
大阪府生活環境の保全等に
関する条例について

大阪府環境農林水産部環境管理室

事業所指導課大気指導グループ
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大気汚染防止法の主な改正内容



3

大阪府生活環境の保全等に関する条例の主な改正内容

●規制対象建材

●作業基準

●届出要件

すべての石綿含有建築材料
（樹脂被覆・固化建材も含む）

レベル１、２建材、
石綿含有成形板（樹脂被覆・固化建材等は除く）

石綿含有仕上塗材の使用面積が1000 m2以上の工事
石綿含有成形板等の使用面積が1000 m2以上の工事

石綿含有成形板（樹脂被覆・固化建材等は除
く）の使用面積が1000 m2以上の工事

≪石綿含有仕上塗材（レベル３相当建材）≫
法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、
排水の処理
≪石綿含有成形板等≫
法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、散水設
備の設置、除去後の建材の切断時における集じん
機を備えた切断機の使用、排水の処理 (※原形手
作業による撤去については法で規定)

●大気中石綿濃度測定
法届出対象工事のうち除去面積が50
m2以上の工事

発注者へ測定結果の報告義務なし 発注者へ測定結果の報告義務

改正前 改正後

法届出対象工事のうち除去面積が50 m2以上
の工事（レベル２建材の掻き落とし等以外
の方法での除去作業は除く）

●規制対象建材

●届出要件

●作業基準

●大気中石綿濃度測定

≪石綿含有仕上塗材（レベル１建材）≫
法の作業基準に加え、排水の処理

≪石綿含有成形板≫
飛散防止幕の設置、原形手作業による撤

去、散水設備の設置、除去後の建材の切断
時における集じん機を備えた切断機の使用、
排水の処理
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解体等工事における石綿飛散防止対策の流れ

解体等工事の発注

（発注者のみ）

石綿使用の有無に係る事前調査の実施

(令和５年10月～有資格者のみ)
事前調査への協力

（発注者のみ）

・事前調査書面、記録の作成

・事前調査書面（写）、記録の保存

（３年間）

・事前調査結果の都道府県等への報告

（令和４年４月～）

情報提供
（設計図書等）

解体等工事の計画立案

施工条件における配慮
（工期、工事費等）

事前調査書面の保存

（３年間）

発注者又は自主施工者 元請業者又は自主施工者

結果の説明

（元請業者）

・工事現場での事前調査結果の掲示

・工事に係る場所への事前調査書面、
記録の備え付けを行った上で閲覧に供

する

石綿含有建材の使用有無

の確認

無し
解体等工事の実施

（法・条例の対象外）
有（みなし含む）

有（みなし含む）
【届出対象外】 4



作業開始の14日前までに

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（法）
…吹付け石綿、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材（面積規模要件

なし）

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（条）
(条)石綿含有成形板等の合計または

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000

㎡以上が対象

石綿濃度の測定計画の届出（条例）

…法届出対象の石綿含有建材の使用
面積50㎡以上の場合が対象（石綿含

有耐火被覆材等を破砕等以外の方法

で除去する場合は除く）

特定粉じん排出等作業の実施

①作業計画の作成、確認

②掲示板の設置

③実施状況の記録

④除去後の完了確認
⑤その他作業基準の遵守

(下請含む)

⑥工事施工境界基準(10本以下)

の遵守

工事施工境界における大気中の石

綿濃度の測定（作業前・中・後）

測定結果の記録･保存(３年間)

法・条例に基づく届出

法、条例に基づく届出が不要な場合

であっても、作業基準等及び工事施

工境界基準の遵守の義務あり

特定工事の実施

作業実施

の指示

測定実施

の指示

特定粉じん排出等作業の終了
作業完了の報告作業完了報告の確認

（発注者のみ）

測定結果報告の確認
測定結果の報告
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解体等工事における石綿飛散防止対策の流れ

解体等工事の発注

（発注者のみ）

石綿使用の有無に係る事前調査の実施

(令和５年10月～有資格者のみ)
事前調査への協力

（発注者のみ）

・事前調査書面、記録の作成

・事前調査書面（写）、記録の保存

（３年間）

・事前調査結果の都道府県等への報告

（令和４年４月～）

情報提供
（設計図書等）

解体等工事の計画立案

施工条件における配慮
（工期、工事費等）

事前調査書面の保存

（３年間）

発注者又は自主施工者 元請業者又は自主施工者

結果の説明

（元請業者）

・工事現場での事前調査結果の掲示

・工事に係る場所への事前調査書面、
記録の備え付けを行った上で閲覧に供

する

石綿含有建材の使用有無

の確認

無し
解体等工事の実施

（法・条例の対象外）
有（みなし含む）

有（みなし含む）
【届出対象外】 6

・工事現場での事前調査結果の掲示

・工事に係る場所への事前調査書面、
記録の備え付けを行った上で閲覧に供

する

・事前調査書面、記録の作成

・事前調査書面（写）、記録の保存

（３年間）

・事前調査結果の都道府県等への報告
（令和４年４月～）



（１）事前調査書面の記載事項
１．生環条例について
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○事前調査の結果
○建築物等のその部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
○特定粉じん排出等作業の種類
○特定粉じん排出等作業の実施の期間
○特定粉じん排出等作業の方法
○特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
○事前調査を終了した年月日
○事前調査の方法
○施行規則第16条の5第二号に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が
定める者に該当することを明らかにする事項
〇特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
○特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
○特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
○下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

