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横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部改正について（改正概要） 
 
１ 改正の趣旨 

大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例（以下「県条例」という。）
において、建築物の解体工事等に伴う石綿飛散防止に係る規制の強化等が規定されたこ
とから、大気汚染防止法及び県条例との整合を図るため、横浜市生活環境の保全等に関す
る条例（以下「条例」という。）が一部改正されました（令和３年３月５日公布）。そこで、
この条例改正に伴い、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則（以下「規則」とい
う。）等についても、所要の改正を行います。 
また、県条例施行規則及び県条例に基づき定める各指針等の改正に伴う改正等を行い

ます。 
 
２ 規則改正の概要 

(1) 石綿排出作業に関する規定関係 
ア 石綿含有建築材料の定義の規定（第 70条関係） 

 条例第 89 条第１号に規定する規則で定める建築材料について、吹付け石綿、断熱
材等、石綿布、石綿含有セメント建材及び石綿含有仕上塗材等を規定します。 

イ 石綿排出作業の見直し（第 70条の２関係） 
条例第 89条第２号に規定する規則で定める作業について、石綿含有仕上塗材等に

係る作業を追加します。 
ウ 届出を要しない石綿排出作業の規定（第 70 条の３関係） 

 条例第 92 条第１項に規定する規則で定める石綿排出作業について、石綿含有仕上
塗材等に係る作業を規定します。 

  エ 事前調査に関する規定の削除（第 71 条の２～第 71条の７関係） 
 条例改正に伴い、事前調査に関する規定を削除します。 

オ 石綿濃度等の測定等の見直し（第 72 条、第 72条の２関係） 
条例第 93条に規定する測定について、次のとおり改めます。 

(ｱ) 測定頻度の見直し 
石綿布に係る作業について、作業後の測定を不要とします。 

(ｲ) 測定結果の記録及び保存の規定 
 測定の結果について、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所並びに測定法を
明らかにして記録し、その記録を石綿排出工事が終了した日から３年間保存して
おかなければならないことと規定します。 

(ｳ) 測定を要しない石綿排出作業の規定 
 条例第 93 条に規定する規則で定める石綿排出作業について、石綿含有仕上塗材
等に係る作業を規定します。 
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カ 石綿排出作業の完了に係る報告の規定（第 72条の３、第 72 条の４関係） 
条例第 93条の２に規定する報告について、次のとおり改めます。 

(ｱ) 報告の時期の規定 
  報告は、条例第 94 条の規定による届出を行う日までに行うものと規定します。 
(ｲ) 報告の事項の規定 

 条例第 93条の２に規定する規則で定める事項について、次のとおり規定します。 
ａ 石綿排出作業の工程を明示した石綿排出工事の工程表 
ｂ 石綿排出作業の一連の作業の状況を示したもの 
ｃ 石綿濃度等の測定のために石綿排出作業を行う場所で試料を採取した際の状
況を示したもの 

ｄ 石綿排出作業の計画と実際の作業との相違点 
ｅ その他市長が必要と認める事項 

 
(2) 大気の汚染に関する規定関係 
ア 排煙の測定頻度の見直し（第 33 条関係） 

 条例第 27 条に規定する測定の頻度について、次のとおり改めます。 
(ｱ) 窒素酸化物の測定頻度の見直し 

ガス発生炉のうち、水素ステーション等に設置されている水蒸気改質法により
水素を製造する小規模な施設（燃原料として気体のみを使用するものに限る）の測
定頻度について、５年に１回以上に緩和します。 

(ｲ) ばいじんの測定頻度の見直し 
別表第５の２の表の 51 の項に掲げる施設について、ばいじんの測定頻度を５年

に１回以上とする施設を、ガスを専焼させるものに限ります。また、ガス発生炉の
うち、水素ステーション等に設置されている水蒸気改質法により水素を製造する
小規模な施設（燃原料として気体のみを使用するものに限る）の測定頻度について、
５年に１回以上に緩和します。 

