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-水質汚濁防止法案一

第 31 国 会を通過

臨時国会において，審議未了となって

一時廃案となった。本法案も通常国会に

再度政府提案として上程され，一部社会

党の修正を入れて，昨年12月18日衆議院

を通過，即日参議院に用付され， 12月22

日午liD11時43分参議院を通過成立を見る

に至った。法律については種々と問題点

もありますが，立法化された点は，一つ

の進歩といえようが，真にわれわれが望

ひ万全の法律になるよう。改正運動を忘

れではなるまい。

この法律は12月25日付'il'報に掲載され

ているので，全文を紹介し，皆々様の参

考ーにともにし!支い。法律はと公共用水域

の水質の保全に関する法律ミ ご工業排水

':rの規制l乙関する法律ミの二つの法文か

らなっている。以下その全文である。( ) 

法律第 181号

公共用水域の水質の保全に関する法律

口次

第一京総JlIl(第 1条~第 3条〉

第二lf水質基準(第 4条~第四条〕

第三-1;t水質審議会(第1'-'条~第20条〉

第四市和解の仲介(第21条~第25条)

HWl 
第 1章総 則

(目的)

第 1条 この法律は，公共水域の水質の

保全を図り，あわせて水質の汚渇に関

する紛争の解決l乙資するため，これに

必要な基本的事項をiEめ， もって産業

の相互協和と公衆衛生の向上に寄与す

ることを目的とする。

(水質の保全〉

第2条何人も，公共用水域および地下

ァ1(の水質保全に心掛けなければならな
t、。

(定義)

第 3条 この法律において「公共用水域|

とは河川，湖沼，港湾，沿岸海域その

他の公共の用に共される水域およびこ

れに接続する公共溝渠かんがい用水路

その他の公共の用に供される水路(公

共下水道および都市下水路(下水道法

(昭和32年法律第79号〕第 2条第 3号

および第 4号に規定する公共下水道お

よび都市下水路をいう。以下同じ。〉

を除く。〉をいう。

2. この法律において「水質基準」と

は，工場若しくは事業場(工場排水等

の規制に関する法律(昭和32年法律第

182号〉第 2条第 2項に規定する特定

施設を設置する工場または事業場をい

う。)，鉱山(鉱山保安法(昭和24年法

律第70号〉第 2条第 2項本文に規定す

る鉱山をいう。)，水洗炭;長(水洗~はJ

l乙問する法律(昭和35年法律第 1;;4

号〕第 2条l乙規定する水洗炭業をいう。

以下同じ。) ~こ係る事業場， 公共 F水
道または都市下水路から第 5条第 1項

に規定する指定水域に排出される水

(以下単に「排出水」という。〉の汚



濁(放射線を発生する物質による汚染

を除く。以下同じ。〉の許容限度をい

っ。
第2章水質基準

(調査基本計画)

第4条経済企画庁長官は，次条第 1項

および第2項に規定する指定水域の指

定および水質基準の設定の円滑な実施

を図るため，公共用水域の水質の調査

に関する基本計画(以下「調査基本計

画」という。〕を立案し， 水質審議会

の議を経て，これを決定する。これを

変更しようとするときも同様とする。

2. 経済企画官長官は，前項の規定iと

より調査基本計画を定めまたは変更し

たときは，これを公表するとともに，

関係行政機関の長に通知しなければな

らない。

(指定水域及び水質基準)

第5条経済企画庁長官は，公共用水域

のうち，当該水域の水質の汚濁が原因

となって関係産業に相当の損害が生

じ，若しくは公衆衛生上看過し難い影

響が生じているものまたはそれらのお

それのあるものを，水域を限って，指

定水域として指定する。

2. 経済企画庁長官は，指定水域を指

定するときは，当該指定水域に係る水

質基準を定めなければならない。

3. 前項の水質基準は，第 1項の指定

の要件となった事実を除去しまたは防

止するため必要な程度を乙えないもの

でなければならない。

4. 経済企画庁長官は，指定水域を指

定し，及び水質基準を定めようとする

ときは，水質審議会の議を経なければ

ならない。乙れらも変更しようとする

9 

ときも，同様とする。

(意見の聴取)

