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条例の概要
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（目的）この条例は、「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例（平成７年制定）」
の趣旨にのっとり、事業所の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環
境の保全のための措置その他の環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定める
ことにより、現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活環境を保全することを
目的とする。（第１条）。

（概要）事業所の事業活動を原因とする大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤
沈下、土壌汚染などの従来型の公害問題に加え、人の活動に起因する環境に加えられ
る影響や地球温暖化問題などをはじめ、様々な環境問題についても対象にし、本市や
事業者、市民の責務を定める。

第１章 総則
〇第２章 指定事業所の設置等の手続等
〇第３章 事業所における公害の防止
第４章 指定事業所等に対する命令等

〇第５章 事業所における環境への負荷の低減等
〇第６章 特定行為の制限等
〇第７章 地下水、土壌及び地盤環境の保全
〇第８章 特定行為等に係る公害の防止

第９章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
第９章の２ 建築物の建築に係る環境への負荷の低減
第10章 地球環境の保全
第11章 日常生活における環境の保全
第12章 非常時の措置
第13章 環境保全協定の締結

〇第14章 雑則
第15章 罰則

構 成

平成15年４月施行 横浜市生活環境の保全等に関する条例

〇：今回改正に該当



今回の改正の主な内容
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 大気汚染防止法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正

 令和３年２月19日 令和３年第１回市会定例会
横浜市生活環境の保全等に関する条例を一部改正する条例 可決

 令和３年３月５日
横浜市生活環境の保全等に関する条例を一部改正する条例 公布

 令和３年７月21日
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則を一部改正する規則

及び 関係する指針等の改正 公布

 令和３年10月１日
施 行

 大気汚染防止法（大防法）及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例（県条
例）の一部改正等に伴い改正するもの

 市条例に付随する施行規則・指針・指導基準の一部を改正するもの
 石綿の飛散防止対策が強化された大防法と県条例との整合性を図る
 技術の進展に対応可能な規定の整理や規制緩和等

※法改正に伴う条ずれの修正及び様式
の押印欄の削除は施行済み
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１ 石綿（アスベスト）に関すること

【主な改正内容】
・石綿排出作業の見直し
・石綿排出作業の測定の見直し
・違反者に対する勧告及び公表の規定を追加
・指導、助言及び勧告の対象者に「下請負人」を追加 等

詳しくは、動画②～④をご覧ください。
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２ー１ 特定小規模施設の届出

9
GHP ガスエンジン（CGS等）

設置等届出不要

ガスタービン

設置等届出必要12モード値
100ppm確認

ディーゼルエンジン
小規模焼却炉

ガソリンエンジン

窒素酸化物排出濃度の基準（12モード値100ppm）を遵守した機種であることを確認

○ガスヒートポンプ(GHP)(重油換算燃焼能力 10L/h未満)の届出（条例第86～88条、規則第68条・第68条の2）

■設置届出は不要
■既に届出されたGHPに関する変更・承継・廃止の届出は不要

○GHPの設置時の注意点

○GHP以外の特定小規模施設に関する届出は必要



２ー１ 特定小規模施設の届出
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（参考）特定小規模施設（規則第68条）

小規模固定型内燃機関

小規模焼却炉

ガスタービン（重油換算燃焼能力 50L/h未満・原動機の定格出力 7.5kW以上）

■廃棄物焼却炉（施行規則別表第１の51の項に掲げるものを除き、移動式のものを含む）

■動物火葬炉（移動式のものを含む）

■木炭、竹炭等を製造するために原材料を乾留する施設

■ディーゼルエンジン（重油換算燃焼能力 50L/h未満・原動機の定格出力 7.5kW以上）

■ガスエンジン（GHP含む）（重油換算燃焼能力 35L/h未満・原動機の定格出力 7.5kW以上）

■ガソリンエンジン（重油換算燃焼能力 35L/h未満・原動機の定格出力 7.5kW以上）



２ー２ 排出ガスの測定頻度
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ガス発生炉のうち、気体状の燃料及び原料のみを使用した
水素製造用の小型水蒸気改質器（水素製造量1,000m3/h未満）について、
窒素酸化物及びばいじんの測定頻度を６月に１回以上から５年に１回以上に緩和

