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は じ め に 

○本書は、平成8年に環境マネジネントシステムの国際規格である「ＩＳＯ14001」の日本

での発行と共に発刊しました。以後毎年、新しい環境法規や改正情報を加筆改版し、本

年で第21版となりました。

○「ＩＳＯ14001」認証取得事業所数は、建設業において平成27年までは拡大傾向が続いて

いましたが、本年は昨年同時期より若干減少し、平成28年6月15日現在では3,750件（日

本適合性認定協会公表）となっています。

一方で、環境省の策定したガイドラインに基づく「エコアクション21認証・登録制度」

は拡大傾向が継続しております。 

（エコアクション21中央事務局公表、認証・登録7,722件中、建設・設備工事業2,502件。

平成28年5月末日現在） 

○本書は、年々高度化・多様化する建設工事に係る「環境法規制」について整理し、「工事

現場作業所にて簡便に活用できる法令集」という主旨に沿って毎年発刊しております。

○本書は、一般社団法人日本建設業連合会 環境経営部会による監修を頂いております。本

年は資料編の産業廃棄物・土壌汚染・排水等の上乗せ条例化自治体一覧を中心にご監修

頂きました。ありがとうございました。

○本書は、建設業に関連する環境法令の最新改正情報等を提供するとともに、現場作業で

の多忙の中、担当者が「一見してわかりやすく」ご利用いただけるように今後とも改善

していく所存です。本書活用の皆様のご支持とともにご要望を賜れば幸いです。

平成28年7月 

（株）富士経済ネットワークス 

環境法令室 
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環境課題別 目次 

（下記の表内数字は該当する環境課題の頁） 

No. 

