環境関連法令・規則の一覧

（更新 2016.03.01）

当協会環境委員会では会員の工場など事業所の管理運営および製品において必要とされる一般的な法令、規則などについて
検討、整理した。関係各位へご参考となるよう下記の通り代表例を列挙する。
【事業所管理・運営に関する法令、規則】
【法】･･･法律 【政】･･･施行令 【省】･･･施行規則
◇ ･･･条例 ◇ ･･･条例施行
○環境一般
◇環境基本法
◇公害防止法
【法】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 規則
【政】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
【省】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則
◇○○環境基本条例
◇○○県公害防止条例
◇○○県生活環境の保全に関する条例
◇○○市環境基本条例
○大気に関する法律
【法】大気汚染防止法
【政】大気汚染防止法施行令
【省】大気汚染防止法施行規則
【法】ダイオキシン類対策特別措置法
【政】ダイオキシン類対策特別措置法施行令
【省】ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
◇公害健康被害の補償等に関する法律
○水に関する法律
【法】水質汚濁防止法
【政】水質汚濁防止法施行令
【省】水質汚濁防止法施行規則
【法】下水道法
【政】下水道法施行令
【省】下水道法施行規則
【法】浄化槽法
【政】浄化槽法施行令
【省】浄化槽法施行規則
【法】湖沼水質保全特別措置法
【政】湖沼水質保全特別措置法施行令
【省】湖沼水質保全特別措置法施行規則
○騒音に関する法津
【法】騒音規制法
【政】騒音規制法施行令
【省】騒音規制法施行規則
○振動に関する法律
【法】振動規制法
【政】振動規制法施行令
【省】振動規制法施行規則
○臭気に関する法律
【法】悪臭防止法
【政】悪臭防止法施行令
【省】悪臭防止法施行規則

○土壌の管理と適正処理に関する法律
【法】土壌汚染対策法
【政】土壌汚染対策法施行令
【省】土壌汚染対策施行規則
【法】農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
【政】農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
【省】農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行規則
○化学物質に関する法律
【法】毒物及び劇物取締法（毒劇法）
【政】毒物及び劇物取締法施行令
【省】毒物及び劇物取締法施行規則
【法】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
【法】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（化管法・ＰＲＴＲ法）
○エネルギーに関する法律
【法】エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法）
【政】エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
【省】エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
◇エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
○地球環境及び生態系に関する法律
【法】地球温暖化対策の推進に関する法律
【政】地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
【省】地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
【法】特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）
【政】特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令
【省】特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
○廃棄物の処理に関する法律
【法】循環型社会形成推進基本法
【法】廃棄物の処理及び清掃に関する法律
【政】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
【省】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
【法】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(ＰＣＢ特別措置法)
【政】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
【省】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
【法】フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 （フロン排出抑制法）
【政】フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令
【省】フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
◇○○県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
【法】特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）
バーゼル条約：1992 年 5 月 有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関する条約
○リサイクルの促進の関する法律
【法】資源の有効な利用の促進に関する法律 （資源有効利用促進法）
【法】特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
【法】容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 （容器包装リサイクル法）
【法】建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （建設リサイクル法）
【法】国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン調達法）