都
市
ガ
ス
等

水
素

水素ステーション

FCVへ充填

窒素酸化物及びばいじんの
測定頻度は５年に１回以上

＜小型水素製造装置＞

○排出ガスの測定頻度（規則第33条）



２ー３ 給油施設に係る設備基準
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○給油施設（ガソリンスタンド）の地下タンクから発生するガソリン蒸気対策

＜蒸気返還方式接続設備＞ ＜凝縮式処理設備又は吸着式処理設備＞

■蒸気返還方式接続設備
■凝縮式処理設備・吸着式処理設備（これらと同等以上の設備を含む） 追加

ガソリンの流れ
蒸気の流れ

回収装置

（規則第44条、別表第4）
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３ 水質汚濁に関すること 改正概要

（１） 地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準の改正
製造等する物質の種類等に応じ、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正（規則第36条）

（２） 環境への負荷の低減に関する指針の改正
海洋プラスチック汚染等に対応するため、マイクロプラスチック対策と
して樹脂ペレット漏出防止の取組を追加

（３） その他
水質の汚濁の防止に関する規制基準の規定に係る文言修正（条例第28条
第１項第１号）及び当該修正に係る所要の規則改正（規則第34条）

14

【改正事項】



３－１ 地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準
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〇地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準（条例第29条、規則第36条）
地下浸透禁止物質又はこれを製造等する作業に係る水等の
地下浸透を禁止し、非意図的な地下浸透を防止するため、
作業に係る施設の構造基準を定めています。

規則第36条（改正前）
規則で定める構造は次に定める構造とする
(1) 床面は、地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できる不透

水性材質とし、その表面は耐性のある材質で被覆がなされてい
ること。

(2) （略）
(3) 第５条の２第９号から第14号まで及び第16号から第18号まで

に掲げる物質並びに１,２-ジクロロエチレン（以下「有機塩素
系溶剤」という。）を製造し、使用し、処理し、又は保管する
作業に係る施設である場合であって、床面の材質にひび割れが
生じるおそれがある場合にあっては有機塩素系溶剤に耐浸透性
を持つフラン樹脂、ふっ素樹脂、エポキシアクリレート樹脂そ
の他の合成樹脂で必要な床面が被覆されていること又は当該作
業に係る施設の下にステンレス鋼の受け皿を設置することその
他の地下浸透禁止物質を含む水又はその液体の浸透を防止する
ために必要な措置がとられていること。

不透水性材質

耐性のある材質
による被覆

不透水性材質

不透水性材質

耐浸透性を持つ
フラン樹脂等

ステンレス鋼の
受け皿

（地下浸透禁止物質を製造等する施設）

（特に有機塩素系溶剤を製造等する施設）

又は



３－１ 地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準
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〇地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準（改正内容）
物質の種類や性状により必要に応じて、耐薬品性及び不浸透性のある材質
による被覆又は地下浸透を防止することができる材質の受皿の設置等、
追加的な浸透防止措置を講ずるものとするよう改正しました。

規則第36条（改正後）
規則で定める構造は次に定める構造とする
(1) 床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止で

きるコンクリート、タイル等の不透水性材質であり
その表面に地下浸透禁止物質若しくは地下浸透禁止
物質を含む水その他の液体の種類若しくは性状によ
り必要に応じて耐薬品性及び不浸透性のある材質で
被覆がなされていること又は条例第29条第１項の作
業に係る施設の下に地下浸透を防止することができ
る材質の受皿を設置する等の地下浸透禁止物質の浸
透を防止する措置がとられていること。

(2)（略）
(3)（削除）

不透水性材質

必要に応じて
耐薬品性及び
不浸透性のある
材質で表面の被覆

（地下浸透禁止物質を製造等する施設）

不透水性材質

必要に応じて
地下浸透を防止できる
材質の受皿など

又は



３－２ 環境負荷の低減に関する指針に関すること
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〇環境負荷の低減に関する指針の改正
海洋プラスチック汚染等に対応するため、
「環境への負荷の低減に関する指針」を改正

〇樹脂ペレットの漏出防止に係る取組を追加
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を追加しました。

環境負荷の低減に関する指針（改正後）
６ プラスチックの流出防止

公共用水域にプラスチックが流出することによる汚染
を防止するため、樹脂ペレットを使用等する場合に
あっては、次により環境中に樹脂ペレットが漏出する
ことのないようにすること。

