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（資料３） 

１．現行条例と改正素案との比較 

現行条例内容 改正素案 改正の方向 

第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 この条例は、八尾市民の環境を守る基

本条例（平成８年八尾市条例第 16 号）第 11

条に規定する施策を実施するため、総合的な

公害防止の推進を図り、市民の健康と良好な

生活環境を確保することを目的とする。 

第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 この条例は、八尾市民の環境を守

る基本条例（平成８年八尾市条例第 16 号

以下「基本条例」という。）の理念にのっ

とり、生活環境の保全に関する市、事業

者及び市民（団体等を含む。以下同じ。）

の責務を明らかにするとともに、公害の

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、現在及び将

来の市民の健康と快適な生活環境の確保

に資することを目的とする。 

表現の一部修正

（従来の目的を

継承しつつ地球

温暖化防止など

の環境の負荷へ

の低減について

盛り込む。） 

第２節 定義 

（定義） 

第２条 この条例において「公害」とは、事業

活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気

の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又

は水底の底質が悪化することを含む。以下同

じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、

悪臭その他環境保全に悪い影響を及ぼすも

のによつて、人の健康が損なわれ、又は人の

快適な生活が阻害されることをいう。 

２ この条例において「工場等」とは、工場又

は事業場をいう。 

３ この条例において「特定工場等」とは、別

表第１で定める工場及び事業場をいう。 

４ この条例において「カラオケ装置」とは、

テープデツキ、マイクロホン、アンプ、スピ

ーカー等の装置を組み合わせ、伴奏音楽等を

収録した録音テープを再生すると同時に、こ

れに合わせてマイクロホンを使つて歌唱で

きるよう構成された装置の総体をいう。 

 

第２節 定義 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 公害 基本条例第２条第３号に規

定する公害をいう。 

(２) 工場等 工場又は事業場をいう。 

(３) 特定工場等 別表に定める工場又

は事業場をいう。 

(４) カラオケ装置 ビデオディスク等

から伴奏音楽等を再生し、これに合

わせてマイクロホンを使って歌唱す

ることができるように構成された装

置をいう。 

(５) 環境への負荷 基本条例第２条第

１号に規定する環境への負荷をい

う。 

(６) 地球環境保全 基本条例第２条第

２号に規定する地球環境保全をい

う。 

表現の一部修正

と、「環境への負

荷の低減」及び

「 地 球 環 境 保

全」の追加と、

「 特 定 建 設 作

業」の削除 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

５ この条例において「特定建設作業」とは、

建設工事として行われる作業のうち、著しい

騒音を発生する作業であつて別表第２に定

めるものをいう。 

  

第３節 事業者の責務等 

（基本的責務） 

第３条 事業者は、その事業活動によつて生ず

る公害を防止するため、その責任と負担にお

いて必要な措置を講ずるとともに、市長の行

う公害防止の施策に積極的に協力しなけれ

ばならない。 

第○節 事業者の責務等 

(事業者の責務） 

○ 事業者は、事業活動に伴って生ずる公

害を防止し、及び環境への負荷を低減す

るため、自己の負担と責任において必要

な措置を講ずるとともに、市が行う公害

の防止及び環境への負荷の低減に関する

施策に協力しなければならない。 

表現の一部修正 

（最大努力義務） 

第４条 事業者は、公害関係法令（条例及び規

則を含む。以下同じ。）又はこの条例に違反

しないことを理由とし、公害を防止すること

について、最大限の努力を怠つてはならな

い。 

○ 事業者は公害関係法令及びこの条例の

規定に違反していない場合においても、

良好な生活環境を確保するため最大限の

努力をするとともに、その事業活動に伴

い、生活環境に係る紛争が生じたときは、

誠意をもって解決に努めなければならな

い。 

現行の４条と 10

条を合わせて表

現も修正 

 ○ 事業者は、環境の保全に関する取組の

状況について地域住民の理解を深めるよ

う努めなければならない。 

新たに規定 

 ○ 事業者は、従業員に対して必要な教育

及び訓練を計画的に実施し、公害の防止

その他の環境への負荷の低減に対する積

極的な意欲の高揚を図り、公害防止のた

めの指示等が速やかに従業員に徹底する

よう努めなければならない。 

新たに規定 

（監視及び報告の義務） 

第７条 事業者は、その管理に係る公害の発生

源、発生原因及び発生状況を常時監視し、当

該事項について市長の要請がある場合は、報

告をしなければならない。 

 

 

 

（監視及び報告の義務） 

○ 事業者は、その管理に係る公害の発生

源、発生原因及び発生状況を常時監視し、

当該事項について市長の要請がある場合

は、報告をしなければならない。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（廃棄物の自己処理の義務） 

第８条 事業者は、事業活動により発生する廃

棄物を自らの責任において適正に処理しな

ければならない。 

（廃棄物による公害等の防止の努力義務） 

○ 事業者は、その事業活動に伴って生じ

た廃棄物による環境の保全上の支障を防

止するため、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和 45 年法律第 137 号）及

び大阪府循環型社会形成推進条例（平成

15 年大阪府条例第６号）並びに八尾市廃

棄物の減量及び適正処理に関する条例

（平成 16 年条例第 27 号）の定めるとこ

ろにより、廃棄物の発生の抑制等に努め

なければならない。 

○ 事業者は、その事業活動に伴って生じ

た廃棄物を再生利用又は処理するにあた

っては、公害の防止及び環境への負荷の

低減に努めなければならない。 

廃棄物の処理に

伴う公害発生や

環境への負荷の

低減に関する努

力規定に改正。 

（事故時の処理義務） 

第９条 事業者は、公害を発生させるおそれの

ある事故が生じた場合は、適切な処理及び関

係行政機関への敏速な報告をしなければな

らない。 

 31条（事故時の

措置）と統合 

（紛争の処理義務） 

第 10 条 事業者は、その事業活動に伴う公害

に係る紛争が生じた場合は、誠意をもつて解

決に努めなければならない。 

 ４条（最大努力

義務）と統合 

第４節 市長の責務等 

（基本的責務） 

第 11 条 市長は、公害を防止し、良好な生活

環境を確保するために、公害防止に関する基

本的かつ総合的な施策の策定とその実施に

努めなければならない。 

第○節 市の責務等 

（市の責務） 

○ 市は、この条例の定めるところにより、

公害を防止し、環境への負荷の低減のた

めに必要な措置を講ずるほか、市民及び

事業者と連携して、公害の防止及び環境

への負荷の低減に関する施策を実施する

よう努めなければならない。 

表現の修正（市

民、事業者と連

携して公害の防

止及び環境への

負荷の低減を推

進して行く。） 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（規制措置） 

第 12 条 市長は、公害の原因となる物質等の   

排出等に関する規制その他の他公害防止に

関する必要な規制の措置を講じなければな

らない。 

（規制措置） 

○ 市長は、公害の原因となる物質等の排

出等に関する規制その他の他公害防止に

関する必要な規制の措置を講じなければ

ならない。 

 