環境課題 
第２章 

基本法体系 

第３章 

環境法 
↓ 

建設業適用 

第４章 

環境法規制 
資料編 
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■ 法令集の構成

■活用にあたっての留意点

１．本書掲載の法令は平成28年3月末日時点までの公布法令を基準に、同年6月迄に公布・成立予定の法令も

含みます。（法令改正予定（未施行）の情報も記載。法令施行日に御注意ください。） 

２．本書は建設工事の施工段階に関連する法令を中心に掲載しています。「第3章 環境関連法規の建設業へ

の適用」では設計段階に関連する法令も基本的事項について一部掲載しています。 

３．第4章は、新規及び前年度版からの改正部分を網かけ表示で明示しています。 

（詳細は第4章冒頭「環境法令集の活用（運用）の手引き」を参照ください） 

４．平成19年４月より、運用として作業所等で簡便にチェックできる「環境法規制等順守チェックリスト」

を別途作成し、「環境法令室」サイトで公表しております（平成28年8月第14回改訂予定）。作業所で該当

する環境項目の確認にご利用下さい。 

５．都道府県や政令市等の自治体で公布・施行される環境条例・規則等については、参考として第4章に東京

都条例・規則等を掲載（★マークの行）しました。東京都以外の自治体につきましては、本書発行元の

（株）富士経済ネットワークスが、47都道府県・20政令指定都市・47中核市の環境条例・規則等について、

本書の第４章同様な分析・整理を実施しております。当該「全国地方環境条例」については、

同社環境法令室にお問い合わせ願います。 

□本書「建設工事の環境法令集」は、(一社)日本建設業連合会（環境経営部会WG-A）の監修のもと、(株)富士経済

ネットワークス 環境法令室の調査・編集により作成しています。

□不備な点にお気付の方は、下記までご連絡下さい。 

【連絡先】 (一社)日本建設業連合会 環境部 (株)富士経済ネットワークス 環境法令室 

TEL: 03-3551-1119 

FAX: 03-3551-0494 

TEL: 03-3664-5844 

FAX: 03-3661-6093 

http://www.kankyou-hourei.jp/ ※平成28年6月に「環境法令室」サイトを立ち上げました。 

●第３章

（1.1）環境課題と国際条約・国内法

（1.2）地球環境関連国際条約と国内

（2.1）建設活動と環境課題 

（2.2）環境活動の基本法と関連法規 
・環境課題ごとに対応する環境関連法規

・基本法令の体系図

環境関連法規の建設業への適用 
・建設活動に適用される法規
・上記法令の該当する内容を設計段階および施工段階（着工
時、工事時、竣工時）に分類

施工段階での環境法規への対応事項 
・具体的な規制事項
・実施状況のチェック（「活用の手引き」参照）

●第４章

・体系、基準、構成図、解説、産業廃棄物関連条例など
・参考資料（災害廃棄物関連、特定廃棄物等）

●資料編

●第１章 環境課題と環境法規 ●第２章 建設工事に関わる環境法規
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第4章：改訂事項一覧 
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＜平成２８年度版 第４章改訂事項一覧＞ 

★：東京都条例等改訂事項

環 境 課 題 改 訂 事 項 

環境経営－1 
「地球温暖化対策法」の一部改正（平成28年5月27日施行）、および改正法による 

「温室効果ガス報告制度」（特定排出者の排出量算定に関する省令）改正 

★環境経営－1
「東京都環境確保条例施行規則」の改正（温暖化対策事業所の廃止規定等）、 

「東京都エネルギー環境計画指針」改正 

環境経営－2 「解体工事業」新設（平成28年6月1日）に伴う経過措置（国土交通省告示） 

環境経営－2 （参考）「建設業の環境自主行動計画第6版」（日建連平成28年4月公表） 

環境経営－3 「環境物品調達基本方針」の改正 

★環境経営－3 「平成28年度東京都環境物品等調達方針」（公共工事）の発表 

環境経営－4 
地球温暖化対策法の一部改正によるCO2等排出抑制の根拠条項ずれの反映、 

事業者の措置指針の改正（告示） 

★環境経営－4 （参考）「東京都環境確保条例施行規則」の改正（低公害車等導入義務者の目標） 

大気汚染防止－1 アスベスト規制条例化自治体（資料編：平成28年3月現在）

★大気汚染防止－3 （参考）石綿含有成形板除去作業における石綿ばく露防止措置について（通知） 

大気汚染防止－5 「大気汚染防止法施行令」改正（水銀排出規制：未施行） 

★大気汚染防止－7 「排出ガス対策型建設機械の指定」「排出ガス対策型原動機の認定」の告示 

水質汚濁防止－1 「排水基準省令」改正（トリクロロエチレン基準改定）、暫定排水基準の見直し告示 

水質汚濁防止－3 「下水道法施行令」改正（トリクロロエチレン下水排除基準改定） 

水質汚濁防止－3 工事排水の下水道排水時の条例規制（資料編：平成28年3月現在） 

★騒音規制－1 「東京都環境確保条例規則」改正による規制基準改正（認定こども園の追加） 

騒音規制－2 
低騒音型低振動型建設機械の指定告示 

（参考）「自動車騒音の大きさの許容限度の一部を改正する件」（告示） 

★振動規制 「東京都環境確保条例規則」改正による規制基準改正（認定こども園の追加） 

 土壌汚染防止－1 

（地下水汚染） 
土壌汚染対策法4条届出による条例規制（資料編：平成28年3月現在） 

 土壌汚染防止－1 

（地下水汚染） 

「土壌汚染対策法施行令」改正 

（クロロエチレンの第1種特定有害物質追加（平成29年4月施行予定））

★土壌汚染防止－1

（地下水汚染）
「東京都土壌汚染対策指針」改正 

土壌汚染防止－2

（地下水汚染）
残土処理及び埋立等規制条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

土壌汚染防止－4

（地下水汚染）

「土壌汚染対策法施行規則」改正（土壌浄化基準）、 

クロロエチレンの土壌環境基準・地下水汚染環境基準への追加

★地盤沈下防止 （参考）「東京都環境確保条例施行規則」改正（地下水揚水設備の出力要件変更） 

第4章：改訂事項一覧 
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環 境 課 題 改 訂 事 項 

廃棄物処理－1 「廃棄物処理法施行令」改正による「水銀廃棄物」定義の追加 

廃棄物処理－2 特別管理産業廃棄物管理責任者配置届出条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

廃棄物処理－2 産業廃棄物の場外保管施設 届出対象面積条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

