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水質汚濁防止法の概要

西 川 俊幸

1. 本法制定の趣旨

本法の制定の趣旨を簡単に紹介しよう。

まず第1に後追い行政の是正である。従来の水質保全法による水質規制jは，問題発

生水域を逐次指定水域に指定じて行なう「後追い行政」であると批判された。つまり

指定水域主義では，急速度に展開する水質汚濁問題に対処し得ないという批判である。

水質汚濁防止法は，これに対処して，全公共用水域を対象としつつ2 事前予防行政に

力を入れることと したものである。 つまり，水質汚濁防止法では，全公共用水域を対

象として，原則として一律の排水基準を設定してしまうこととしている （第3条第 1

項）。 これにより，「後迫い」が是正され，事前予防の確保が期待される。

第2に規制l方法の強化であるc 従来の工場排水規制法によると， 排水基準 （水質基

準）の遵守強制jの措置が手ぬるいと批判された。従来の工場排水規制法によると， 水

質基準に違反した場合の措置は，汚水等の処理方法等の改善命令の発動であった。 そ

して，その命令違反があって，はじめて罰則が適用されること となっていた。逆にい

えば，水質基準に違反しても直ちに罰せられるこ とはなく， 以後の改善を命令される

のみであった。水質汚濁防止法では， これを改善し排水基準の途反は直ちに処罰する

ことができるよう罰則lを整備した。 これにより基準の強制が強化されることとなる。

第3に都道府県段階への権限委譲である。水質汚濁問題は， 基本的には地核問題で

あるこ とにかんがみ，排水規制lに関する権限は， あげてこれを都道府県段階に委譲す

ることとしたものである。とりわけ，従来は， 権限委任の対象は，排水基準の遵守の
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ための措置に関する権限に限られていたが，水質汚濁防止法では，排水基準の設定権