（監視測定等の体制整備） 

第 13 条 市長は、公害の状況に対し適切な行

政措置を行うために必要な監視、測定、調査

及び検査の体制を整備しなければならない。 

（監視測定等の体制整備） 

○ 市長は、公害の状況に対し適切な行政

措置を行うために必要な監視、測定、調

査及び検査の体制を整備しなければなら

ない。 

 

（公害状況等の公表） 

第 14 条 市長は、公害の監視、測定及び調査

の結果明らかになつた公害の状況を公表し

なければならない。 

（公害状況等の公表） 

○ 市長は、公害の監視、測定及び調査の

結果明らかになつた公害の状況を公表し

なければならない。 

 

（市民意識の啓発） 

第 15 条 市長は、市民が良好な生活環境の確

保を図るため、市民に公害防止に関する知識

の普及及び意識の向上を図るよう努めなけ

ればならない。 

 表現を変え、別

章で規定 

（苦情及び紛争の処理） 

第 16 条 市長は、公害に係る苦情及び紛争に

ついては、迅速かつ適正に処理するよう努め

なければならない。 

（苦情及び紛争の処理） 

○ 市長は、公害に係る苦情及び紛争につ

いては、迅速かつ適正に処理するよう努

めなければならない。 

 

（公害健康被害者の救済） 

第 17 条 市長は、公害健康被害者には、関係

法令を適用して救済の措置を行うとともに、

その拡充を図るよう努めなければならない。 

（被害者への措置） 

○ 市は、公害により健康被害を受けた者

があるときは、その実情及び健康への影

響の調査を行うとともに、その被害者の

保護を図るため、関係行政機関と協力し、

必要な措置を講ずるものとする。 

基本条例との関

係を整理し、表

現を修正 

（公聴会の開催） 

第 18 条 市長は、公害防止計画など公害防止

行政を推進するうえで必要と認めた場合は、

公聴会を開催し、市民の意見を公開で聴取す

る機会を持つことができる。 

 

 

（公聴会の開催） 

○ 市長は、公害防止計画など公害防止行

政を推進するうえで必要と認めた場合

は、公聴会を開催し、市民の意見を公開

で聴取する機会を持つことができる。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（中小企業者に対する助成） 

第 19条 市長は、中小企業者が公害の防止の

ために行う施設の設置、整備その他の措置に

対し、助成及び技術指導等の措置を講ずるよ

うに努めなければならない。 

（中小企業に対する支援） 

○ 市は、中小企業者が公害の防止のため

に行う施設の整備、改善若しくは移転又

は環境への負荷の低減のための施設の整

備その他の取組を促進するため、技術的

助言、助成その他の必要な支援に努める

ものとする。 

表現の一部修正 

（関係行政機関への要請） 

第 20条 市長は、公害を防止するために必要

な措置等を関係行政機関へ要請しなければ

ならない。 

（国等との協力） 

○ 市は、生活環境の保全等を図るため必

要があるときは、国又は他の地方公共団

体に協力を要請するとともに、国又は他

の地方公共団体から協力を要請された場

合には、これに応じるものとする。 

表現の一部修正 

第５節 市民の責務 

（基本的責務） 

第 21条 市民は、公害防止の意識を高め、良

好な生活環境の確保に努めなければならな

い。 

第○節 市民の責務 

（市民の責務） 

○ 市民は、その日常生活において、生活

環境の保全に自ら努めるとともに、市が

実施する生活環境の保全に関する施策に

積極的に協力しなければならない。 

21条と 22条を統

合し、表現も修

正 

（公害防止施策への協力） 

第 22条 市民は、市が行う公害防止の施策に

積極的に協力しなければならない。 

（公共の場所等の清潔保持） 

第 23条 何人も、良好な生活環境を確保する

ために、公共の場所等を清潔に保つよう努め

なければならない。 

 美化条例がある

ため削除 

（迷惑行為の自しゆく） 

第 24条 市民は、互いに近隣への迷惑行為を

行わないよう努めなければならない。 

（生活環境への配慮） 

○ 市民は、日常生活に伴って発生する騒

音、悪臭などにより、周辺の生活環境を

損なうことの無いように配慮しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

生活騒音、悪臭

など、より具体

な内容に修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

第２章 公害発生源等の規制 

第１節 工場等の規制 

（規制基準の遵守） 

第 25条 工場等を設置又は管理している者

（以下「工場等の設置者」という。）は、当

該工場等から規制基準を超える公害の原因

となる物質等を発生させ、排出し、又は飛散

させてはならない。 

２ 前項の規制基準は、八尾市環境審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴いて市長

が定める。 

第○章 公害の規制 

第○節 工場等の規制 

（規制基準の遵守） 

○ 工場等を設置又は管理している者（以

下「工場等の設置者」という。）は、当該

工場等から規制基準を超える公害の原因

となる物質等を排出してはならない。 

 

○ 市長は、前項の改正基準を定め、改定

し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ八尾市環境審議会（以下「審議会」

という。）の意見を聴くものとする。 

表言の一部修正 

（拡散及び希釈の抑制） 

第 26条 工場等の設置者は、当該工場等にお

いてばい煙又は排出水を拡散又は希釈させ

ることによつて、前条の規制基準を遵守した

ものとみなしてはならない。 

（拡散及び希釈の抑制） 

○ 工場等の設置者は、当該工場等におい

てばい煙又は排出水を単に拡散又は希釈

させることによつて、大気汚染又は水質

汚濁の防止措置をとったものと解しては

ならない。 

表現の一部修正 

（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。 

（屋外作業の禁止） 

○ 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、やむを得ないとして

規則で定める場合であって、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。 

表現の一部修正 

 （屋外作業における騒音及び振動の防止） 

○ 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、騒音及び振動がより小さい

機器の使用や作業方法への変更、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。 

新たに規定 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（地下浸透の禁止） 

第 28条 工場等の設置者は、土壌及び地下水

の汚染を防止するために、規則で定める物質

を地下に浸透させてはならない。 

（地下浸透の禁止） 

○ 工場等の設置者等は、土壌及び地下水

の汚染を防止するために、規則で定める

物質を地下に浸透させてはならない。 

表現の一部修正 

 