(1) 管理体制の整備
樹脂ペレットの取扱いに関する作業管理マニュアルを
策定し、その内容に基づき従業員等に対し教育を行う
とともに、マニュアルの周知徹底を図ること。

(2) こぼれ対策及び清掃等の徹底
作業に伴い樹脂ペレットがこぼれることのないよう、
使い残した樹脂ペレットを保管する際には容器又は包
装の口を塞ぐ等、注意して作業を行うこと。また、樹
脂ペレットがこぼれた場合には、速やかに清掃及び捕
集を行い、樹脂ペレットを回収すること。

(3) 委託処理時の対応
外部事業者に処理を委託する場合には、袋の破損等に
より樹脂ペレットが漏出することのないよう、適切な
取扱方法について取決めを行うこと。

(4) 捕集設備の設置
こぼれた樹脂ペレットが外部に漏出するおそれのある
排出溝及びピットには、網状のスクリーン等の適切な
捕集設備を設けること。

「環境への負荷の低減に関する指針」とは
条例第38条に基づき、事業者が実施する環境への負荷

を継続的に低減するための取組を支援するために定めた
指針で、環境負荷を低減するための取組事項を規定。
※全ての事業者が対象
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４ 土壌汚染に関すること 改正概要

(1)形質変更時の届出不要要件の追加
規制の合理化を図るため、土壌汚染を拡散させるおそれが小さい軽易な行為

については届出を不要としました。
(2)形質変更時の調査報告不要要件の追加

(1)の規定の追加に伴い、調査報告不要要件を見直しました。
(3)調査方法手順の明文化

(1)及び(2)の規定に伴い、調査方法手順を明文化しました。
※手順については、従前のとおりです。

対象

ダイオキシン類管理対象地
＜ダイオキシン類管理対象地＞

ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設を設置する事業所の敷地
をいう。

改正事項

※今回は、特定有害物質に係る規定の改正はありません。



４－１ 形質変更時の届出不要要件の追加
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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不要要件
（条例第70条の３第１項、規則第60条の３第３項）

土地の形質の変更を行おうとする者は、土地の形質の変更に着手する30日前
までに届け出なければなりません。
＜届出不要となる要件＞
改正前 ・非常災害の為に必要な応急措置として行う行為

改正後

(1)土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
(2)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で以
下の要件のいずれにも該当する土地の形質の変更

ア 掘削した土壌を対象地から搬出しない
イ 土壌の飛散又は流出を伴わない
ウ 掘削に係る部分の深さが50センチメートル未満

(3)非常災害の為に必要な応急措置として行う行為
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４－２ 形質変更時の調査報告不要要件の追加
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調査報告不要要件

（条例第70条の３第２項、規則第60条の３第４項）
土地の形質の変更の届出をした者は、当該届出に係る土地について調査をし、

その結果を報告しなければなりません。
＜調査報告不要となる要件＞

改
正
前

(1)土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
(2)次のいずれにも該当する土地の形質の変更

ア 掘削した土壌を対象地から搬出しないこと
イ 掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること
ウ 土壌の掘削に起因する公害の防止措置が講じられていること

改
正
後

(1)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行為
(2)土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地で以下のいずれにも該当
する土地の形質の変更

ア 掘削した土壌を対象地から搬出しないこと
イ 掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること
ウ 土壌の掘削に起因する公害の防止措置が講じられていること



４－３ 調査方法手順の明文化
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ダイオキシン類による土壌の汚染状況の調査方法
（規則第60条の２第３項、規則第60条の３第５項、別表第16）

改正前 (1)資料等調査 (2)土壌の採取及び測定

改正後

(1)-1資料等調査
資料調査、ヒアリング、現地踏査等

(1)-２土壌汚染のおそれの区分の分類
資料等調査を基に調査対象地を汚染

のおそれが多い又は少ない区分に分類

(1)-３試料採取等を行う区画の選定

(2)-１汚染のおそれが生じた場所の位置にお
ける試料採取等の実施

表層及び配管下の試料採取方法、測定方法

(2)-２汚染範囲確定調査の実施

(2)-３深度方向調査の実施

※ダイオキシン類に係る記録の管理（条例第70条）
土地の形質の変更の届出及び調査報告不要となる要件を判断するのに必要となりますので、

記録事項について更新忘れがないよう注意してください。
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（参考）改正後の手続きフロー