限も，上乗せ基準については，都道府県条例に委ねる こととした。なお，別途，公害

対策基本法の一部改正法においては，環境基準のあてはめの権限も，都道府県知事に

委任できることとすることとしている（公害対策基本法第9条第2項）。このため， 2

以上の都道府県の区域に属する水域、 （ ~

あてl主めの権限は， 都道府県知事に委譲されることとなつている。 また，これらの権

限委譲対象水減のう ちには，すでに閣議決定によりあてはめが終っている水域もあ

り．これら水域のあてはめの改訂（あてはめの見直し）は，都道府県知事が経済企画

庁長官と協議して行なうこととされる予定である。なお， いわゆる県際水域の大部分

は，従来どおり，閣議決定によりあてはめが行なわれること とされよ う。 これら水域

については，関係都道府県知事聞の意見の調整がつきにくかろうと予想されるから

だ。この措置は，水質汚濁防止法が成立した第64国会に同時に提案され成立した公害

対策基本法の一部改正法によるものであり， これにより，排水規制関係の権限は，原

則的には一貫して都道府県段階に移されることとなる。

第 Hこ，公共用水域の水質の！監視測定体制の整備である。工場排水の規制を充実し

たつもりでも，それが果して役にたっているのか，排水基準を見直す必要はないか，

排水基準の遵守状況をチェックする必要がありはしないか， これらのチェックは非常

に重要である。 これらのチェックは，公共用水域の水質汚濁の状況を監視i)[lj定してこ

そ完全に行なわれるものである。つまり，この監視測定の結果が，排水規制の見直し

等へフィードパックされるわけである。 このため，水質汚濁防止法で、は公共用水域の

水質の監視測定体制を整備することとした。

第5に法体系の一元化である。従来の制度の欠点の 1つは，法体系が多元的である

ことであった。つまり，排水基準の設定は水質保全法で、行なうが， その遵守のための

強制lは各法によることとされ，多元的であった。正確にいうと，水質二法のかたわれ

である工場排水規制法で規制されるのは，製造業関係の工場，事業場のみであり，そ

の他の業種の事業場は，関係各法によることとされていた。鉱山については鉱山保安

法，採石場は採石法，砂利採取場は砂利採取法，廃油処理施設は持ti濁防止法，水洗炭

業事業場は水洗炭業法，公共下水道と都市下水路については下水道法， と畜場はと畜

場法，へい獣処理場はへい獣処理場法といった具合である。水質汚濁防止法では，排

水基準の強制措置は，若干の例外を除いては， 原則的に一元的に本法の定めるところ

によることと した。 例外として認めたのは，鉱山 （鉱山保安法），電気事業場（電気事

業法），廃油処理施設（海洋汚染防止法）の 3つについて，直罰規定，立入検査規定等

を除く取締り規定（改善命令，施設設置計画命令等）を適用除外したことである。こ

れにより，原則的には，水質汚濁防止行政の排水規制に関する法体系の一元化が行な

かれることとなった。

第6には，以上のほか， 旧法体系による水質保全行政の欠陥の是正を図ったことが



140 

挙げられる。公共用水域の範凶を合理化したこと （終末処理場のない下水道を公共用

水域として扱うこととしたことに排水の色や排水の楓度についても規制lしうることと

したこと， 各工場や事業場の排水の「盆Jを施設設置の際の届け出事項と したこと等

である。

2. 用語の定義

( 1) 公共用水域

従来の用例では，公共用水威からは，下水道を一律に除外している。公共下水道，

都市下水路を問わない。そのため， 終末処理場がない下水道（たとえば岳南排水路）

も，外形上は一般河川と変わりなくても， 非公共用水域とされた。その結果，そこへ

排出する工場等に対しては， オ質保全：法が適用とならないという不合理を生んでい

た。水質基準（排水基準）は， 「公共用水域」へ排出される水を対象とするからであ

る。

本法では，これを改め，終末処理場を設置しているか， または流域下水道に接続す

るかしている公共下水道と， 流域下水道のみを公共用水域から除外するにとどめるこ

ととし7こ。

( 2) 水質の汚濁

本法の題名その他各条項中で「水質の汚濁jの用語が用いられている。他方，工場

事業場からの排水については，「汚染状態」の用語を用いている。 これに対して， I;J¥ 

質の汚消」は，公共用水域の水質に関してのみ用いることとしている。

「水質の汚濁」には，水質以外の;j（の状態が悪化することを含むことを法定してい

る （第1条）。これは， .5.llJ途同じ国会で成立した公害対策基本法改正法と関連する規定

の仕方である。同改正法によって，公害対策基本法で規定する典型公害の 1つとして

の水質汚濁には，「水質以外の水の状態又はぷ底の底質が悪化することを含む」こと と

なり，それにあわせて，水質汚濁防止法上の用語を規定することとしたものである。

ここでいう「水質以外の水の状態が悪化」することとは， 水が着色することおよび水

が熱を持つに至ることである。いわゆる色と温度である。

なお，公害対策基本法改正法と異なり，水質汚濁防止法では，「水質の汚濁」に「水

底の底質の悪化」を含むことは明定しない。これは，水質汚濁防止法は排水規制法で

あり，堆積したヘドロのしゅんせつ等の事業法ではないこと， 水底の底質の悪化はひ

とり排水規制のみでは防止できないこと等の理由による。 しかし，公共用水域の水質

の汚濁を防止することにより，ヘドロの堆積を防止するため， 本法を運用し得ること

は，当然である。つまり，排水中の浮遊物質（SS）を規制lし，公共用水域のヘドロ椛

積を防止することは，水質汚濁防止法の重要な使命の lつなのである。
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( 3) 生活環境