 

 

 ○ 工場等の設置者等（水質汚濁防止法第

５条第２項及び第３項に基づく届出対象

事業場を除く。）は、有害物質を製造し、

使用し、処理し、または保管する作業に

係る施設を設置するとき（第２条第２号

の規則の改正により新たに有害物質が追

加された場合にあつては、当該規則の施

行の日以後に新たに施設を設置すると

き）は、規則で定める構造を有するもの

でなければならない。 

○ 前項の施行の際現に有害物質を使用等

している工場等にあつても、前項の構造

とするよう努めなければならない。 

新たに規定 

 （有害物質の使用状況等の点検等） 

○ 有害物質を取り扱う工場等の設置者等

は、地下浸透の防止のため、当該有害物

質を含む原料若しくは薬品の使用状況

や、その貯蔵所及び使用する作業場につ

いて、規則で定めるところにより、定期

的に点検し、その結果を記録し、これを

保存しなければならない。 

○ 前項に基づく点検の結果、有害物質の

漏洩又は作業場等の床面、防液堤等に亀

裂等を発見した場合は、直ちに当該漏洩

個所等について補修しなければならな

い。 

新たに規定 

 （油分等の地下浸透の防止） 

○ 油(水質汚濁防止法第 2条第 5項に規定

する油をいう。以下同じ。)を使用する工

場等の設置者等は、油分又は油分を含む

汚水の地下浸透の防止に努めなければな

らない。 

既存の 62条を整

理 



8 

 

現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（悪臭発生の抑制） 

第 29条 工場等の設置者は、生活環境に著し

い影響を及ぼす悪臭を発生させないよう努

めなければならない。 

（悪臭の防止） 

○ 工場等の設置者等は、事業活動に伴い、

生活環境に著しい支障を及ぼす悪臭を排

出してはならない。 

表現の一部修正 

 ○ 市長は、工場等における事業活動に伴

って発生する悪臭の排出を防止し、必要

な指導を行うための指針を策定するもの

とする。 

○ 市長は、前項に規定する指針を定め、

又は変更したときは、その内容を公表す

るものとする。 

新たに規定 

（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。 

（貸工場等の規制） 

○ 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。 

○ 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。 

 

（事故時の措置） 

第 31条 工場等の設置者は、当該工場等にお

いて故障、破損その他の事故が発生した場合

に、周辺の人の健康又は生活環境に被害を及

ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ち

にその事故について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しな

ければならない。 

（事故時の措置） 

○ 工場等の設置者等は、規則で定める場

合を除き、当該工場等において故障、破

損その他の事故が発生し、公害の原因と

なる物質の排出等があったことにより、

人の健康又は生活環境に被害を及ぼし、

又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに

その事故について応急の措置を講ずると

ともに、事故の復旧に努めなければなら

ない。 

表現の一部修正 

 

○ 工場等の設置者等は、当該工場等にお

いて事故が発生し、公害の原因となる物

質の排出等があった場合は、速やかに、

規則で定めるところにより、その事故の

状況及び講じた措置の内容等を市長に届

け出なければならない。ただし、規則で 

公害関係法令と

の重複を整理

し、表現も修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 定める届出をしなければならない場合は

この限りでない。 

 

 ○ 市長は、工場等の設置者が第○項の応

急措置を講じていないと認めるときは、

そのものに対し、同項の応急措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

命令規定を新た

に追加 

（特定工場等設置の許可） 

第 32条 特定工場等を設置しようとする者

は、規則で定めるところにより、市長の許可

を受けなければならない。 

２ この条例の施行の際現に特定工場等を設

置している者（設置の工事をしている者を含

む。）は、規則で定めるところにより、市長

に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をした者は、第１項

の許可を受けた者とみなす。 

（特定工場等設置の許可） 

○ 特定工場等を設置しようとする者は、

規則で定めるところにより、市長の許可

を受けなければならない。 

第２項及び第３

項については削

除 

（許可の基準） 

第 33条 市長は、前条の規定による許可の申

請があつた場合には、その内容が次の各号の

１に該当するときは、同条の許可を与えては

ならない。 

(１) 特定工場等から発生し、排出し、又は

飛散する公害の原因となる物質等が、規

制基準に適合しないと認めるとき。 

 

 

 

(２) 特定工場等が、規則で定める条件に適

合しないとき。 

（許可の基準） 

○ 市長は、前条の規定による許可の申請

あつた場合には、その内容が次の各号の

１に該当するときは、同条の許可を与え

てはならない。 

(１) 特定工場等から排出し、公害の原

因となる物質等が、第○条第○項に

規定する規制基準（この条例に定め

のないものにあつては、公害関係法

令に定める基準）及び第○条第○項

に適合しないと認めるとき。 

(２) 特定工場等が、規則で定める条件

に適合しないとき。 

１号において、

公害関係法令に

基づく規制基

準、市条例の規

制基準及び地下

浸透の構造基準

の適合とするよ

う改正 

 

 

 

 

（許可の条件） 

第 34条 市長は、特定工場等の設置の許可を

するにあたつては、公害防止及び環境保全に

必要な限度において条件を付すことができ

る。 

 

 

（許可の条件） 

○ 市長は、特定工場等の設置の許可をす

るにあたつては、公害防止及び環境保全

に必要な限度において条件を付すことが

できる。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（表示板の掲出） 

第 35条 特定工場等の設置の許可申請をした

者（以下「特定工場等の許可申請者」という。）

は、規則で定める表示板に、所定の事項を記

載し、当該特定工場等の建築現場の公衆の見

やすい場所に掲示しておかなければならな

い。 

（表示板の掲出） 

○ 特定工場等の設置の許可申請をした者

（以下「特定工場等の許可申請者」とい

う。）は、規則で定める表示板に、所定の

事項を記載し、当該特定工場等の建築現

場の公衆の見やすい場所に掲示しておか

なければならない。 

 