廃棄物処理－3 産業廃棄物処理委託先実地確認条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

廃棄物処理－5 「廃棄物処理法施行令」改正によるＰＣＢ焼却施設特例、災害廃棄物収集特例等 

廃棄物処理－6 産業廃棄物「自ら利用」届出報告規制条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

廃棄物処理－6 県外産業廃棄物事前協議等条例化自治体（資料編：平成28年3月現在） 

廃棄物処理－7 「廃棄物減量化方針」の改正（環境省告示） 

廃棄物処理－7 （参考）廃棄物処理法・災害対策基本法一部改正による災害廃棄物規定の改正 

リサイクル－1 建設業法改正(平成28年6月施行）に伴う「解体工事業」関係改正 

化学物質管理－2 
ＰＣＢ特措法改正一部改正（平成28年8月施行）による規制事項改定（所有事業者の責務、

高濃度ＰＣＢ廃棄物の期限内処分義務、同期限内廃棄義務） 

※平成28年6月25日時点、改正施行令、施行規則未公布で、令・規則は改正前を併記

化学物質管理－2 「廃棄物処理法施行令」改正によるＰＣＢ汚染物処理基準追加 

化学物質管理－3 「労働安全衛生法施行令」改正によるＲＣＦ等特定化学物質の追加 

化学物質管理－3 
（参考）「危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号」（厚生労働省）による

旧指針の廃止（平成28年6月1日） 

省エネルギー －1 
「建築物省エネ法」（平成28年4月一部施行、平成29年度全面施行）施行令、施行規則制

定に伴う規制事項追加（対象建築行為、省エネ基準適合義務、住宅事業建築主義務） 

★省エネルギー －1 「建築物省エネ法施行細則」の制定 

省エネルギー －2 「都市低炭素法」の誘導基準改正告示、容積率緩和設備追加等告示改正 

★緑地保全 （参考）「緑確保の総合的な方針」（東京都環境局）の改定 

自然環境保全－1 「瀬戸内海環境保全特別措置法」改正（平成27年10月施行） 

自然環境保全－2 （参考）「自然公園における法面緑化指針」の公表（環境省） 

★自然環境保全－2 「東京都自然公園条例規則」の改正（太陽光発電設備の許可特例） 

★環境アセスメント （参考）「東京都環境影響評価条例施行規則」改正で調査対象外特定施設の追加 

その他周辺環境－1 （参考）第５次一括法（平成28年4月施行）に伴う景観法改正 

その他周辺環境－3 （参考）行政不服審査法（平成28年4月施行）に伴う届出様式文言改正 

その他周辺環境－3 （参考）「危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号」（厚生労働省） 

オゾン層保護－1 「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」の改正 

海洋環境保全－2 海洋処分できる汚水の水質基準の改正（トリクロロエチレン） 

海洋環境保全－3 （参考）船舶による放射性物質の運搬基準、危険物の運送基準等の告示改正 

有害廃棄物越境移動 「特定有害廃棄物の輸出入規制法」施行規則改正（輸出入届出手続きの徹底化） 



●（資）省エネ－１：建築物の省エネ措置（省エネ法と建築物省エネ法）の概要
（）は建築物省エネ法条項、既告示等、【】は平成28年1月以降公布された政令・省令・告示条項 太枠部分は