本法の「生活環境」の定義は，公害対策基本法で規定する生活環境と同意義である。

つまり，公害対策基本法第2条第2項で規定する広義の生活環境として， 用いられて

いる用語である。このことについては，本法上明文の規定はないが， 本法が公害対策

基本法の実施法であることから，こ勺ことは，解釈上当然のことである， とされてい

る。

( 4) 特定施設と特定事業場

従来の水質二法による排水規律lj対象は， ①特定施設を設置する工場または事業場，

② と畜場等水質保全法上法定されている事業場， R政令で定める施設を設置する事業

場の 3つであった。このうち， ①は，工場排水規制法に基づく政令で指定される「特

定施設」に係るものであり，製造業関係のものに限定されていた。 ③としては， E語版

処理施設が政令指定されていた。 ③は，①以外の施設， つまり製造業以外の業種関係

ということであり，将来は養豚場，養鶏場等の政令指定が予定されていた。

本法では，従来の水質二法の①と同様に「特定施設」の名称は用いつつ， その内容

は製造業関係に限定せず，広く各業種について政令指定することができることとし

た。これにより，第1次産業から第3次産業までの各業種を対象とすることが予定さ

れている。これに伴って， ②と③は，右の新しい；君、味での特定施設に吸収されること

となる。

なお，本法では，特定施設の政令指定は， Jjlj途政令で指定する有害物質とか， 政令

で指定する水素イオン濃度， BOD, SS等の項目を排出する施設を対象として行な う

ことと定められた。つまり，施設指定に先立って， 水質汚濁防止上問題となる有害物

質と水質汚濁指標項目とを指定することとしたのである。施設指定は， これら有害物

質等の指定に則して行なわれることとなる。従来の水質二法では，汚水または廃液を

排出する施設を政令指定することとされ， そこでいう「汚水または廃液」は特に限定

されていない。これは，ものの考え方として， 合理的とはいえなかった。

3. 排出水の排出の規制

( 1 ) 排水基準の設定

水質保全法で設定される水質基準は，指定水域主義によることとされていた。 これ

は，公共用水域の一部を指定し， そこへの排出水を対象と して排水基準を設定するも

のであった。このやり方に対しては，問題の顕在化した水域を逐次対象とする「後追

い行政」であるとの批判があった。そして，このことは，経済の高度成長により，産

業活動の活発化，人口の都市集中化等が急速化するにつれて， ますます強く指摘され

るに至ってきた。
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本法では，このため，指定水域主義を廃止し， 全水域対象主義へと切り換えること

とした。つまり，政府は，全公共用水域を対象として， シビノレミニマム的な排水基準

を設定するこ とと し，後追い行政を払拭することとした。そして，これではなお水質

汚淘防止が不十分な水域については， 都道府県が条例で上乗せ基準を設定することが

で‘きることとした。

(a) シビノレミニマム基準

排水基準は， 全公共用水域を対象として， 経済企画庁長官が総理府令で定める。そ

の際，基準値の設定は，政令で定める有害物質および政令で定める項目について行な

う。なお，熱汚染をも対象とし得る ことが法文七明定された（第 3条第 l項）。

シビ‘ノレミニマム基準は，健康項目については， 既に環境基準が設定されているシア

ン，カドミウム等の項目を主体とし，生活環境項目についても， おおむね従来の水質

基準で対象としてきた項目を主体として設定する予定である。

( b) 上乗せ基準

総理府令で定める排水基準 （~、わゆるシビノレ i ニマムの排水基準） では水質汚濁防

止上不十分と認め られる水域につL、ては， 都道府県条例でよりきびしい排水基準を設

定できる。これが，いわゆる「上乗せ基準」である（第3条第3項）。上乗せ基準は，

その対象物質または項目に係るミニマム義準に代替する。ある項目について上乗せ基

準が設定された場合， それがミニマム基準全体に代替するのではない。

また，上乗せ基準の設定は，「政令で‘定める基準に従L、」行なわれる。 この 「政令」

では，①上乗せ基準の設定は， eニマム基準と同ーの測定方法を前提とすること， CZ'

