
札幌市生活環境の確保に関する条例（平成１４年条例第５号）新旧対照表

現       行 改   正   案 備 考 

第１条 （省略） 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)～(９)  （省略） 

(10) 特定粉じん排出等作業 大気汚染防止法（昭和 43 年

法律第 97 号）第２条第 12 項に規定する特定粉じん排出

等作業をいう。 

(11) 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著

しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをい

う。 

(12) 指定作業 工場等（騒音規制法（昭和 43 年法律第 98

号）第２条第２項に規定する特定工場等（以下「特定工

場等」という。）及び騒音発生施設が設置されている工場

等を除く。）において行われる作業のうち、著しい騒音を

発生する作業であって規則で定めるものをいう。 

(13) 拡声放送 拡声機を使用する放送であって規則で定

めるものをいう。 

第１条 （現行のとおり） 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１)～(９)  （現行のとおり） 

(10) 特定粉じん排出等作業 吹付け石綿その他の特定粉

じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる建築材

料で規則で定めるものが使用されている建築物その他の

工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その

作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大

気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。 

(11) 特定工事 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）

第２条第 12 項に規定する特定工事をいう。 

(12) 届出対象特定工事 大気汚染防止法第 18 条の 17 第

１項に規定する届出対象特定工事をいう。 

(13) 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著

しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをい

う。 

(14) 指定作業 工場等（騒音規制法（昭和 43 年法律第 98

号）第２条第２項に規定する特定工場等（以下「特定工

場等」という。）及び騒音発生施設が設置されている工場

等を除く。）において行われる作業のうち、著しい騒音を

発生する作業であって規則で定めるものをいう。 

(15) 拡声放送 拡声機を使用する放送であって規則で定

めるものをいう。 

定義の変更 

定義の新設 

第 11 号及び第 12 号

の追加に伴う号ずれ

同上 

同上 

同上 
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現       行 改   正   案 備 考 

(14) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施

設であって規則で定めるものをいう。 

第３条から第５０条まで （省略） 

第３款 特定粉じん排出等作業の規制 

（作業基準の遵守義務） 

第５１条 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特

定工事」という。）を施工する者は、当該特定工事における

特定粉じん排出等作業について、大気汚染防止法第 18 条の

14 に規定する作業基準のほか、規則で定める作業基準（以

下「作業基準」という。）を遵守しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業に係る説明） 

(16) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施

設であって規則で定めるものをいう。 

第３条から第５０条まで （現行のとおり） 

第３款 特定粉じん排出等作業の規制 

（作業基準の遵守義務） 

第５１条 届出対象特定工事の元請業者（発注者（解体等工事

（建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作

業を伴う建設工事をいう。以下同じ。）の注文者で、他の者

から請け負った解体等工事の注文者以外のものをいう。以

下同じ。）から直接解体等工事を請け負った者をいう。以下

同じ。）若しくは下請負人（元請業者が特定工事の全部又は

一部（特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。第 57 条第

２項及び第３項において同じ。）を他の者に請け負わせたと

きにおける当該他の者（その請け負った特定工事が数次の

請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約

の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。）を

いう。以下同じ。）又は自主施工者（解体等工事を請負契約

によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。）は、当該

届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業につい

て、大気汚染防止法第 18 条の 14 に規定する作業基準のほ

か、規則で定める作業基準（以下「特定作業基準」という。）

を遵守しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業に係る説明） 

作業基準遵守義務の

対象者への下請負人

の追加及び法におい

て改正前の規定にお

ける特定工事が届出

対象特定工事に変更

されたことに伴う改

正 

市独自の作業基準を

法令の作業基準と区

別するための改正 
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現       行 改   正   案 備 考 

第５２条 大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項前段の規定に

よる調査を行った受注者は、当該調査に係る工事が特定工

事に該当するときは、同項後段に規定する事項のほか、規

則で定める書類の記載事項について、当該工事の発注者（建

設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者をい

う。以下同じ。）に対し説明しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業の実施の届出） 

第５３条 大気汚染防止法第 18 条の 15 第１項及び第２項の

規定による届出には、同条第３項に規定する書類のほか、

規則で定める書類を添付しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業の完了の届出） 

第５４条 大気汚染防止法第 18 条の 15 第１項又は第２項の

規定による届出をした者は、当該届出に係る特定粉じん排

出等作業が完了したときは、規則で定めるところにより、

次の事項を市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名 

(２) 特定工事を施工した者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者の氏名 

(３) 特定工事の場所 

(４) 特定粉じん排出等作業の種類 

第５２条 大気汚染防止法第 18 条の 15 第１項の規定による

調査を行った元請業者は、当該調査に係る工事が届出対象

特定工事に該当するときは、同項第３号及び第４号（届出対

象特定工事に係る部分に限る。）に規定する事項のほか、規

則で定める書類の記載事項について、当該工事の発注者に

対し説明しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業の実施の届出） 

第５３条 大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項及び第２項の

規定による届出には、同条第３項に規定する書類のほか、規

則で定める書類を添付しなければならない。 

（特定粉じん排出等作業の完了の届出） 

第５４条 大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項又は第２項の

規定による届出をした者は、当該届出に係る特定粉じん排

出等作業が完了したときは、規則で定めるところにより、次

の事項を市長に届け出なければならない。 

(１) 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自

主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名 

(２) 当該届出対象特定工事の場所 

(３) 当該特定粉じん排出等作業の種類 

法改正に伴う引用条

文の変更及び法にお

いて受注者が元請業

者に、改正前の規定

における特定工事が

届出対象特定工事に

変更されたことに伴

う改正 

法改正に伴う引用条

文の改正 

同上 

法改正に伴う改正 

法改正に伴う改正及

び号ずれ 

同上 
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(５) 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