イ 炭化水素系物質に係る規制基準の見直し（第 44 条、別表第４関係） 
条例第 25 条第１項第１号に規定する規則で定める排煙に関する規制基準のうち、

炭化水素系物質の許容限度及び炭化水素系物質を取り扱う施設に備えるべき設備の
基準について、次のとおり改めます。 
(ｱ) 給油施設の設備の基準の見直し 
給油施設に係る炭化水素系物質の発散防止のための設備基準について、凝縮式処

理設備、吸着式処理設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備の設置を追加し
ます。 

(ｲ) 炭化水素系物質の発散の防止の設備の見直し 
給油施設に係る炭化水素系物質の発散防止のための設備基準について、上記(ｱ)
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により蒸気返還方式接続設備以外の設備を認めることに伴い、蒸気返還方式以外
の給油施設に給油するタンクローリーについて、蒸気返還方式接続設備の設置義
務を除外します。 

(ｳ) 測定方法の見直し 
出荷施設から排出される炭化水素系物質の測定方法及び炭化水素系特定物質の

測定方法について、神奈川県知事が定める方法の他、一般的に用いられている測定
方法を追加します。 

 
(3) 水質の汚濁に関する規定関係（第 36 条関係） 

条例第 29条第２項に規定する地下浸透禁止物質を製造等する作業に係る施設の構
造について、製造等する物質の種類又は性状に応じ、必要な場合には適切な材質で床
面の表面を被覆する等の地下浸透防止措置を講ずるよう改めます。 

 
(4) ダイオキシン類による土壌汚染に関する規定関係 
ア ダイオキシン類による土壌の汚染状況の調査方法の規定（第 60条の２、別表第

16 関係） 
  条例第 70 条の２第２項に規定する規則で定める方法について、神奈川県で定め
る方法と整合をとるよう調査方法を規定します。 

 イ ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更に係る届出の適用除外を
規定（第 60 条の３関係） 

  条例第 70条の３第１項第２号に規定する規則で定める土地の形質の変更につい
て、ダイオキシン類による土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められ
る土地において行う次のいずれにも該当する行為を規定します。 
 (ｱ) 掘削した土壌を当該土壌の掘削を行った土地を含むダイオキシン類管理対

象地から搬出しないこと。 
  (ｲ) 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更ではないこと。 
  (ｳ) 土地の形質の変更に係る部分の深さが 50センチメートル未満であること。 
ウ ダイオキシン類管理対象地における調査・報告を不要とする土地の形質の変更
の見直し 

  条例第 70条の３第２項に規定する規則で定める土地の形質の変更について見直
しを行い、調査・報告を不要とする要件にダイオキシン類による土壌汚染が存在す
るおそれが比較的少ないと認められる土地における土地の形質の変更を追加しま
す。 
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(5) 地下水の採取に関する規定関係（第 63条関係） 
地下水を採取するための揚水施設の設置に係る許可事項の変更について、採取予定

量を減少させる変更など既に受けた許可に係る事項の範囲を超えない揚水施設の構造
基準の確認を要さない変更については、許可制から届出制とするよう改めます。 

 
(6) 特定小規模施設に関する規定関係（第 68条の２関係） 

条例第 86条第１項に規定する規則で定める特定小規模施設として、ガスエンジンの
うちヒートポンプ式の冷暖房機の動力に用いる小規模な施設を規定します。 

 
(7) 指定事業所に関する規定関係（別表第１関係） 

指定作業 51「資源の再生又は廃棄物の処理の作業」に係る指定施設のうち、乾燥施
設、圧縮成形施設、発酵施設及びメタン発酵施設について、廃棄物の処理の作業につい
ても対象となるよう追加します。 

 
(8) その他 
ア 規則様式における押印欄の削除（第 17号様式の２関係） 

事業者の負担軽減・利便性の向上のため、押印を廃止します。 
イ 用語の整理等 

条例改正に伴い必要な用語の整理等、所要の改正を行います。 
 
３ 指針・指導基準改正の概要 

(1) 環境への負荷の低減に関する指針 
 マイクロプラスチック対策として、樹脂ペレットを使用等する場合にあっては、管理
体制の整備、こぼれ対策及び清掃等の徹底、捕集設備の設置といった、環境中へ樹脂ペ
レットが漏出することを防止するための取組を進めるよう規定します。 
 