（事業に関する説明） 

第 36条 市長は、必要があると認めるときは、

特定工場等の許可申請者に対し、公開の説明

会を行わせることができ、当該特定工場等の

許可申請者は、これに応じなければならな

い。 

 削除 

（公害防止責任者の設置） 

第 37条 特定工場等の事業者は、当該特定工

場等における公害の防止及び公害防止の施

設等の維持管理の体制を確立するため、公害

防止責任者を置かなければならない。 

（公害防止責任者の設置） 

○ 特定工場等の事業者は、規則で定める

場合を除き、当該特定工場等における公

害の防止及び公害防止の施設等の維持管

理の体制を確立するため、公害防止責任

者を置かなければならない。 

表言の一部修正 

（倉庫について

は、設置の対象

外とする。） 

（公害防止責任者の資格と任務） 

第 38条 公害防止責任者は、常に当該特定工

場等において公害の防止及び公害防止の施

設等の維持管理を行う者であり、かつ、特定

工場における公害防止組織の整備に関する

法律（昭和 46年法律第 107号）第４条に定

める公害防止管理者の資格を有する者又は

市が行う研修を受講した者でなければなら

ない。 

２ 公害防止責任者は、公害の防止及び公害防

止の施設等の維持管理に努め、必要に応じて

公害防止の状況を市長に報告するとともに、

市が行う講習会等に参加しなければならな

い。 

（公害防止責任者の資格と任務） 

○ 公害防止責任者は、常に当該特定工場

等において公害の防止及び公害防止の施

設等の維持管理を行う者であり、かつ、

特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律（昭和 46年法律第 107号）第

４条に定める公害防止管理者の資格を有

する者又は市が行う研修を受講した者で

なければならない。 

○ 公害防止責任者は、公害の防止及び公

害防止の施設等の維持管理に努め、必要

に応じて公害防止の状況を市長に報告す

るとともに、市が行う講習会等に参加す

るものとする。 

表現の一部修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 （選任等の報告） 

○ 特定工場等の事業者は、公害防止責任

者を選任又は変更したときは、その日か

ら 30日以内に、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に報告しなければなら

ない。 

新規で規定 

（特定工場等の変更許可） 

第 39条 第 32条の許可を受けた者が、当該許

可に係る事項のうち、規則で定める事項を変

更しようとするときは、市長の許可を受けな

ければならない。 

２ 変更許可の申請者は、第 35条に規定する

表示板を規則で定めるところにより、掲示し

なければならない。 

３ 第 33条、第 34条及び第 36条の規定は、

第１項の許可をする場合に準用する。 

（特定工場等の変更許可） 

○ 第○条の許可を受けた者が、当該許可

に係る事項のうち、規則で定める事項を

変更しようとするときは、市長の許可を

受けなければならない。 

○ 変更許可の申請者は、第○条に規定す

る表示板を規則で定めるところにより、

掲示しなければならない。 

○ 第○条及び第○条の規定は、第○項の

許可をする場合に準用する。 

表現の一部修正 

（操業等の制限） 

第 40条 第 32条第１項又は第 39条第１項の

許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完

了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け

出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があつた場

合は、当該特定工場等が許可の内容及び条件

に適合しているかを検査しなければならな

い。 

３ 第１項の規定により届け出た者は、前項の

規定による検査に合格した後でなければ、当

該特定工場等を操業し、又は変更部分を使用

してはならない。 

（操業等の制限） 

○ 第○条第○項又は第○条第○項の許可

を受けた者は、当該許可に係る工事が完

了したときは、遅滞なくその旨を市長に

届け出なければならない。 

○ 市長は、前項の規定による届出があつ

た場合は、当該特定工場等が許可の内容

及び条件に適合しているかを検査しなけ

ればならない。 

○ 第○項の規定により届け出た者は、前

項の規定による検査に合格した後でなけ

れば、当該特定工場等を操業し、又は変

更部分を使用してはならない。 

 

（氏名等の変更及び特定工場等の廃止の届出） 

第 41条 第 32条の許可を受けた者は、氏名（法

人にあつては名称及び代表者名）若しくは特

定工場等の名称に変更があつたとき又は当

該特定工場等を廃止したときは、その日から

30日以内にその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（氏名等の変更及び特定工場等の廃止の届出） 

○ 第○条の許可を受けた者は、氏名（法

人にあつては名称及び代表者名）若しく

は特定工場等の名称に変更があつたとき

又は当該特定工場等を廃止したときは、

その日から30日以内にその旨を市長に届

け出なければならない。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（承継） 

第 42条 第 32条の許可を受けた者から、特定

工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当

該許可を受けた者の地位を承継する。 

２ 第 32条の許可を受けた者について、相続

又は合併があつたときは、相続人又は合併後

存続する法人若しくは合併により設立され

た法人は、当該許可を受けた者の地位を承継

する。 

３ 前２項の規定により地位を承継した者は、

その日から 30日以内に、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

（承継） 

○ 第○条の許可を受けた者から、特定工

場等を譲り受け、又は借り受けた者は、

当該許可を受けた者の地位を承継する。 

２ 第○条の許可を受けた者について、相

続又は合併があつたときは、相続人又は

合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人は、当該許可を受けた者

の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により地位を承継した者

は、その日から 30日以内に、規則で定め

るところにより、その旨を市長に届け出

なければならない。 

 

（許可手数料） 

第 43条 第 32条第１項又は第 39条第１項の

許可の申請者は、50,000円を限度とし、規

則で定める額の手数料を納付しなければな

らない。 

２ 市長は、次の各号の１に掲げる場合は、前

項に定める手数料を減免することができる。 

 

(１) 国又は地方公共団体の行う事業に関

し行われるものであるとき。 

(２) 第 39条第１項の許可申請に係る事項

が、もつぱら公害防止を目的とするもの

であるとき。 

（許可手数料） 

○ 第○条第○項又は第○条第○項の許可

の申請者は、50,000円を限度とし、規則

で定める額の手数料を納付しなければな

らない。 

○ 市長は、次の各号の１に掲げる場合は、

前項に定める手数料を減免することがで

きる。 

(１) 国又は地方公共団体の行う事業に

関し行われるものであるとき。 

(２) 第○条第○項の許可申請に係る事

項が、もつぱら公害防止を目的とす

るものであるとき。 

 