調査報告不要

地歴調査に基づき土壌汚染のおそれの把握
試料採取不要

形質変更

届出必要

(1)土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
(2)汚染のおそれが比較的少ない土地であり、次のいずれにも該当

・掘削した土壌をダイオキシン類管理対象地から搬出しない
・土壌の飛散又は流出を伴わない
・掘削する深さが50cm未満

届出不要
該当しない

(1)汚染のおそれが比較的少ない土地における行為
(2)汚染のおそれが比較的多い土地であり、次のいずれにも該当

・掘削した土壌を掘削ダイオキシン管理対象地から搬出しない
・土壌を掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること。
・土壌の掘削に起因した公害を防止する措置が講じられていること。

該当する

汚染のおそれが比較的少ない土地

汚染のおそれが比較的多い土地

該当する

該当しない

調査報告必要

＜調査における試料採取の有無＞

試料採取必要



目次
はじめに 条例の概要・今回の改正の主な内容
１ 石綿（アスベスト）に関すること
２ 大気汚染に関すること（石綿以外）
３ 水質汚濁に関すること
４ 土壌汚染に関すること
５ 地下水採取に関すること
６ 指定施設に関すること
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動画①



25

許可対象揚水施設関連
(1) 揚水施設における許可事項の変更のうち、既に受けた許可に係る事項を

超えない範囲の変更については、許可制から届出制とする変更
⇒ 既に受けた許可に係る事項を超えない範囲の変更については、基準に適合するかの確認を

要さないことから、事後の変更届出の対象とします。

対 象 横浜市内において揚水施設を設置し地下水を採取する事業者

改正事項

５ 地下水採取に関すること 改正概要

小規模揚水施設関連
(2) 構造等の変更を事後の届出制とする変更

⇒ (1)に伴い、許可対象にあたらない小規模揚水施設の変更については、事後の変更届出の
対象とします。

(3) 小規模揚水施設に係る指導基準の追加
⇒地下水採取量の設定方法を明示します。
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変更許可申請の対象となる変更のうち軽微な変更について事後の届出制へ
（条例第75条、条例第76条、規則第63条第２項）

規制の内容

許可
基準

(1)揚水機の吐出口の断面積の合計22cm2以下
(2)井戸のストレーナーの位置が100ｍ以深
(3)揚水機の原動機の定格出力2.2kＷ以下

変更
許可

〇「揚水施設の数、位置及び構造」又は「地下水の採取予定量
及び用途」を変更するときは、事前の変更許可申請が必要

〇変更内容についても、許可基準に適合しなければならない

改正前 許可対象揚水施設の変更については、すべての変更で事前の許可が必要

５ー１ 許可対象揚水施設関連の改正事項
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変更許可申請の対象となる変更のうち軽微な変更について事後の届出制へ
（条例第75条、条例第76条、規則第63条第２項）

改正後

〇 許可対象揚水施設のうち、既に受けた許可に係る
事項を超えない範囲の変更
・揚水施設の数を減らす変更
・地下水採取予定量を減らす変更
・揚水機の吐出口の断面積の合計を小さくする変更
・井戸のストレーナーの位置を深くする変更
・揚水機の原動機の定格出力を下げる変更

既に受けた許可に係る事項を超えない範囲の変更については、
事後の届出が必要

変更した日から
起算して30日以
内に届出

改正に伴い、以下の変更については、事前の許可から事後の届出制へ

５ー１ 許可対象揚水施設関連の改正事項
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構造等の変更を事後の届出制とする変更・小規模揚水施設に係る指導基準の追加
（条例第126条、小規模揚水施設に係る指導基準）

改正前

・構造等の変更の30日前に変更届出が必要 （事前届出制）
・指導基準に基づき地下水採取量についての指導及び助言

（地下水採取量の設定方法については明示されていない）

〇小規模揚水施設に係る指導基準 （地下水採取量に関する内容抜粋）

・揚水施設の運転時間は最小限とすること
・地下水を採水する帯水層は周辺へ影響を及ぼさない帯水層を選ぶこと

５ー２ 小規模揚水施設関連の改正事項
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構造等の変更を事後の届出制とする変更・小規模揚水施設に係る指導基準の追加
（条例第126条、小規模揚水施設に係る指導基準）