○消防法に関する法律
【法】消防法
【政】消防法施行令
【省】消防法施行規則
【政】危険物の規制に関する政令
【省】危険物の規制に関する規則
◇○○市火災予防条例
○作業環境に関する法律
【法】労働基準法
【省】労働基準法施行規則
【法】労働安全衛生法
【政】労働安全衛生法施行令
【省】労働安全衛生規則
【省】鉛中毒予防規則(鉛則)
【省】四アルキル鉛中毒予防規則(四鉛則)
【省】粉塵障害防止規則(粉塵則)
【法】高圧ガス保安法
【省】ボイラー及び圧力容器安全規則
【省】クレーン等安全規則
【省】有機溶剤中毒予防規則（有機則）
【省】特定化学物質等障害予防規則（特化則）
【省】石綿障害予防規則
【法】作業環境測定法
【政】作業環境測定法施行令
【省】作業環境測定法施行規則
○工場立地環境保全に関する法律
【法】工場立地法
【政】工場立地法施行令
【省】工場立地法施行規則
○地盤沈下対策に関する法律
【法】工業用水法
【政】工業用水法施行令
【省】工業用水法施行規則
○その他
【政】海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)
【省】危険物船舶輸送及び貯蔵規則(船舶危険則)
【省】輸出貿易管理令
【製品に関する法令、規則】
(対象国 ; 日本)
化学物質総合情報提供システム（CHRIP）
http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SelectingListsList_jp.faces
アーティクルマネジメント推進協議会 (JAMP)
http://www.jamp-info.com/
化管法(PRTR 法) ; 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
対象物質 ; 「第 1 種･第 2 種指定化学物質」｢特定第 1 種指定化学物質｣
関連資料； http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
化審法 ; 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
対象物質 ; 「第 1 種･第 2 種特定化学物質」
「監視化学物質」
「優先評価化学物質」
関連資料；http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/substance_list.html
安衛法 ; 労働安全衛生法
対象物質;「製造禁止」
「製造許可」
「名称表示」
「名称通知」
「変異原性」
「特定化学物質」
「有機溶剤」

化学物質毒劇法 ; 毒物及び劇物取締法
対象物質 ; 「特定毒物」
「毒物」
「劇物」
土壌汚染対策法 ; 土壌汚染対策法
対象物質 ; 「特定有害物質 25 物質群」
地球温暖化対策法 ; 地球温暖化対策の推進に関する法律
対象物質 ; 「温室効果ガス」
オゾン層保護法 ; 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
対象物質 ; ｢議定書附属書 A-I､A-II､B-I､B-II､B-III､C-I､C-II､C-III､E-I｣物質
化学兵器禁止法 ; 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
対象物質 ; ｢特定物質｣､｢第 1 種指定物質｣､「第 2 種指定物質」
大気汚染防止法 ; 大気汚染防止法
対象物質 ; ｢ばい煙｣ ｢有害物質｣ ｢自動車排出ガス｣｢特定物質｣ ｢指定物質｣ ｢有害大気汚染物質｣
｢ＶＯＣの除外物質｣｢特定粉じん｣
水質汚濁防止法 ; 水質汚濁防止法
対象物質 ; 「特定施設」
（施行令別表第一）
SPEED`98 ; 環境ホルモン戦略計画 SPEED'98
対象物質 ; 「内分泌攪乱作用 65 物質群」
家庭用品；有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
総務省行政管理局が管理する電子政府の総合窓口（e-Gov）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html
(対象国 ; 条約締結国)
POPs 条約 ; 残留性有機汚染物質に関するｽﾄｯｸﾎﾙﾑ条約：
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)
対象物質 ; ｢POPs(ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ)条約 附属書 A,B,C 掲載物質｣
関連情報
http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html
PIC 条約 ; 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する
ロッテルダム条約
対象物質 ; ｢PIC（ロッテルダム）条約対象物質｣
関連情報： http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html
(対象国 ; EU 加盟国)
RoHS 指令 ; 電気・電子機器における特定有害物の使用制限」指令
対象物質 ; 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP の 10 物質
ELV 指令 ; 有害物質規制
対象物質 ; 鉛（Pb）
，水銀（Hg）
，カドミウム（Cd）または 6 価クロム（Cr6+）
関連情報
http://www.meti.go.jp/interface/honsho/search?q=cache:CbbCl_hl2D4J:www.meti.go.jp/committee/summary/
0003198/pdf/004_s01_00.pdf+ELV+%E6%B0%B4%E9%8A%80&client=meti&output=xml_no_dtd&proxyst
ylesheet=meti&ie=UTF-8&site=meti&access=p&oe=UTF-8
REACH ; 化学物質の登録、評価、認可及び制限
認可対象物質、制限物質 ;2015//12/17 時点 SVHC 第 1～14 次物質 168 物質
フタル酸規制 ;
対象物質 ; ｢フタル酸エステル類 6 物質｣
関連情報：http://www.vec.gr.jp/
http://www.vec.gr.jp/topics/eu_us_japan_directive.pdf
フマル酸ジメチル（DMF）の使用を禁止する緊急法規 ;
対象物質 ; 「フマル酸ジメチル」(CAS No.624-49-7)
関連情報：http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/353.html