上乗せ基準のレベノレは，環境基埠．（公害対策基本法第9条）の達成維持を目途として

行なうべきことの 2点を規定することとされよう。

なお，上乗せ基準は，総理府令で定めるミニマム基準の対象項目および対象物質に

限定される。これは，上乗せ基準は ミニマム基準に「かえて適用すべ き」ものとさ

れ，また， ミニマム基準で‘定める許容限度より「きびしい許容限度を定める排水基

準」と定められていることから，明らかである （第 3条第 3項）。したがって，規制物

質または項目のいわゆる 「横のせ」はできない。 ミニマム基準の規格lj物質または項目

以外の物質または項目は，都道府県または市町村の｜司有条例で定める排水規制の対象

物質または項目 として排水規制するほかはない （第 29条）。

ちなみに，本法による上乗せ基準の設定事務は，都道府県に対する 「団体委任事

務Jである。その意味において，上乗せ基準を設定するときは事前に経済企画庁長官

に通知すべき旨が定められた（第 3条第 5項）。また，経済企画庁長官は，必要に応

じ上乗せ基準の設定について，都道府県に勧告できることとされた（第4条）。 この

規定は，上乗せすべき事態にもかかわらず上乗せしない場合における上乗 せすべき旨

の勧告制度を設けたものである。このほか，地方自治法第245条第4項により，経済

企画庁長官は，都道府県に対し，上乗せ基準設定事務について，「適切と認める技術上
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の助言若しくは勧告」をすることができることとされている。

前者つまり本法第4条の勧告は，「水質の汚濁の防止のため特に必要があると認める

とき」に行なわれる。このため，この勧告は，上乗せ封｜水基準を設定していない場合

に上乗せ基準を作るべしとしみ勧告のほかは，既存の上乗せ基準をもっときつくすべ

しとしザ勧告に限定されよう。これに対し，既存の上乗せ基準ではきっすぎるからも

っとゆるくすべしとし寸勧告は， もっぱら地方自治法に基づく「伎術上の助言活しく

は勧告」によるこ ととなろう。きっすぎる一I・乗せ茶準は，基準作成上の「技術Jに問

題があることが多いとすまえられるからである。

( 2) j}J＇／］（基準遵守のための措置

排出水の汚染状態を排水基準に適合させるための拍置は，①特定施設設置の届出，

計画変更命令等によるいわば事前の予防措置， ②排水基準違反を直ちに処罰する直罰

措置， ③操業中の特定事業場について汚水処理方法等の改善命令等いわば事後的な予

防措置の 3つが規定されている。

(a) 特定施設設置前の予防措置

特定施設設置の届H＼，届II＼に係る特定施設設置計画の変更または廃止の命令， この

命令違反への罰則等一連の捌置による特定施設設置Tlliの捌水基準違反事態発生の未然

予防措置については，従来の工場制｜水規制l法とおおむね同様の定めをしている（第5

条から第 11条まで）。ただし，捌ti：＼水の量が応ii＇，事項とされていることは， WI意しな

ければならない（第 5条第7号）。

( b) 排水基準違反への直罰

排出水を排出する者は，その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出しては

ならないものと定められた（第 12条第 1項）。 この規定は， シヒールミニマム基準と上

乗せ基準とのいずれにも適用される。その違反は， 6月以下の懲役または 10万円以下

の罰金に処することと定められている（第 31条）。 これが，いわゆる直罰規定であ

る。従来の工場拐｜水規制l法にはみられなかった規定である。

本法第12条第1項による右のような排水基準遊守義務は，経過的に一定期間は一定

の者には，適用されない（同条第 2項）。 これは，具体的にいえば，将来ある日突然あ

る施設が特定施設として政令指定されたとき， 現にその施設を設置している者は，そ

の日から直ちに排水基準に違反してはならないという第12条第1項の義務を負わされ

るのでは過酷ではないか，したがって，原HIJ6ヵ月聞は猶予してやろう，というもの

である。この猶予知1聞は，大規模な汚水処理装置を要するケース等については， 1年

間とすることができることとされている。

ただし，この猶予制度が適用きれない場合がある（第 12条第2項ただし諮きの規

定）。その 1は， 当該特定施設が設置されている事業場がすでに特定施設とされてい

る施設を設置している場合である。この場合It, 当該事業場には現にが｜水基準が適用
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されているからである。その2は， 当~~、特定施設からの排水について従来から地方公

共団体の固有条例による有罰を伴う水質規制が行なわれていた場合である。 この場合

は，根拠規定が条例から本法に移行するだけであり， 実態上は発7}1）する必要はなし、か

らである。

( c ) 事後的な排水基準違反予防mtli:

特定事業場からNl'if＼される水の汚染状態が釧ぶ基準に適合しないことが予見される

場介にはどうするか。施設の情造その他から判断して， 排水基iii：に迎合しない排出水

を排出することが「llJlに見えている」場介にはどうするつもりか， ということであ

る。例えば，排水基準に没反した者がある場合，その違反原因が汚ノ•j（処理施設の:llli:l金

面にあるときは， 再び違反することがi取に見えているケースの典型といえよう。汚ノj(

処理施設の改善をしない限り，累犯されることは，当然、予，tl.!されるからである。直罰

規定をその都度適用すればよい，というのは現実的でない。違反することが明らかな

者の違反を的確に防止するのには， 1/J. H欠かさずに直罰規定を適用する必要があるか

らである。

ということで，汚ぷの処理方法等の改淳命令の規定が設けられた（第 13条）。同稀

の規定は，従来の土場排水規制l法になかったわけて、はない。しかし，同法第12条で規

定されていた改普命令は， ペナノレティを定めるものであった。 つまり，排水基準違反

をした場合の姶置として， 汚点の処処方法の改持が命令されることとなっていたのて、

ある。本法では，いわゆる高知規定によりペナノレティは処用済みなので， 改善命令等

は，今後の基準違反予防措買として規定したものである。これにより，排水基準違反

行為はl直：九その後のおそれは改善命令；i;>，と分担されたわけである。

本法による改善命令等は，従来の工場J:JI＇水規制法 i二のものと異なり，排出水の捌HI

の一時停止，つまり事実上の倣業停止を命ずることもできることとなった。 改善命令

述反には，罰則が適用される（坑 30条）。

4. 公共用水域の水質の監視測定

木法の第3＂主で，公共用水械の7j(質の11：：；；視視U7i:'.について定めている。公共用広域の

水質の監視視lj定は，水質汚濁防止行政のカナメともいうべきものであ る。何となれ

ば，排出水の排出の規格！！といっても，その目的は， 公共用水域の水質の汚濁の防止で

ある。排出水の排！州土，それ｜’l休が行政の下｜的ではないのである。つまり，排出水の

排出の規制が行政上役にたっているか否か。この判断は， 公共用水域の水質のl託視測

定を行なって，はじめて可能となるものである。その結果，公共用水成の水質の汚濁

の改善がみられないときは， 排水基準の強化， 釧ノ＇］（基準遵守のための歎脅の強化等材｜

水規制面にフ ィードパ ックされるわけである。

( a) 水質の汚濁の状況の常時監視

都道府県知事は，公共用水肢の7](伐を「常時」l)Y,，『似しなければならなし、（第四条）。
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との規定の起旨は，都道府県知事に公共用水j成の水質の汚濁の状況の監視を「常時」