改正後
・構造等を変更した日から起算して30日以内に変更届出が必要
・指導基準において

「地下水採取量は、揚水試験に基づく適正揚水量により
設定すること」を明示

〇適正揚水量とは？
揚水試験により把握することができ、その井戸で
くみ上げられる限界揚水量の70%の水量のこと

揚水試験結果の例

５ー２ 小規模揚水施設関連の改正事項



目次
はじめに 条例の概要・今回の改正の主な内容
１ 石綿（アスベスト）に関すること
２ 大気汚染に関すること（石綿以外）
３ 水質汚濁に関すること
４ 土壌汚染に関すること
５ 地下水採取に関すること
６ 指定施設に関すること
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動画①



６ー１ 指定施設に関すること 改正概要
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指定作業51「資源の再生又は廃棄物の処理の作業」に係る指定施設を追加
（規則別表第１）

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

•資源の再生の作業
に用いる場合のみ対象

改正前
•資源の再生の作業

•廃棄物の処理の作業
に用いる場合対象

改正後

資源の再生の作業のみならず廃棄物の処理の作業に用いる場合について
も公害発生の蓋然性があるため

改正理由



６ー２ 指定施設に関すること 必要な手続
廃棄物の処理の作業を行う際に、乾燥施設、圧縮成形施設、発酵施設及びメタン発酵
施設を使用する場合には、次のような手続きが必要です。

32

• 新たに設置する場合
既存の指定事業所：指定事業所に係る変更許可申請書（第1～3号様式等）
新たに指定事業所となる事業所：指定事業所設置許可申請書（第6～8号様式等）

• 既に設置している場合
既存の指定事業所：改正に伴う届出は不要

施行日以降、当該施設は指定施設として扱われる
新たに指定事業所となる事業所：指定事業所現況届出書（第16,2,3号様式等）

事前に許可を受けてください。

改正施行後３か月以内（10/1～12/31）
に提出してください。

 指定事業所（条例第２条第６号）： 排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生させることにより公害を生じさせるおそれが
ある事業所で指定作業を行うもの

 指定作業（条例第２条第４号）： 条例別表の作業で規則別表第１に掲げるもの
 指定施設（条例第２条第５号）： 指定作業を行うために事業所に配置される施設で、規則別表第１に掲げるもの



問合せ先
大気汚染に関すること（石綿以外）
・特定小規模施設のうち、GHPを届出不要とする変更
・水素製造用の小型水蒸気改質器の排ガスの測定頻度を緩和
・給油施設に係る設備基準に凝縮式処理設備・吸着式処理設備（これらと同等以上の設備を含む）

を追加

水質汚濁に関すること
・地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準の改正
・海洋プラスチック汚染等の対応として樹脂ペレット漏出防止の取組を指針に追加
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【問合せ先】環境創造局 大気・音環境課
tel：045-671-3843
e-mail：ks-taikikisei@city.yokohama.jp

【問合せ先】環境創造局 水・土壌環境課
tel：045-671- 2489
e-mail：ks-mizu@city.yokohama.jp



問合せ先
土壌汚染に関すること
・形質変更時の届出不要要件の追加
・形質変更時の調査報告不要要件の追加
・調査方法手順の明文化

地下水採取に関すること
・揚水施設における許可事項の変更のうち、既に受けた許可に係る事項を超えない

範囲の変更については、許可制から届出制とする変更
・構造等の変更を事後の届出制とする変更
・小規模揚水施設に係る指導基準の追加
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【問合せ先】環境創造局 水・土壌環境課
tel：045-671- 2494
e-mail：ks-dojo@city.yokohama.jp

【問合せ先】環境創造局 水・土壌環境課
tel：045-671- 2494
e-mail：ks-dojo@city.yokohama.jp



問合せ先
指定施設に関すること
• 廃棄物の処理の作業に係る乾燥施設、圧縮成形施設、発酵施設及びメタン発酵施設
を指定施設に追加
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ご不明な点は各担当まで
お問い合わせください。

【問合せ先】環境創造局 環境管理課
tel：045-671-2733
e-mail：ks-shiteijigyosho@city.yokohama.jp



ご視聴ありがとうございました。

引き続き、環境保全行政へのご理解、ご協力を
よろしくお願いいたします。
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