（改善勧告） 

第 44条 市長は、公害を防止するために必要

があると認めるときは、工場等の設置者に、

当該工場等における建物及び施設の構造若

しくは配置又は作業の方法について改善そ

の他必要な措置をとるべきことを勧告する

ことができる。 

（改善勧告） 

第○条 市長は、工場等を設置する者が次

の各号の一に該当すると認めるときは、

その者に対し、期限を定めて、当該工場

等における建物及び施設の構造若しくは

配置又は作業の方法について改善その他

必要な措置をとるべきことを勧告するこ

とができる。 

勧告することが

できるとき、を

具体的に規定 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 （１） 工場等からの排出水が、第○条

第○項の規制基準を超えて排出さ

れているとき 

 （２） 工場等から発生する騒音又は振

動が第○条第○項に規定する規制

基準を超え、かつ、当該工場等の

周辺の生活環境に支障を及ぼして

いると認めるとき 

 

 （３） 第○条の規定に違反して屋外作

業をしているとき 

 （４） 第○条第○項に規定する汚水又

は廃液を地下に浸透させるおそれ

があると認めるとき 

 （５） 第○条（第○条第○項において

準用する場合を含む。）の規定によ

り付した条件に違反しているとき 

※具体的項目 

・排水基準違反 

 

・騒音振動につ

いて規制基準

超過かつ周辺

の生活環境に

支障を及ぼし

ているとき。 

・屋外作業の禁

止義務違反 

・地下浸透の禁

止義務違反 

 

・許可条件違反 

（改善命令等） 

第 45条 市長は、前条の規定による勧告を受

けた者が、その勧告に従わないときは、その

者に対し、当該工場等における建物及び施設

の構造若しくは配置又は作業の方法につい

て、改善その他必要な措置をとるべきことを

期限を定めて命ずることができる。 

 

２ 市長は、第 25条第１項又は第 28条の規定

に違反した工場等の設置者に対し、前項の規

定にかかわらず、当該工場等における建物及

び施設の構造若しくは配置又は作業の方法

について、改善その他必要な措置をとるべき

ことを期限を定めて命じ、又は当該工場等の

作業の一時停止を命ずることができる。 

 

 

（改善命令等） 

○ 市長は、前条の規定による勧告を受け

た者が、その勧告に従わないときは、そ

の者に対して、期限を定めて、当該工場

等における建物及び施設の構造若しくは

配置又は作業の方法の改善その他必要な

措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

○ 市長は、第○条第○項の規定に違反し

有害物質を排出し、又は第○条第○項の

規定に違反し有害物質を地下に浸透させ

た工場等の設置者に対し、前項の規定に

かかわらず、当該工場等における建物及

び施設の構造若しくは配置又は作業の方

法について、改善その他必要な措置をと

るべきことを期限を定めて命じ、又は当

該工場等の作業の一時停止を命ずること

ができる。 

 

表現の一部修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

３ 市長は、特定工場等を設置している者が、

第 39条第１項の規定に違反した場合は、第

32条の許可を取り消し、又は当該特定工場

等の作業の一時停止を命ずることができる。 

○ 市長は、特定工場等を設置している者

が、第○条第○項の規定に違反した場合

は、第○条の許可を取り消し、又は当該

特定工場等の作業の一時停止を命ずるこ

とができる。 

 

（操業停止命令） 

第 46条 市長は、第 32条第１項の許可を受け

ないで特定工場等を設置している者又は前

条第３項の規定により第 32条の許可を取り

消された者に対し、当該特定工場等の操業の

停止を命ずることができる。 

（移転命令等） 

○ 市長は、第○条の許可を受けないで特

定工場等を設置している者又は前条第○

項の規定により第○条の許可を取り消さ

れた者に対し、当該特定工場等の移転又

は操業の停止を命ずることができる。 

命令の内容に移

転命令を追加 

第２節 住居環境確保のための規制 

（カラオケ装置の設置の届出） 

第 47条 飲食営業又は風俗営業を行う者（以

下「飲食店等の営業者」という。）は、当該

店舗においてカラオケ装置を設置し、又は設

置しようとする場合は、規則で定めるところ

により、市長に届け出なければならない。 

 

第○節 住居環境確保のための規制 

（カラオケ装置の設置の届出） 

○ 飲食営業又は風俗営業を行う者（以下

「飲食店等の営業者」という。）は、当該

店舗においてカラオケ装置を設置し、又

は設置しようとする場合は、規則で定め

るところにより、市長に届け出なければ

ならない。 

 

（カラオケ装置の設置基準） 

第 48条 飲食店等の営業者が、午後９時から

翌日の午前６時までにおいて、カラオケ装置

を用いて営業する場合は、規則で定める構造

基準を遵守しなければならない。 

（カラオケ装置の設置基準） 

○ 飲食店等の営業者が、午後９時から翌

日の午前６時までにおいて、カラオケ装

置を用いて営業する場合は、規則で定め

る構造基準を遵守しなければならない。 

○ 前項に該当しない場合にあっても、周

辺の生活環境が損なわれるおそれがある

場合は、必要に応じ前項の構造基準を遵

守するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

新たに規定 

（命令及び使用停止） 

第 49条 市長は、前条の構造基準を遵守しな

い飲食店等の営業者に、騒音防止のために改善

等必要な措置を命ずることができる。 

 

 

 

（命令及び使用停止） 

○ 市長は、前条第○項の構造基準を遵守

しない飲食店等の営業者に、騒音防止の

ために改善等必要な措置を命ずることが

できる。 

 

表言の一部修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

２ 市長は、飲食店等の営業者が第 25条第１

項に規定する規制基準に違反し、前項の命令

に応じない場合は、当該飲食店等の営業者に

対し、カラオケ装置の使用を停止させること

ができる。 

２ 市長は、飲食店等の営業者が第○条第

○項に規定する規制基準に違反し、前項

の命令に応じない場合は、当該飲食店等

の営業者に対し、カラオケ装置の使用を

停止させることができる。 

 

（緩衝地帯の設置） 

第 50条 市長は、規則で定める指定道路の車

道（自転車道を除く。）端から幅 10メートル

の範囲を緩衝地帯として定める。 

２ 前項の指定道路は、審議会の意見を聴いて

市長が定める。 

（緩衝地帯の設置） 

○ 市長は、規則で定める指定道路の車道

（自転車道を除く。）端から幅 10メート

ルの範囲を緩衝地帯として定める。 

○ 前項の指定道路は、審議会の意見を聴

いて市長が定める。 

 