第 6条経済企画庁長官は，指定水域を

指定し，及ぴ水質基準を定めようとす

るときは，あらかじめ関係都道府県知

事の意見をきかなければならない。こ

れらを変更しようとするときも，同様

とする。

(公示等〉

第7条経済企画庁長官は，指定水域を

提定し，及び水質基準を定めるとき

は，当該指定水域及び水質基準を定め

るときは，該当指定水域を及ぴ水質基

準を公示するとともに，その旨を関係

行政機関の長に通知しなければならな

い。これらを変更するときも同様とす

る。

2. 指定水域の指定及び水質基準の設

定並びにこれらの変更は前項の公示に

よってその効力を生ずる。

(関係行政機関の義務〉

第8条前条第 1項の通知を受けた関係

行政機関の長は，指定水域の水質の保

全に関する事項に係る事務を処理する

にあたっては，当該指定水域に係る水

質基準を尊重してしなければならな

(遵守義務〉

第 9条排出水を排出する者は，当該指

定水域に係る水質基準を遵守しなけれ

ばならない。

(資料の提出の要求等〕

第10条経済企画庁長官は， ζの法律の

目的を達成するため必要があると認め

るときは，関係行政機関の長に対し，

必要な資料の提出及び説明を求めるこ

とが出来る。
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2. 経済企i函îlrJミ II~-r は，この法律の U

的を達成するため特に必要があると認

めるときは，関係行政機関の長に対

し，勧合することができる。

(調査に対する協力〉

第11条経済企画庁長官は，指定水域を

指定し，及び水質基準を定めるため

に，その職11またはその委嘱したお;に

公共用水域の水質に関し調査させる場

介には， r~l係行政機関の長，関係地方

公共同休の長その他の関係呂に対し，

協力を求めることができる。

(政令への委任)

第12条 乙の章l乙定めるもののほか，調

査基本汁同iの決定，変更及び公表，指

定水域の指定及び変更，水質基準の設

定及び変更及び桁定水域及び水質系準

の公ぷに関し必要な1Jr項は政令で定め

るη

第 3 章水rr審議会

(!J~ 質寄;議会)

第13条経済{i':両It~乙，水質審議会以下

cr審議会」というJ を置く。

2. 存議会は，経i庁全両庁長'(fの部r:;J
に応じ，次l乙出げる事項を調宣審議す

る。

1) ，;1，司1u，r*;n同lの決定およびその変

1JI~と閃することの

2) 指定広域の指定及びその変更に問

すること。

;;) 水n-;山手のi立定及びその変吏に問

すること 0

4.) liij ;~号に掲げるもののほか，公共

用水域の水質の調査その他公共用水

N<:及び地下水の水質の保全l乙問する

if(要事項に関する乙と円

3. 審議会は， liij項各号に掲げる事項

に|到し，経済企画庁長官に意見を述べ

ることができる。

(組織〕

第14条 審議会は委員20人以内で組織す

る。

2. 委員は，関係行政機関の職員およ

び学識経験のある古ーのうちから，経?/'f

企画庁長Tfが任命する。

3. 委員は，非常勤とするわ

(委員の任期)

第15条 学識経験のある朽のうちから任

命された委員の任期は， 2年とする。

2. liij項の委員は再任されることがで

きる。

(会長および副会長〉

第16条審議会に，会長及び副会長各

1人を置き，学識経験のある去のうち

から任命された委員の互選によってこ

れを定める。

2. 会長は，会務を総理するの

3. 副会長は，会長を補佐し，会長l乙

事，1たがあるときは，その職務を代理す

る。

(専門委員〕

第17条審議会に，専門の'h:項を調査審

議させるため，専門委f'tso人以内を置

くことができるの

2. 専門委只は関係行政機関の職只お

よび学識経験のある者のうちから，経

済企画庁長行が任命するの

3. 専門委員は，汽該専門の事項に問

する調査審議が終了したときは，月f({1:

されるものとする。

4. 専門委員は， Jlô'，~f;勤とするの

(資料の提出手の要;]<) 