義務措置 
法
律 

規定（条項） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

建
築
物
省
エ
ネ
法

「エネルギー消費性能」(2条2号） 
「エネルギー消費性能基準」 
（2条3号【基準省令1条】） 

■「エネルギー消費性能」【施行令1条】
「空調設備等」は①空調設備その他の機械換気設備②照明設備③給湯設備④昇降

機 
■「消費性能基準」【基準省令1条～7条】

性能確保のために必要な省令で定める建築物の構造及び設備の基準
非住宅部分、住宅部分、複合建築物ごと、設計一次消費エネルギー≦基準で基準
適合

建築主、自主施工者、所有者、管理
者、占有者の努力義務（6条） 

①建築主等は、エネルギー消費性能の向上を図る努力義務（6条１項）
②住宅事業建築主は、新築一戸建て住宅を「住宅事業建築主基準」（27条1項）に適
合させる努力義務(6条2項）

住宅事業建築主、建築物の販売・賃
貸事業者の努力義務（7条） 

○住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃
貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示する努力義務（7条）

「消費性能表示指針」【H28国交告示489号：表示事項、形式等】 

エネルギー消費性能基準適合認定
（36条～38条【施行規則7条】）

「特定建築行為」の 
基準適合義務・適合性判定・届出 

（11条、12条） 
性能基準確保計画の届出 
（19条） 

▼建築物所有者 ▼下記の特定建築行為の建築主
既存建築物の基準適合認定で、その旨
の表示ができる（36条） 
■適用基準【基準省令1～7条、附則3

条】
一次エネルギー設計/基準＝1.1以
下

●申請手続き【施行規則7条説明図書
含む添付図書、別記様式第1～6】

●表示認定マーク
【施行規則9条2項、別記様式第7】

●表示ができるもの
【施行規則9条1項3号】
広告、契約書類
【H28国交告示267号】
宣伝用物品、電磁的記録

①非住宅部分2000㎡以上（「特定建築物」）の新築
②特定建築物の増改築（非住宅部分300㎡以上の改築） 
③増築後に特定建築物となる増築（増改築規模が非住
宅部分300㎡以上）

●非住宅部分の基準適合義務（11条）があり、工事着
手前に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提
出し、所管行政庁の適合性判定を受け、その判定結
果（通知書）が建築確認手続きの要件（12条）とな
る

●適合義務違反には基準適合命令（14条）、報告・検査
等（17条）

■適用基準：一次エネ【基準省令1条～7条】

▼下記の建築主
④300㎡以上の非住宅の新築、増改築（19条1項1号）
⑤300㎡以上の住宅の新築、増改築（19条1項2号）
●工事着手の21日前までに基準確保の構造・設備の計
画を届出、基準不適合で「性能確保の必要があると
認めるとき」には指示（19条2項）、措置命令（19条3
項）

■適用基準【基準省令1～7条】
非住宅：一次エネ
住宅：一次エネ＋外皮（H25基準）

エネルギー消費性能向上計画認定
（29条【施行規則1条、2条】）
「誘導基準」
（30条1項【基準省令8条】）
容積率特例（35条【施行令3条】）

▼建築主等（自主施工者、所有者、管理者、占有者含む）
●エネルギー消費性能向上のための新増改築・修繕・模様替、空調設備等改修時、
消費性能基準を超え、かつ、省令で定める誘導基準に適合する「エネルギー消費性能向上計画」
の認定で容積率の特例が認められる（35条、【施行令3条：設備面積の不算入（延べ面積の最大
「1/10」まで）】）
●申請手続き（29条、【施行規則1条：添付図書、別記様式第1、施行規則2条：法29条2項4号の

事項は「着工予定時期」「完了予定時期」】）
■誘導基準【基準省令8条～10条、附則4条】

非住宅新築：一次エネ（消費性能基準×0.8）+外皮PAL＊（1.0）
住宅新築：住戸一次エネ（0.9）+外皮（H25基準） 住宅共用部（1.0)
施行前新築着工（非住宅・住宅）：一次エネ（1.0)

■床面積に含む設備【H28国交告示272号】
①太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエ
ネルギー消費性能の向上に資するもの

②燃料電池設備、③コージェネレーション設備、④地域熱供給設備、⑤蓄熱設備
⑥蓄電池（床に据え付け、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る）
⑦全熱交換器