（建築主の義務） 

第 51条 何人も、前条第１項の緩衝地帯へ譲

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てはな

らない。ただし、規則で定める構造基準に適

合する場合は、この限りでない。 

（建築主の義務） 

○ 何人も、前条第○項の緩衝地帯へ譲渡

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するこ

とは、原則として避けるものとする。や

むを得ず建築する場合は、規則で定める

構造基準に適合しなければならない。 

表現の一部修正 

（工業地域内の住宅規制） 

第 52条 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）

第２章に定める工業地域において、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、騒音等による生活環境の侵害を避けるた

め、当該建築物を建築しようとする敷地の周

辺に、規則で定める緩衝地帯を設けなければ

ならない。ただし、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しなければ

ならない。 

（工業地域内の住宅規制） 

○ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）

第２章に定める工業地域において、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、騒音等による生活環境の侵

害を避けるため、当該建築物を建築しよ

うとする敷地の周辺に、規則で定める緩

衝地帯を設けなければならない。ただし、

やむを得ず建築する場合は、規則で定め

る構造基準に適合しなければならない。 

 

（指導及び勧告） 

第 53条 市長は、前２条に違反する者に対し、

指導及び必要な措置を講ずべきことを勧告

することができる。 

 

 

（指導及び勧告） 

○ 市長は、前２条に違反する者に対し、

指導及び必要な措置を講ずべきことを勧

告することができる。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

第３節 建設工事の規制 

（建設工事に係る遵守事項） 

第 54条 建設工事を行う者は、当該建設工事

に伴い発生する騒音、振動又は粉じんによ

り、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさな

いよう努めなければならない。 

第○節 建設工事の規制 

（建設工事に係る努力義務） 

○ 建設工事を行おうとする者は、機械及

び工法の選定等に配慮することにより、

当該建設工事として行われる作業により

発生する騒音、振動又は粉じんによって

周辺の生活環境を損なうことのないよう

努めなければならない。 

表現の一部修正 

（改善勧告及び改善命令） 

第 55条 市長は、規則で定める地域内におい

て行われる特定建設作業に伴い発生する騒

音が、規則で定める規制基準に適合しないこ

とにより、当該特定建設作業の行われる場所

の周辺の生活環境が著しく損なわれると認

めるときは、その事態を除去するため、当該

建設工事を施工する者に対し、期限を定めて

騒音防止の方法を改善し、又は特定建設作業

の作業時間の変更を勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者

が、その勧告に従わないで特定建設作業を行

つているときは、期限を定めて、同項の事態

を除去するために必要な限度において、騒音

の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の

作業時間の変更を命ずることができる。 

 特定建設作業を

削除することに

伴い、本条項に

ついても削除。 

第４節 駐車場等の規制 

（駐車場の規制） 

第 56条 他人に使用させることを目的とする

50平方メートル以上の規則で定める駐車場

を、都市計画法第２章に規定する第一種低層

住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第

一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域

又は準住居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。 

第○節 駐車場等の規制 

（駐車場の規制） 

○ 他人に使用させることを目的とする 50

平方メートル以上の規則で定める駐車場

を、都市計画法第２章に規定する第一種

低層住居専用地域、第二種低層住居専用

地域、第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域又は準住居地域において

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 

表現の一部修正 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 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。 

 

（工場等の駐車場確保） 

第 57条 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。 

（工場等の駐車場確保） 

○ 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するよう努めなけ

ればならない。 

表現の一部修正 

（自動車排出ガス等の抑制） 

第 58条 自動車を運転し、又は所有する者は、

自動車の運転を自しゆくするとともに、必要

な整備及び適正な運転により、騒音及び排出

ガス等の発生を最小限に抑制するよう努め

なければならない。 

（自動車の使用抑制） 

○ 市、事業者及び市民は、環境への負荷

の低減を図るため、自動車(道路運送車両

法第２条第２項に規定する自動車及び同

条第３項に規定する原動機付自転車をい

う。)の効率的な使用、公共交通機関又は

自転車などの環境への負荷の少ない交通

手段の利用に努めなければならない。 

３つに分け、表

現も修正して整

理 

（自動車の適正整備） 

○ 自動車を使用する者は、その自動車を

適正に整備することにより、当該自動車

から発生する排出ガス及び騒音等の低減

に努めなければならない。 

（エコドライブの推進） 

○ 自動車を運転する者は、その自動車か

ら発生する排出ガス及び騒音等を最少限

度にとどめるための適切な運転及び適正

な管理(以下「エコドライブ」という。)

を行うよう努めなければならない。 

２ 自動車を事業の用に供する者は、その

管理する自動車の運転者に対して、エコ

ドライブを行わせるために、適切な措置

を講じるよう努めなければならない。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 (低公害車の購入等) 

○ 市，事業者及び市民は，低公害車(排出

ガスがないか又はその量が相当程度少な

い自動車で規則で定めるものをいう。)又

は排出ガスの量がより少ない自動車を購

入し，又は使用するよう努めなければな

らない。 

新規で規定 

（交通に関する他の機関への要請） 

第 59条 市長は、自動車の通行によつて発生

する排出ガス、騒音及び振動によつて市民の

平穏な生活を妨げるときは、関係行政機関に

対し、自動車の通行の禁止若しくは制限又は

道路の改善等適切な措置を講ずるよう要請

するものとする。 

 公害関係法令に

おける規定で対

応可能なため削

除 

第５節 空港及び航空機の規制 

（空港及び航空機の規制） 

第 60条 市長は、航空法（昭和 27年法律第

231号）第２条第１項に規定する航空機によ

り発生する騒音等による環境破壊又はその

おそれがある場合は、八尾空港の設置者と協

議を行うことができる。 

２ 八尾空港の設置者は、飛行時間等利用状況

の変更が生じた場合は、市長と協議しなけれ

ばならない。 

第○節 八尾空港との協議 

（八尾空港との協議） 

第○条 市長は、航空法（昭和 27年法律第

231号）第２条第１項に規定する航空機に

より発生する騒音等による環境破壊又は

そのおそれがある場合は、八尾空港の設

置者と協議を行うことができる。 

２ 八尾空港の設置者は、飛行時間等利用

状況の変更が生じた場合は、市長と協議

しなければならない。 

表現の一部修正 

第６節 その他の規制 

（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 

 