第18条 審議会は，その所常事務を逆行

するため必要があると認めるときは，



関係行政機関の長および関係地方公共

団体の長に対し，資料の提出，意見の

開陳，説明その他必要な協力を求める

ことができる。

(庶務〉

第19 条審議会の庶務は，経済企岡庁調

整局において処理する。

第20 条乙の章lと定めるもののほか，審

議会の組織および運営に問し必要な事

項は，政令で定める。

第4章和解の仲介

(和解の仲介の申立〕

第21条 工場若しくは事業場から公共用

水域に排出された水又は工場苦しく

は事業場から公共用水域に排出される

水の処理に伴って生じた物で工場若し

くは事業場から公共用水域に排出され

た水または工場若しくは事業場から公

共用水域に排出される水の処理にとも

なって生じた物で工場若しくは事業場

から公共用水域に廃棄されたものによ

って生じた水質の汚潟による被害(銀、

書および水洗炭業の施業による被害を

除く。〕について， 損害賠償に関する

紛争その他の民事 kの紛争が生じたと

きは，当事者は，政令で定める所によ

り，都道府県知事に和解の仲介の申立

をすることができる。

(仲介員名簿の作成〕

第22条都道府県知事は，毎年仲介員候

補者15人以内を委嘱し，その名簿を作

成して置かなければならない。

2. 前項の仲介員候補者は，一般公益

を代表する者及び工業，農業，水産業

その他の産業又は公衆衛生に関し学識

経験を有する者のうちから，委嘱され

なければならないq
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(仲介員の指定〉

第23条都道府県知事は，第21条の規定

による申立があったときは，前条第 1

項の名簿l乙記載されている者のうちか

ら，仲介員 5人以内を指定しなければ

ならない。

2. 前項の場合において， 1の紛争に

係る申立が 2以上の都道府県知事にな

されたときは，当該都道府県知事は，

協議により仲介員を指定することが出

来る。

〔仲介員の任務)

第24条 仲介員は，紛争の実情ーを詳細に

調査し，事件が公正に解決されるよう

に努めなければならない。

〔関係行政機関の協力)

第25条都道府県知事は，当該仲介員か

ら請求があったときは，関係行政機関

の長に対し，仲介のため必要な資料ま

たは技術的知識の提供，技術的判断そ

の他必要な協力を求めることができ

る。

付則

(省略〉

法律第 182号

工場排水等の規制に関する法律

(目的)

第 1条 この法律は，製造業等における

事業活動l乙伴なって発生する汚水等の

処理を適切にすることにより，公共用

水域の水質の保全を凶ることを目的と

する。

(定義)

第 2条 この法律において「製造業等」

とは，製造業(物品の加工修理業を含

むの〕及びガス供給並びにこれらに罰

する事業であって政令で定るものをい
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つ。

2. 乙の法律において「特定施設」と

は，製造等の用に供する施設のうち，

汚水又は廃液(以下「汚水等」とい

う。〕を排出するものであって政令で

定めるものをいう。

3. 乙の法律において「汚水処理施

設」とは，特定施設から排出される汚

水等を処理するための施設及びこれに

付属する施I設をいう。

4. この法律において「工場排水てす」

とは，特定施設を設置する工場または

事業場から公共用水域に排出される水

をいう。

5. この法律において「公共用域 iと

は，公共用水域の水質の保全l乙関する

法律(昭和'33年法律第 181号)第 3条

第 1項に規定する公共用水域をいう 0

6. この法律において|水質基準J と

は，公共用水域の水質の保全に関する

法律第 3条第 2項に規定する水質)f1;準

をいう。

7. 乙の法律において「指定水域」と

は，公共用水域の水質の保全に関する

法律第 5条第 1項に規定する指定水域

をいう。

(水質の保全)

第 3条特定施設を設置している者は，

その特定施設から排出される汚水等の

処珂を適切にし，公共用水域の水質の

保全に心掛けなければならない。

(特定施設の設置予の回出〕

第 4条 T場廃水等を指定水域に排出す

る者は，特定施設を設置し，又は変

更しようとするとき(政令で定める軽

微な変更をしようとするときを除く J
は，あらかじめ，主務省令で定めると

ころにより，次の事項を主務大臣に届

けなければならない。

1. 氏名または名称および住所。

2. 工場または事業場の名称および所

在地。

3. 特定施設の種類。

4. 特定施設の設置または変更に関す

る計画。

5. 特定施設の使用の方法。

6. 汚水等の処理の方法。

7. 工場排水等の水質。

8. その他主務省令で定める事項。

(経過措置)