大臣認定制度（23条～26条） 特殊構造又は特殊設備の建築物についての性能評価認
定（大臣への申請、登録性能評価機関の評価） 

住宅事業建築主基準 
（27条、28条） 

■トップランナー基準（27条)
（未公布）

年間150戸以上の一戸建てを新築する事業者への報告
徴収、勧告・命令・公表（28条） 
■適用基準：一次エネ（0.9）想定

Ｈ32年度以降：一次エネ（0.85）+外皮（H25基準）想定

●省エネ法からの移行で、表中の規模要件を2000㎡、300㎡、150戸（国交省想定）としたが、6月25日時点で政令規定は未公布

省エネルギー 
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太枠部分は義務措置 
法
律 

規定（条項） 平成27年度 平成28年度 平成29年度以降 

省
エ
ネ
法

平成25年省エネ基準 

（平成25年経産国交告示1号） 
改正後基準完全施行 

改正 
【H28経産国交告示1号】 

(平成28年度は従来基準適用可) 

「建築物に係る措置等」廃止 
○第5章を「建築物に係る措置」とし、72条の努力
義務を残す以外、現行法73条～76条の16の規定は
廃止

特定建築物 

（現行法73条～75条の2） 

●「特定建築物」の省エネ措置の届出
▼第1種特定建築物の届出・指示（現行

法75条）
①床面積2000㎡以上の建築物（第1種特定建築物）の

新築
②2000㎡以上の増改築、第1種特定建築物の床面積１

／２以上の改築
③第1種特定建築物の2000㎡以上の屋根、外壁、外気
に接する床の修繕模様替え
④第1種特定建築物の一定規模以上の空調設備等設

置、改修

▼第2種特定建築物の届出・勧告（現行
法75条の2）

①床面積合計が300㎡以上2000㎡未満の建築物の新築
②増改築面積が300㎡以上で増築前の建築物面積以上の

増築
③第2種特定建築物の床面積合計が１／２以上の改築

▼省エネ措置が「著しく不十分な場合」
の指示、勧告

▼維持保全状況の3年ごとの定期報告

住宅事業建築主基準 

（現行法76条の5、76条の6） 

一戸建ての省エネ基準（外皮+一次エネルギー） 
（H21経産国交告示2号・改正H26経産国交告示5号） 

＜留意事項＞ 

・建築主の規制であり、届出が前提で施工となるが、新増改築時など実際の届出等は設計・施工会社に関係する。

・建築物省エネ法の全面施行は、平成29年４月1日であり、平成28年度までは、省エネ法の建築物の省エネ措置規定

が適用され、平成29年度から全て建築物省エネ法が適用される。

・既築建築物の「維持保全状況の報告」については、3年ごとの定期報告であるため、平成28年度が3年目に該当す

る場合は、従来通り省エネ法に基づく定期報告が必要となる。1年目、2年目である場合は定期報告の義務は無く

なる。

・届出義務のある特定建築物については、省エネ法では１／２以上の増改築の規定があるが、建築物省エネ法では

この規定は無くなる予定である。

・建築物省エネ法による、特定建築物の「省エネ基準適合義務」は平成29年度に完全実施（建築確認の要件）され、

事実上、一定規模以上の非住宅建築物（部分）は省エネ性能基準を満たさないと建設できないこととなる。
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定価はカバーに表示してあります。 