第○節 その他の規制 

（屋外燃焼行為の禁止） 

○ 何人も、燃焼に伴ってばい煙又は悪臭

が発生する物を、みだりに屋外において

燃焼させてはならない。ただし、規則に

定める燃焼行為については、この限りで

ない。 

○ 前項ただし書きの燃焼行為を行う者

は、燃焼に伴うばい煙、悪臭等により、

周辺地域の生活環境に影響を及ぼすこと

のないよう努めなければならない。 

府条例と重複し

ているため第１

号を削除し、た

だし書きについ

ても規則で規定

する。そして、

ただし書きに該

当する燃焼行為

における努力義

務について新た

に規定する。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

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。 

（勧告及び命令） 

○ 市長は、前条第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、当該

燃焼行為の中止その他必要な措置を講ず

るよう勧告することができる。 

○ 市長は前項の規定による勧告を受けた

者がその勧告に従わないときは、その者

に対し、当該燃焼行為の中止その他必要

な措置を講ずるよう命ずることができ

る。 

勧告の規定を追

加 

（油分等流出の防止） 

第 62条 油を使用する者は、油分又は油分を

含む汚水の流出及び地下浸透の防止に努め

なければならない。 

(油の流出等の防止) 

○ 油を使用等する者は、その適正な使用

及び処理に努めるとともに、当該油をみ

だりに公共用水域に流出させてはならな

い。 

地下浸透は別で

規定し、表言に

ついても修正 

 第○条 油を公共用水域へ流出させるおそ

れのある施設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。 

○ 工場等で油を取り扱う事業者は、当該

油を公共用水域へ流出させないよう油水

分離施設を設置する等適切な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

新たに規定 

 （着色水の流出等の防止） 

○ 何人も、着色水（塗料等著しく公共用

水域の水の色を変化させるものをいう。）

をみだりに公共用水域に流出させてはな

らない。 

新たに規定 

 （土砂等の流出の防止） 

○ 事業者は、建設工事等において、土地

の掘削等の行為により公共用水域に著し

く土砂等を流出させ、水質を汚濁させて

はならない。 

新たに規定 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

第７節 環境影響評価 

（環境影響評価） 

第 63条 市長は、公害の防止及び生活環境へ

の侵害を防ぐため、特に必要と認めた事業を

行う者に対し、事前環境影響評価を行わせる

ことができる。 

 新規に条例を制

定するため、本

条例からは削除 

第８節 公害防止協定 

（公害防止協定の締結） 

第 64条 市長は、良好な環境を確保するため

に必要と認めた場合は、事業者と公害防止及

び緑化等に関する協定を締結することがで

きる。 

 

２ 事業者は、前項の協定を締結するよう努め

なければならない。 

第○節 環境の保全に関する協定 

（環境の保全に関する協定） 

○ 市長は、環境を保全するために必要が

あると認めたときは、事業者（工場等を

設置しようとするものを含む。）との間に

環境の保全に関する協定を締結すること

ができる。 

○ 事業者は、市長から協定の締結につい

て協議を求められたときは、誠意をもっ

てこれに応じるものとする。 

名称を変えて表

現も修正 

（公害防止協定締結の勧告） 

第 65条 市長は、事業者の事業活動によつて

著しく環境の破壊又はそのおそれが生じ、住

民が公害防止に関する協定を締結するよう

市長に要請した場合は、事業者に公害の防止

に関する協定を締結することを勧告するこ

とができる。 

 協定の趣旨や内

容を改正するこ

とに伴い削除 

第９節 公害監視員等 

（公害監視員の設置） 

第 66条 市民が、公害監視を行うために公害

監視員を置き、役割を次のように定める。 

(１) 公害の発生状況の監視及び報告 

(２) 市の公害防止等の施策に対する意見

の具申 

(３) 公害及び環境保全に関する知識の普

及 

２ 公害監視員の設置については、前項に定め

るもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

 

 公害監視員制度

は廃止するた

め、削除 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（措置請求） 

第 67条 市民は、公害により人の健康又は生

活環境に被害が生じ、又は生じるおそれがあ

るときは、市長に対し公害の発生源の調査及

び必要な措置を講ずるよう申し出ることが

できる。 

２ 市長は、前項の申出を受けた場合は、工場

等に公害の状況調査及び公害防止の指導を

行い、その経過を当該市民に通知するものと

する。 

（措置請求） 

○ 市民は、公害により人の健康又は生活

環境に被害が生じ、又は生じるおそれが

あるときは、市長に対し公害の発生源の

調査及び必要な措置を講ずるよう申し出

ることができる。 

○ 市長は、前項の申出を受けた場合は、

工場等に公害の状況調査及び公害防止の

指導を行い、その経過を当該市民に通知

するものとする。 

 

第３章 公表 

（公表） 

第 68条 市長は、公害関係法令又はこの条例

の規定に違反している者があるときは、その

者を公表することができる。 

第○章 公表 

（公表） 

○ 市長は、公害関係法令又はこの条例の

規定に違反している者があるときは、そ

の者の氏名（法人にあっては、名称及び

代表者の氏名）、住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地）及びその違反の

状況を公表することができる。 

○ 市長は、前項の規定による公表をしよ

うとするときは、あらかじめ公表される

べき者にその旨および理由を通知し、意

見陳述の機会を与えるものとする。 

公表内容につい

ての表言の一部

修正及び公表前

に事前に意見陳

述の機会を与え

ることを新規で

規定 

 第○章 地球環境保全 

(温室効果ガスの排出の抑制) 

○ 市，事業者及び市民は，地球温暖化を

防止するため，その事業活動又は日常生

活において，二酸化炭素，メタンその他

の温室効果ガスの大気中への排出を抑制

するよう努めなければならない。 

新たに規定 

 (省エネルギーの促進) 

○ 市長は、エネルギーを有効に利用する

ために自ら省エネルギーに配慮した公共

施設の建設や機器、設備の導入を進める

とともに、省エネルギー行動に関する情

報の提供を行うものとする。 

 

新たに規定 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 (事業者および市民の協力) 