行なうべきことを義務つけたものである。なお，この規定は，国の行政機関， 市lllJ,H

等がその必要性から公共用広域の水質の il{IJ定を行なうことを15~定する趣旨ではなし、。

( b) 水質の測定計幽

都道府県知事は，毎年，国のj也方行政機関の長と協議して，公共用水域の水質の測

定計画を作成するものとされた（第 16条第 1項）。 iJ[IJ定計画は，｜通および地方公共団

体の行なう公共用水域の水質の測定について，測定すべき事項， iJll］定の地点および方

法等を定める（lnJ条第 2lJ.i）。凶および地方公共同体は，iJ!IJ定計画に従って公共用水

域の水質の測定を行ない，その結果を都道的県知事に送付するものとする（同条第 3

項）。

iJllj定計幽の趣旨は， 公共用；J-J或のノ＇］＼質の汚測の状泌をre倍iするために必要な水質測

定の計画lである。その1J~容は， 水域の水質汚濁状況をJ問屋するのに必要かつ十分な程

度の測定点，測定回数等を定め，その測定担当者を1-Eめるものである。測定担当者は

地方建設局等の｜玉｜の出先機関，上水道等の市ll!J村関係者等となろう。浪IJ定：n-函に基づ

くil!IJ定結果は，一元的に都道府県知事に送付されるわけである。

( c) 水質の汚濁の状況の公表

都道府県知事は， 公共用水j~の水F負の汚濁の状況を公表しなければならない（第 17

条）。公表の回数は，ゆJJ:Eされていないが， 「iJllJ定計幽」が'tJj年作成されることからみ

て， 「少なく とも年 l巨｜」は行なうべきである。

( d) 潟水等緊急時の措置

都道府県知事は，公共用水域の水域の水質の測定を行なう等により， その水質の汚

濁の状況を常時監視する。その際， 公共用水域の異常な渇水等により，水質の汚濁が

著しくなっている と認めるときの措置と し て，「緊：~，A寺のm1宣J が定められた （第 18

条）。その；~：1朱において，こ の拙置は， 「公共用水域の水質の汚濁の状況の Ii：.：視~； （第

3章）」 の一環として，定められた。

この措置の内容は，異常渇水等により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり，人の

健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合として，政令で定める場合

に該当する事態が生じたときは，都道府県知事が封｜出水を~l ' Ll:lする者に対し， 初日：i水

の量の減少その他必要な措置をするべきことを命令することができる， というもので

ある。 この「その他必姿な拙世Jの内容としては，特定施設の使用のーl時停止符が含

まれよう。

この措置は，異常渇ノ＇j(等緊急な事態において，抗水基~leを~Jよっている省に対して講

じるもので追うり，罰則との関連もあり，倶」重な耳xt泣いを要する。

5. その他の事項

(1) 鉱山等への適用除外
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本法の規定のうち， fJI＇；］＼.基諜：遵守のた めの措i崖である ①特定施設設置前の予防姶置

（本稿 3の2の（1））および②事後的なυ｜水基準i主反予防摘置は， 鉱山， 電気事業場お

よび廃刊11処理施設には適用しないこととされている（第 23条第 2項）。 これは，これ

らの事業場には，鉱山保安法，電気事業法および海洋汚染防止法の各条項に本法の右

の諸措置を定めた規定の相当規定があるからである。つまり，本法は， これらの事業

場に対しては， ①排水基準の設定， ②排水基準違反への 直罰，③渇水等緊急時の措

置， ④事業場への立入調査権の諸規定を除いては，排出水の排出の規制関係の規定は

適用除外される。そのかわり，関係法の相当規定の定めるところによる。

なおこれに伴い，所史の通知，要：i1'i＜~；の規定が1削iiiされている（第 23条第 3 狽から

第5項まで）。

( 2) 立入調企惟

都道府県知事は， 「この法律の施行に必要な限度においてJ，必要事項の報告を求

め，事業場に立ち入り検査できることとされた（第 22条）。本条により，都道府県知

事が必要と認めるときは，上乗せ基準設定（第 3条第 3項）のための工場排水の採水

検査等ができることとなる。排;j（基当l設定後の'i主笛上本条による立ち入り検査をする

ことができることは，もちろんのことである。

( 3) 資料の提出の要求等

( a ) 経済企画庁長官

経済企画庁長官は，この法律の目的を達成するため必要があると必めるときは，関

係地方公共団体の長に対し， 必要な資料の提出および説明を求めることができること

とされた（第 24条第 1項）。これにより，経済企画庁長官は， ①矧li¥;j（の捌 HIのm
jlJIJ，②公共用水域の水質の！監視測定等について，都道府県知事または市町村長から，

資料の提出等を求めることができるわけである。

( b) 都道府県知事

都道府県知事は，関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し，協力を求め

または意見を述べることができる （第24条第 2項）。「関係行政機関の長」 としては，

経済企画庁長官のほか，旧工場排水規11;1］法の主務大臣，下水道所管の建設大臣等が挙

げられよう。また，「関係地方公共団体の長Jとしては，県際水域における関係都道JH

県知事，権限委任を受けた市長（第 28条参照）等が挙げられよう。

( c) 河川管理者等公物管理者

河川管理者，港湾管理者等の公物管理者で、政令で定めるものは，公共用水域の；！＜.質

の汚濁の防止のため必要があると認めるときは，都道府県知事に対し，水質の汚濁の

防止に関し意見を述べることができる。

諸外国の立法例では，水質汚濁防止行政の主体は， これらの公共用水媛の管理者と
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しているものが多い。わが国では，従来からの粍総もあり，公共用水域の管五Ii者にも