(2) 石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準 
条例 90条の規定による石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準につ

いて、次のとおり改めます。 
ア 作業基準 

石綿排出作業ごとの作業基準を規定します。 
(ｱ) 条例施行規則第 70 条の２第１号及び第２号に規定する作業 

大気汚染防止法と重複する規定を削除します。 
(ｲ) 条例施行規則第 70 条の２第３号に規定する石綿布に係る作業 

負圧隔離までは求めず、除去等を行う部分の周辺をプラスチックシートで事前
に養生すること、除去等を行う石綿含有建築材料を薬液により湿潤化すること等
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を規定します。 
(ｳ) 条例施行規則第 70 条の２第４号に規定する石綿含有セメント建材に係る作業 

建築物等の周囲をパネルやシート等により養生する等、石綿の飛散防止のため
の適切な措置を講ずること、除去する石綿含有建築材料を薬液等により湿潤化す
ること、適切な工法により除去を行うこと、石綿を含有するけい酸カルシウム板
第１種については大気汚染防止法と同等の措置を講ずること等を規定します。 

(ｴ) 条例施行規則第 70 条の２第５号に規定する作業のうち石綿を含有する仕上塗
材に係るもの 
電気グラインダーその他の電動工具を用いる場合は、除去を行う部分の周辺を

プラスチックシートで養生すること、高圧水洗工法の場合は、集じん装置付き高
圧水洗工法とするか、除去を行う部分の周辺をプラスチックシートで養生するこ
と等を規定します。 

イ 住民への周知 
周辺の住民等へ石綿排出工事における石綿排出作業の内容等を周知するため、規

格Ａ３以上の大きさの掲示板を設けること、石綿排出作業を開始する日の３日前ま
でに設置すること等を規定します。 

ウ 石綿濃度等の測定 
計数した総繊維数の濃度が１本/L を超えた場合にあっては、石綿繊維数濃度を確

認することを規定します。測定箇所等を石綿含有建築材料の種類ごとに明確化しま
す。 

エ 応急の措置及び報告 
石綿排出作業により、石綿建築材料の除去等を行う場所以外の場所に石綿が飛散

した場合、又は石綿が飛散するおそれが生じた場合にあっては、直ちに通報するとと
もに、応急の措置を執ること等を規定します。 

オ その他 
大気汚染防止法に新たに規定された語句等と整合を図るため、用語の整理等を行

います。 
  

(3) 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導基準 
地下水の採取量を、揚水試験に基づいた適正な揚水量とするよう規定します。 
 

(4) その他  
条例改正に伴い必要な用語の整理等、所要の改正を行います。 
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４ 施行予定日 
(1) 規則第 88条第２項第１号及び第 17号様式の２について 

公布の日 
 

(2) 上記以外 
令和３年 10 月１日 
 

５ 添付資料 
(1)（別紙１－１）施行規則（本則・別表）（新旧対照） 
(2)（別紙１－２）規則別表第 16（案） 
(3)（別紙１－３）規則第 17 号様式の２（新旧対照） 
(4)（別紙２）環境への負荷の低減に関する指針（新旧対照） 
(5)（別紙３）温室効果ガスの排出の抑制に関する指針（新旧対照） 
(6)（別紙４）土地の形質の変更に伴う公害の防止に関する指針（新旧対照） 
(7)（別紙５－１）石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準（現行） 
(8)（別紙５－２）石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準（改正案） 
(9)（別紙６）小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導
基準（新旧対照） 

(10)（別紙７）環境保全協定の締結の手続に関する実施細目（新旧対照） 
(11)（参考）横浜市生活環境の保全等に関する条例（令和３年３月５日公布） 

 