○ 事業者および市民は、市が行う環境エ

ネルギーおよび省エネルギーについての

政策に協力しなければならない。 

新たに規定 

 第○章 環境情報の提供等 

（環境情報の提供） 

○ 市は、市民、事業者又はこれらの者が

組織する団体が自発的に行う公害の防止

その他の環境への負荷の低減に関する活

動を促進するため、環境の現状その他の

必要な情報を提供するよう努めるものと

する。 

新たに規定 

 （環境学習の推進等） 

○ 市は、市民及び事業者がその日常生活

又は事業活動において、公害の防止その

他の環境への負荷の低減に関する活動へ

の意欲を高めることに資するため、学習

の機会の提供、広報活動その他の措置を

講ずるものとする。 

○ 市は、学校園、保育所における環境に

関する学習及び教育を推進するものとす

る。 

新たに規定 

 （市民等の活動の公表） 

○ 市長は、市民又は事業者の活動が、公

害の防止その他の環境への負荷の低減の

観点から他の模範となると認めるとき

は、その活動を公表するものとする。 

新たに規定 

 第○章 市民、事業者及び市のパートナ

ーシップ 

(市民、事業者及び市のパートナーシップの確保) 

○ 市民、事業者及び市は、環境に関する

問題意識を共有し、それぞれの責任と役

割を果たしながら、自主的な取組を実践

していくことができるよう、相互の連携

及び協働(以下「パートナーシップ」とい

う。)の確保に努めなければならない。 

新たに規定 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

 (市民及び事業者との円滑なコミュニケー

ションの確保) 

○ 市は、市民及び事業者とのパートナー

シップの確保を図るため、環境の保全に

関する施策の策定及び実施に当たって

は、市民及び事業者との円滑なコミュニ

ケーションの確保に努めるものとする。 

新たに規定 

 （事業者と地域住民との円滑なコミュニケ

ーションの確保） 

○ 事業者は、事業活動に関する情報を積

極的に提供すること等により、地域住民

との円滑なコミュニケーションの確保に

努めるものとする。 

新たに規定 

第４章 雑則 

（立入検査） 

第 69条 市長は、この条例の施行に必要な限

度において、その職員に工場等、建設工事現

場その他の場所に立ち入り、関係する施設、

設備、帳簿書類その他の物件及び土地並びに

その場所で行われている行為の状況を調査

若しくは検査をさせ、又は関係人に対する指

示若しくは指導を行わせることができる。 

 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があつた場合は、これを提示しなければな

らない。 

第○章 雑則 

（立入検査） 

○ 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、その職員に工場等、建設工事

現場その他の場所に立ち入り、関係する

施設、設備、帳簿書類その他の物件及び

土地並びにその場所で行われている行為

の状況を調査若しくは検査をさせ、又は

関係人に対する指示若しくは指導を行わ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があつた場合は、これを提示

しなければならない。 

 

（委任） 

第 70条 この条例の施行について必要な事項

は、規則で定める。 

（委任） 

○ この条例の施行について必要な事項

は、規則で定める。 

 

第５章 罰則 

第 71条 第 46条の規定による命令に違反した

者は、２年以下の懲役又は 500,000円以下の

罰金に処する。 

 

第○章 罰則 

○ 第○条の規定による命令に違反した者

は、２年以下の懲役又は 500,000円以下

の罰金に処する。 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

第 72条 次の各号の１に該当する者は、１年

以下の懲役又は 300,000円以下の罰金に処

する。 

 

 

 (１) 第 32条第１項の規定に違反し特定工

場等を設置した者 

(２) 第 39条第１項の規定による許可を受

けないで規則で定める事項を変更した

者 

(３) 第 45条第１項から第３項までの規定

による命令に違反した者 

(４) 第 49条第２項の規定による停止命令

に違反した者 

○ 次の各号の１に該当する者は、１年以

下の懲役又は 300,000円以下の罰金に処

する。 

(１) 第○条第○項の規定による命令に

違反した者 

(２) 第○条第○項の規定に違反し特定

工場等を設置した者 

(３) 第○条第○項の規定による許可を

受けないで規則で定める事項を変更

した者 

(４) 第○条第○項から第３項までの規

定による命令に違反した者 

(５) 第○条第○項の規定による停止命

令に違反した者 

事故時の措置に

おける応急措置

命令に対する罰

則を追加（第１

号） 

第 73条 第 61条第２項の規定による命令に違

反し、燃焼行為を行つた者は、３月以下の懲

役又は 200,000円以下の罰金に処する。 

○ 第○条第○項の規定による命令に違反

し、燃焼行為を行つた者は、３月以下の

懲役又は200,000円以下の罰金に処する。 

 

第 74条 次の各号の１に該当する者は、

200,000円以下の罰金に処する。 

 (１) 第 40条第３項の規定に違反した者 

(２) 第 55条第２項の規定による命令に違

反した者 

第○条 第○条第○項の規定に違反した者

は、200,000円以下の罰金に処する。 

特定建設作業を

削除することに

伴い、第２号を

削除 

第 75条 第 69条第１項の規定による立入調査

若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

は、100,000円以下の罰金に処する。 

○ 第○条第○項の規定による立入調査若

しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した

者は、100,000円以下の罰金に処する。 

 

第 76条 次の各号の１に該当する者は、

30,000円以下の罰金に処する。 

(１) 第 35条の規定に違反した者 

(２) 第 41条の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者 

(３) 第 42条第３項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

(４) 第 47条の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者 

 

○ 次の各号の１に該当する者は、30,000

円以下の罰金に処する。 

(１) 第○条の規定に違反した者 

(２) 第○条の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 

(３) 第○条第３項の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者 

(４) 第○条の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 
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現行条例内容 改正素案 改正の方向 

（両罰規定） 

第 77条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、第 71条から前条ま

での違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

（両罰規定） 

○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、第○条から前

条までの違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

 

附 則  省略 附 則  省略  

別表第１（第２条関係） 

特定工場等 

１ 定格出力の合計が、2.25キロワツト以上

の原動機を使用する物品の製造、加工又は作

業を行う工場 

２～３ 省略 

４ （１）～（18）省略 

  （19）し尿処理施設（処理対象人員が 200

人以下のし尿浄化そうを除く。）を設置する

もの 

  （20）～（21）省略 

別表（第２条関係） 

特定工場等 

１ 定格出力の合計が、2.25キロワツト以

上の原動機を使用する物品の製造、加工

又は作業を行う工場 

２～３ 省略 

４ （１）～（18）省略 

   

 

 

（19）～（20）省略 

し尿処理施設

（処理対象人員

が 200人以下の

し尿浄化そうを

除く。）を設置す

るもの、を特定

工場等から削除

する。 

別表第２（第２条関係） 

特定建設作業 

１～10 省略 

 削除 

 