(６) 特定粉じん排出等作業に伴い排出された特定粉じん

の重量 

(７) 排出された特定粉じんを運搬した者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(８) 排出された特定粉じんを処分した施設の名称及び所

在地 

(９) その他規則で定める事項 

２ （省略） 

（計画変更命令） 

第５５条 市長は、大気汚染防止法第 18 条の 15 第１項の規

定による届出があった場合において、その届出に係る特定

粉じん排出等作業が作業基準に適合しないと認めるとき

は、その届出を受理した日から 14 日以内に限り、その届出

をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の

方法に関する計画の変更を命ずることができる。 

（作業基準適合命令等） 

第５６条 市長は、特定工事を施工する者が当該特定工事に

おける特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守して

いないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該

特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを

命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずる

ことができる。 

(４) 当該特定粉じん排出等作業の実施の期間 

(５) 当該特定粉じん排出等作業に伴い排出された特定粉

じんの重量 

(６) 排出された特定粉じんを運搬した者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(７) 排出された特定粉じんを処分した施設の名称及び所

在地 

(８) その他規則で定める事項 

２ （現行のとおり） 

（計画変更命令） 

第５５条 市長は、大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項の規

定による届出があった場合において、その届出に係る特定

粉じん排出等作業の方法が特定作業基準に適合しないと認

めるときは、その届出を受理した日から 14 日以内に限り、

その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出

等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。 

（特定作業基準適合命令等） 

第５６条 市長は、届出対象特定工事の元請業者若しくは下

請負人又は自主施工者が当該届出対象特定工事における特

定粉じん排出等作業について特定作業基準を遵守していな

いと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉

じん排出等作業について特定作業基準に従うべきことを命

じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずるこ

とができる。 

同上 

同上 

号ずれ 

同上 

同上 

法改正に伴う引用条

文の改正 

作業基準遵守義務の

対象者への下請負人

の追加及び法におい

て改正前の規定にお

ける特定工事が届出

対象特定工事に変更

されたことに伴う改
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（発注者の配慮） 

第５７条 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者

に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請

負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるお

それのある条件を付さないように配慮しなければならな

い。 

第５８条から第１２４条まで （省略） 

第７章 雑則 

（報告の徴収） 

第１２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、

ばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん発生施設を

設置している者、特定工事の発注者、特定工事を施工する

（発注者等の配慮等） 

第５７条 届出対象特定工事の発注者は、当該届出対象特定

工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該

届出対象特定工事の請負契約に関する事項について、特定

作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう

に配慮しなければならない。 

２ 前項の規定は、届出対象特定工事の元請業者が当該届出

対象特定工事の全部又は一部を下請負人に請け負わせると

き及び当該届出対象特定工事の全部又は一部を請け負った

下請負人が当該届出対象特定工事の全部又は一部を更に他

の者に請け負わせるときについて準用する。 

３ 届出対象特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け

負った届出対象特定工事の全部又は一部について他の者に

請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る届

出対象特定工事における特定粉じん排出等作業について、

大気汚染防止法第 18 条の 16 第３項に規定する事項のほか、

規則で定める書類の記載事項を説明しなければならない。 

第５８条から第１２４条まで （現行のとおり） 

第７章 雑則 

（報告の徴収） 

第１２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、

ばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん発生施設を

設置している者、届出対象特定工事の発注者、元請業者、自

正 

法において改正前の

規定における特定工

事が届出対象特定工

事に変更されたこと

に伴う改正 

法改正に伴う新設 

法改正に伴う作業基
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者、騒音発生施設を設置している者、指定作業者、商業宣

伝を目的として拡声放送を行う者、特定管理化学物質取扱

事業者、地下水採取者又は地下掘削工事を施工する者に対

し、必要な報告を求めることができる。 

（立入検査等） 

第１２６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、

その職員にばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん

発生施設を設置している者若しくは騒音発生施設を設置し

ている者の工場等、特定工事、指定作業若しくは地下掘削

工事の場所、商業宣伝を目的として拡声放送を行う者の拡

声機の設置の場所、特定管理化学物質を取り扱う事業場又

は揚水施設の設置の場所に立ち入り、施設その他の物件を

検査させ、又は関係人に対する指示を行わせることができ

る。 

２ （省略） 

以下省略 

主施工者若しくは下請負人、騒音発生施設を設置している

者、指定作業者、商業宣伝を目的として拡声放送を行う者、

特定管理化学物質取扱事業者、地下水採取者又は地下掘削

工事を施工する者に対し、必要な報告を求めることができ

る。 

（立入検査等） 

第１２６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、ばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん

発生施設を設置している者若しくは騒音発生施設を設置し

ている者の工場等、届出対象特定工事、指定作業若しくは地

下掘削工事の場所、届出対象特定工事の元請業者、自主施工

者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場、商業

宣伝を目的として拡声放送を行う者の拡声機の設置の場

所、特定管理化学物質を取り扱う事業場又は揚水施設の設

置の場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は関

係人に対する指示を行わせることができる。 

２ （現行のとおり） 

以下現行のとおり 

準遵守義務の対象者

への下請負人の追加

及び用語整備 

規定整備 

法改正に伴う立入検

査場所の追加 