第 5条 1の水域が指定水域となった際

現に特定施設を設置している者(設置

の工事をしている者を合む。以下この

条において同じ。〕であって工場排水

等を当該指定水域に排出するもの又

は1の施設が特定施設となった際現に

その施設を設置している者であって工

場排水等を指定水域に排出するもの

は，当該水域が指定水域となった日ま

たは当該施設が特定施設となった日か

ら30日以内に，主務省令で定めて所lと

より， 前条各号(第 4号を除く。)に

掲げる事項を主務大臣に届け111なけれ

ばならない。

(特定施設の使用の方法手の変更の同出〕

第 6条第4条または前条の規定による

届出をしたこ苦は，その届出に係る第 4

条第 5号又は第 6号に掲げる事項を変

更しようとするときは，あらかじめ主

務省令で定めるところにより，次の事

項を主務大臣l乙届け出なければならな

い。ただし，工場排水等の水質の変更

をともなわない場合その他政令で定め

る場合は，この限りでない。



1. 特定施設の使用の方法又は汚水等

の処理の方法。

2. 工場排水等の水質。

(汚水等の処理の方法の計画の変更等の

命令〕

第7条主務大臣は，第 4条 又は前条

の規定による届出があった場合におい

て，工場排水等-の水質が当該指定水域

に係る水質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60

日以内に限り，その届出をした者に対

し，汚水等の処理の方法l乙関する計画

の変更を命ずることができる。

2. 主務大臣は，第 4条の規定による

届出があった場合において，工場排水

等の水質が当該指定水域に係る水質基

準に適合せず，かつ，前項の規定によ

る命令によっては当該工場排水等の水

質を当該水質基準を適合させることが

いちじるしく困難であると認めるとき

は，その届出を受理した日から60日以

内l乙限り，その届出をした者に対し，

特定施設の設置または変更に関する計

画の変更または廃止を命ずることがで

きる。

(実施の制限〕

第8条第4条または第 6条の規定によ

る届出をした者は，その届出が受理さ

れた日から60日を経過した後でなけれ

ば，その届出l乙係る特定施設の使用の

方法若しくは変更し，又は特定施設の

使用の方法若しくは汚水等の処理の方

法を変更しではならない。

2. 主務大臣は，必要があると認める

ときは，前項の期間を短縮することが

できる。

(使用開始の届出〉
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第 9条第4条又は第 6条の規定による

届出をした者は，その届出l乙係る特定

施設又は汚水処理施設の設置又は変更

の工事をした場合において，その工事

に係る施設の全部又は一部の使用を開

始したときは，その日から 15日以内

に，その旨を主務大臣iこ届け出なけれ

ばならない。

(氏名の変更等の届出〕

第10条第4条または第 5条の規定によ

る)函出をした者は，その届出に係る第

4条第 1号第 2号若しくは第 8号i乙掲

げる事項に変更があったとき，又はそ

の届出に係る特定施設の使用を廃止し

たときは，その日から15日以内に，そ

の旨を主務大臣i乙届け出なければなら

ない。

(承継〕

第11条第 4条又は第 5条の規定による

Mi出をした者からその屈/tH乙係る特定

施設を譲り受け又は借り受けた者は，

当該特定施設に係る当該届出をした者

の地位を承継する。

2. 第 4条または第 5条の規定による

届出をした者について相続又は合併が

あったときは，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した

法人は，当該届出をした者の地位を承

継する。

3. 前二項の規定により第 4条 又 は

第5条の規定による届出をした者の地

位を承継した者は，その日から15日以

内に，その旨を主務大臣に届け出なけ

ればならなし、。

(汚水等の処理の方法の改善等の命令〉

第12条 主務大臣は，工場排水等の水質

が当該指定水域l乙係る水質基準l乙適合
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しないと認めるときは，その工場排水

等を指定水域に排出する者に対し， jt)J 

l誌を定めて，汚水等の処理の方法の改

善，特定施設の使用の一時停止その他

必要な措置をとるべきことを命ずるこ

とができる。

(水頁の測定〕

第13条工場排水等を指定;J(域に排出す

る者であって政令で定めるものは，主

務省令で定めるところにより，その工

場排水等のぶ質を測定し，その結果を

記録しておかなければならない。

(立入検査)