発言のノレートを設けたうえで，調盤官庁たる経済企1!l!i庁の所管＝としたものである。

( 4) 事務の委任

本法により都道府県知事の権限に属する事務（測定ま｜幽関係を除く）は，政令で定

‘ める市の長に対しては，政令で定めるところにより委任することができることとされ

た（第 28条）。権限委任先市長としては， 当面は， 東京を除＜ 7大市長等を予定して

いるところである。

( 5 ) 条例との関係

本法の規定は，地方公共団体の条例により， ①本法の対象である判定事業からの材｜

水水質について，本法の規制対象項目以外の項目の規制lを定めること， ②本法の規制

対象項目について，本法の対象である特定事業場以外の工場または事業場からの排水

水質の規制を定めることを妨げるものではない（第四条）。

本法と条例との関係については，右のほか，本法の特定事業場を定めるに当ってス

ソ切りを した場合のスソ切りされた事業場（小規校事業場）に関する排水規~1)1］の可否

等なお浅された問題がある。これらについては，今後，木法の解釈により，解決され

ねばならない。

( 6 ) 中央水質審議会等

中央水質審議会および都道府県水質：来議会を置くこととしている（第4掌）。このう

ち，都道府県水質審議会は，「政令で定める基準に従い」条例で組織および運引を定め

ることとされている。 「政令で定める基準」としては， lnJ凝議会の委員には国の関係出

先機関の長またはその指名するl隊員を含まなければならないこと等を定める予定であ

る。

なお，都道府県水質審議の調査審議事項は，「当該都道府県の区域に属する公共用水

域の水質の汚濁の防止に関する重要事項」とされている（第21条第 2項）。具体的に

は，①第3条第3項による上乗せ排水基準の設定，②第16条第l項による測定計画の

作成， ③公害対策基本法第9条第2項に基づき委任された環境基準のあてはめの 3事

項となろう。

( 7 ) 経過措置

本法の施行に関して必要な経過措置は，本法附員I]第 3 項から第 5 ~民までに定める も

ののほか，政令で定める（本法附則第6項）。 このため，いわゆる「経過措置政令」を

制定することとしている。

経過措置政令の内容は， ｜日水質保全法に基づいて定められた水質基準の効力につい
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てとなろ う。 これは，本法）Ali1 j 後も， 一定WI間内は合理的な範LlH内て‘HI ;j（質l,t.;準をひ

きつづき適用することが適当だからである。つま り，本法随行にiドL、設定されるミ ニ

マム基準（第3条第 3lJ~）の適用は， 一般的には，汚水処理設（1i1lの設i直に要するとY;

えられるj切聞は泊予されることとなろう。また，上乗せ基準（第3条第3項）も，設

定には若干の期聞を要しよう。とすると，本法施行後の当初の相当期間中は， ミニマ

ム基準が適用されない状態あるいは上乗せ基準がまったく 設定されていない状態が過

渡的，経過的に生じる。水質汚潟防止行政上の空白期間が生じることとなる。したが

って， ミニマム基準の適用猶予期間中は旧水質基率のすべてを適用し，その後上乗せ

基準が設定され適用されるまでの間はIll水質基準のうち ミニマム基準よりもきびしい

部分を適用する。このような附置が経過措世として必要ではないか， ということで同

下検討中である。

6. 環境庁設置に伴う措置

第 65国会に「環境庁設置法案」が政府提案されている。同法案成立後は，昭和 46年

7月1日から，総理府の外局としての環境庁が設置される。同庁は，経済企画庁にか

わり，水質汚濁防止法を所管することとなる。 このため，同法案の附則で，水質汚消

防止法の一部が改正されることとなっている。

その概要は，①水質汚濁防止法中「経済企l山i庁長’l¥'Jは「環境庁長官JVこ改め，「総

理府令， 通商産業省令」は 「総理府令」に改める。 ②中央水質審議会は廃止する。そ

のかわり中央公害対策審議会に水質部会をおく，の 2点である。なお， ②については

昭和46年末までは，経過措置として，中央水質審議会は残すことと している。

（経済企画庁水質公害課）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