落丁・乱丁本は弊社負担でお取り替えいたします。 



 《ISO14000 管理者必携》 「建設工事の環境法令集」ｼﾘｰｽﾞ 

「環境法令改正情報サービス」 （毎月配信） 

価格： ￥32,400-／年（税込）（月 1回：最新の改正状況を送信）

「環境法令集」をご購入の方を対象に、書籍発刊以

降に改正となった法令や関連する通知を規制事項別

に整理し、逐次メール配信する会員サービスです。

各環境課題について、最新の国内法、政令、省令/
施行規則、その他重要告示等を収載、更に建設業への

影響をポイント解説。

「全国地方環境条例」データ 

価格：１自治体： <新規> ￥10,800-  <次年度以降>  ￥5,400-／年（税込） 

全国（114 自治体）： <新規>￥864,000- <次年度以降>￥432,000-／年（税込） 

「環境法令集」第 4 章（施工段階での環境法規の規制事項

チェックリスト）と同じフォーマットで、全国 115 自治体（47

都道府県、20 政令指定都市、47 中核市）の環境関連条例等

を追録したものです。毎年 10 月末までの各自治体の改正内

容を収集し、12 月に更新版をお届け致します。 

〒103-0001 
東京都中央区日本橋小伝馬町 1－5PMO日本橋江戸通

TEL.03-3664-5844 FAX.03-3661-6093 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kankyou-hourei.jp/

※全国 114 自治体の条例をまとめて検索できる検索版（Excel）もございます。

（電子ﾃﾞｰﾀで提供） 

旧名称：法令改正・通知のポイント 配信サービス 



拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。併せて、大震災及び各地災害の復旧・復興推進

に従事されている方々へ改めまして御慰労申し上げます。 

さて、「平成28年度版 建設工事の環境法令集」発刊の御案内を申し上げます。 

昨年はフロン回収破壊法が改正され「フロン排出抑制法」となり、管理者による業務用エアコン・冷

凍冷蔵機器等の簡易点検が必須になりました。本年は4月に建築物省エネ法が公布され、来年度以

降、中規模以上の建築物について、省エネ基準適合義務、省エネ計画の届出義務が課されます。 

ISO14001 は『2015 年版』が平成 28 年 9 月に改正発行されました。2015 年版では「順守義務」を決定

し参照することが定義され、環境側面に適用される要求事項だけでなく、組織に対して適用される要求

事項も含まれるようになりました。 

本書も環境法令の改正情報だけでなく、EMS運用時に活用頂けるよう改訂を重ねてまいりました。

好評の「地方環境条例 規制一覧」は、場外保管施設の届出対象面積、及び土壌汚染対策法第4条の

届出対象面積における上乗せ条例自治体一覧も加筆し、巻末に掲載いたしました。 

本法令集は平成 8 年度版発刊以降 21 年目となります。引き続き、建設業並びに関連事業者様にお

ける環境経営遂行の必携法令集として活用して頂ければ幸いです。何卒、ご検討の上、お申し込み下

さいますようお願い申し上げます。                                      敬具 

平成28年6月 

 

下記の必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご返送戴ければ、発刊後ご納品（送付）致します。 

返送ＦＡＸ番号： ０３-３６６１-６０９３   （発刊予定日：平成28年7月21日） 
図書名 定 価 部 数 

平成28年度版 建設工事の環境法令集 3,240 円（税込） 部

・送料…756 円／回（税込・全国一律）。 10 部以上一括納品の場合は送料弊社負担。

・御支払方法…3 部までは「宅急便コレクト（代金引換）扱い」。 4 部以上は請求書を送付いたします。

・岩手県・宮城県・福島県内は、送料等を弊社負担とさせて頂きます。（本体価格+税のみのご請求）

団体・会社名 部 課 名

役 職 担 当 者 ㊞ 

E - m a i l 

Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

所 在 地 〒 

    ） （通信欄：  

発行元：（株）富士経済ネットワークス 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1-5 PMO日本橋江戸通

U R L ： http://www.kankyou-hourei.jp/  ←「環境法令室」で検索 

E-mail ： kensetsu@mail.fgn.co.jp 

問い合わせ先 ：環境法令室 津田・佐内宛（TEL：03-3664-5844、FAX：03-3661-6093） 

※書籍以外の環境法令サービス（地方条例、配信など）もご用意しております。お気軽にお問合せください。

（一社）日本建設業連合会 監修 

「平成28年度版 建設工事の環境法令集」 
発刊のご案内 

＜ISO14001、ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 等 EMS 更新用  環境経営推進ﾂｰﾙ＞ 

-・-・-・-・-・-・-・-＜申 込 書＞-・-・-・-・-・-・-・-
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