第14条 主務大臣は，指定水域の水質の

保全を凶るために必要な限度におい

て，その職員l乙，工場排水等を指定水

域に排出する~.の工場又は事業場に

立ち入り，その苫の帳簿書~j{，特定施

設，汚水処理施設その他の物件を検査

させることができる。

2. 前項の規定により立人検査をする

l級以は，その身分をIJ'すえrEゆJi占を撹T17

し，凶係人l乙提示しなければならな

L、。
3. 第 1項の規定による立入検査の権

|以は，犯罪捜査のために認められたも

のと解釈しではならない。

(報告の徴収)

第15条 主務大臣は，公共用水域の水質

の保全を凶るために必要な限度におい

て，特;ど施n交をぷ置している者に対

し，その村正施l立の状況， {1] ;J(等の処

理の方法又は工場排水等の水質に関し

報告をさせる乙とができる。

(国の援凶)

第16条 IE]は， i');J(処血腕11止のぷ置を{足

進し，公共用水域の水質の保全lこ資す

る凶 山

善lに乙つき必必、要な資金の確{保呆， 技術的な|

助言その他の援助に努めるものとす|

る。 I
(技術の研究) ‘ | 

第17条 主務大臣は，判定施設から排出 v

される汚水等の処理を適切にするた

め，乙れに関する技術の研究を推進

し，その成果の普及に努めるものとす

る。

〔異議の申立〕

第18条 この法律の規定によってした処

分に対して不服のある者は，その処分

のあったことを知った Hから訪日以内

に，その旨を記載した書面をもって主

務大臣に異議の申立をすることができ

る。ただし，処分の LIから60日を経過

したときは，異議の申立をすることが

できない。

第19条 主務大臣はriii条の呉議の中立が

あったときは，異議の申立をした白に

対し，相当な期|日jをおいて予告をした.

上，公開による聴聞を行・わなければな|

らない。 I
2. 前項の予告においては，期日，場

所および事案の内容を示さなければな

らない。

3. 聴聞に際しては，異議の申立をし

た者および利害関係人に対し，その事

案について証拠を提出し，志、見を述べ

る機会を与えなければならない。

第20条 主務大臣は，前条の聴聞をした

後，丈書もって決定をし，その写を異

議の申立をした者に送付しなければな

らなL、。
CLf海大臣)

第鴻叫f干 に 恥 市 大 臣 は | 



特定施設の種類ごとに政令で定めると

ころにより，大蔵大臣，厚生大臣，段

林大臣，通l説産業大臣又は運輸大臣と

する。

2. この法律において主務省令は，大

蔵省令，厚生省令，農林省令，通尚産

業省令，運輸省令とする。

(権限の委任〕

第22条 この法律により主務大臣の権限

l乙属する事項、は，政令で定めるところ

により，地方支分割引誌の長または都道

府県知事に行わせることができる。

(罰則)

第23条第7条第 1項若しくは第 2項ま

7こはみin2条の規定による命令に違反し

た去は， 1年以下の懲役または10万円

以下の罰金に処する。

第24条第4条の規:どによる!iii出をせ

ず，また虚偽の)仕i出をしたf告は， 5万

11 J以下の罰金に処する。

第25条 次の各号の 11乙該当する者は，

3万円以下の罰金に処する。

lS 

1. 第 5条又は第 6条の規定によるr.t]
iJiをせず，又は虚偽の届出をした者

2. 第8条第 1項の規定l乙違反した者

3. 第F条の規定による記録をせず，

又は虚偽の記録をした者

4. 第14条第 1項の規定による検査を

11iみ，妨げ，または忌避した者

5. 第15条の規定による報告をせず，

または虚偽の報告をした者

第26条法人の代表者又は法人若しく

は人の代用人，使用人その他の従業者

が，その法人又は人の業務に関し，前

条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

各本条の罰金刑を科する。

第27条第9条， ;G10条又は第11条第 3

項の規定による脳出をせず，又は虚偽

の届山をした者は， 1万円以下の過料

に処する c

付則

(省略〉




