焼行為 

 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急

対策又は復旧のために必要な燃焼行為 

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行

為 

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとし

て行われる燃焼行為 

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為 
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（４）（１）～（３）以外のその他の規制関連条項の見直し内容について 

項目 条項 現行条例内容 改正方針案等 

事 故 時

の措置 

 

９ 

31 

事業者の責務として第９条に事故時の処理義

務があり、実際に事故が起きた際の措置につ

いて第 31 条に規定がある。第 31 条は、事故

が発生した場合、応急の措置を講ずるととも

に、速やかにその事故の状況及び応急措置の

内容並びに復旧計画を市長に報告する義務に

ついて規定している。 

・現行の第９条と第 31 条の中身が重複しているた

め、「事故時の措置」として一つにまとめる。 

・事故が発生した場合の届出義務について規定する。

様式を規則で定め、事故の状況、応急措置の内容、

復旧計画等について届出させる。（公害関係法令又

は府条例に基づき同様の届出等を八尾市に行った

場合を除く。） 

・事業者が応急措置を講じない場合の命令と罰則規

定を追加する。 

緩 衝 地

帯 の 設

置、 

建築主

の義務 

 

50 

51 

・指定道路の車道端から 10m を緩衝地帯とし

て定めている。 

・緩衝地帯には、譲渡又は他人に使用させる

ことを目的とする住居の用に供される建築

物の建築を原則禁止し、やむを得ず建築す

る場合、規則で定める構造基準を遵守する

よう義務付けている。 

・内容については大きく変えない。規則で定める構

造基準について、500Hzで透過損失 30dBを目安に、

表現の仕方を検討する。 

工業地

域内住

宅規制 

52 ・工業地域において、譲渡又は他人に使用さ

せることを目的とする住居の用に供される

建築物を建築しようとする者は、規則で定

める緩衝地帯（4.7m）を設けるか、やむを

得ず建築する場合は、規則で定める構造基

準に適合するよう義務付けている。 

・条例の内容については変えない。規則で定める構

造基準について、500Hzで透過損失 30dBを目安に、

表現の仕方を検討する。 

駐車場

の規制 

56 

57 

・他人に使用させることを目的とする 50㎡以

上の規則で定める駐車場を、都市計画法に

規定する住居系の用途地域において設置し

ようとする者は、規則で定める公害防止等

に必要な設備を設置しなければならない。 

※規則に定める設備の内容 

・住居と隣接する部分については、ブロッ

ク塀等の設置 

・排水路の設置 

・工場等又は工場として他人に使用させるこ

とを目的とする施設を設置する者は、自動

車の駐車施設及び荷物の積み下しに必要な

場所を確保しなければならない。 

※近接した住宅により配慮した表現を盛り込む。（出

入口を極力住居から離す。住居に近接している場

所については極力、夜間は出し入れがない車を止

める、前向き駐車をする等。） 

・（案）～設置しようとする者は、当該駐車施設の周

辺の生活環境に支障を及ばさないように、自動車

の駐車位置、出入口の位置等について配慮すると

ともに、規則で定める公害防止等に必要な設備を

設置しなければならない。 

・工場等の駐車場の確保に関する規定について、現

在は運用要綱に基づき敷地面積３００㎡以上の場

合を対象とし、それ以外は努力義務となっている。

本市の開発指導要綱においても規定があるため、

改正後の市条例においては努力義務にする。 



5 

 

 

 

項目 条項 現行条例内容 改正方針案等 

油分等

の流出

防止 

62 油分の流出及び地下浸透の防止の努力義務を

規定している。 

※苦情があるため、油分だけでなく色水や土砂につ

いても、みだりに公共用水域に流出させないよう

規定する。特に油分については、特定の事業者が

設置する施設における油水分離施設の設置義務に

ついても規定する。 

・油水分離槽に関する規定（案） 

 油を公共用水域へ流出させるおそれのある工場等

で、規則で定めるものを設置する事業者は、油水

分離施設等を設置するとともに、油を公共用水域

へ流出させないよう当該油水分離施設等を維持管

理しなければならない。 

 ・規則で定める施設（案） 

  ・自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 

  ・自動式車両洗浄施設 

  ・一般廃棄物処理施設 

・産業廃棄物処理施設 

 