○建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無
○大気中石綿濃度測定の計画 (※測定義務がかかる工事に限る)

：法
：条例

（２）事前調査書面の説明時期
１．生環条例について
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○解体等工事の開始の日まで（特定粉じん排出等作業に該当する場合は、
特定粉じん排出等作業の14日前まで）

○解体等工事の開始の日まで（届出対象特定工事に該当する場合は、
特定粉じん排出等作業の14日前まで）

〈法〉

〈条例〉



（３）事前調査書面（記録）の現場備え付け
１．生環条例について
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○⾏政機関だけでなく周辺住⺠の⽅でも閲覧できるようにするため。

○行政機関が立入を行う際や、元請業者だけでなく関係下請負人の
誰もが閲覧できるようにするため。

〈法の目的〉

〈条例の目的〉

作業開始の14日前までに

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（法）
…吹付け石綿、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材（面積規模要件

なし）

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（条）
(条)石綿含有成形板等の合計または

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000

㎡以上が対象

石綿濃度の測定計画の届出（条例）
…法届出対象の石綿含有建材の使用

面積50㎡以上の場合が対象

特定粉じん排出等作業の実施

①作業計画の作成、確認

②掲示板の設置

③実施状況の記録

④除去後の完了確認
⑤その他作業基準の遵守

(下請含む)

⑥工事施工境界基準(10本以下)

の遵守

工事施工境界における大気中の石
綿濃度の測定（作業前・中・後）

測定結果の記録･保存(３年間)

法・条例に基づく届出

法、条例に基づく届出が不要な場合

であっても、作業基準等及び工事施
工境界基準の遵守の義務あり

特定工事の実施

作業実施

の指示

測定実施
の指示

特定粉じん排出等作業の終了作業完了の報告作業完了報告の確認
（発注者のみ）

測定結果報告の確認
測定結果の報告
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作業開始の14日前までに

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（法）

…吹付け石綿、石綿含有断熱材、
保温材、耐火被覆材（面積規模要件

なし）

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（条）
(条)石綿含有成形板等の合計または

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000

㎡以上が対象

石綿濃度の測定計画の届出（条例）

…法届出対象の石綿含有建材の使用

面積50㎡以上の場合が対象

法・条例に基づく届出



（４）特定粉じん排出等作業実施届出書
作業開始の日の14日前に提出が必要（発注者）
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１．生環条例について

○届出対象建材
・吹付け石綿
・石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材

○石綿含有成形板等の合計の使用面積が1,000 m2以上の場合
○石綿含有仕上塗材の使用面積が1,000 m2以上の場合

〈法〉

〈条例〉

No 特定建築材料① 面積
（㎡） 特定建築材料② 面積

（㎡）

合計
届出区分 面積

(㎡)

1 外壁の仕上塗材 1,000 ― ― 仕上塗材 1,000 必要

2 スレート板 500 ビニル床シート 500 成形板等 1,000 必要

3 スレート板 500 外壁の下地調整材 500 成形板等 1,000 必要

4
外壁の仕上塗材 500 ― ― 仕上塗材 500

不要
― ― 外壁の下地調整材 500 成形板等 500

5
外壁の仕上塗材 500 ― ― 仕上塗材 500

不要
― ― スレート板 500 成形板等 500

6 外壁の仕上塗材
(下地を同時に除去) 600 外壁の下地調整材

(塗材を同時に除去) 1,000
仕上塗材 600

不要
成形板等 400

7 外壁の仕上塗材
(下地を別々に除去) 600 外壁の下地調整材

(塗材と別々に除去) 1,000
仕上塗材 600

必要
成形板等 1,000
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１．生環条例について



No 特定建築材料① 面積
（㎡） 特定建築材料② 面積

（㎡）

合計
届出区分 面積

(㎡)

6 外壁の仕上塗材
(下地を同時に除去)

600 外壁の下地調整材
(仕上を同時に除去)

1,000
仕上塗材 600

不要
成形板等 400

7 外壁の仕上塗材
(下地を別々に除去) 600 外壁の下地調整材

(仕上と別々に除去)
1,000

仕上塗材 600
必要

成形板等 1,000

下地調整材（石綿あり）1,000 m2 13

１．生環条例について

仕上塗材（石綿あり）
600 m2

仕上塗材（石綿無し）
400 m2

No 特定建築材料① 面積
（㎡） 特定建築材料② 面積

（㎡）

合計
届出区分 面積

(㎡)

6 外壁の仕上塗材
(下地を同時に除去)

600 外壁の下地調整材
(仕上を同時に除去)

1,000
仕上塗材 600

不要
成形板等 400

7 外壁の仕上塗材
(下地を別々に除去) 600 外壁の下地調整材

(仕上と別々に除去)
1,000

仕上塗材 600
必要

成形板等 1,000
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１．生環条例について

仕上塗材
（石綿あり）

600 m2

仕上塗材
（石綿無し）

400 m2

下地調整塗材
（石綿あり）

600 m2

下地調整塗材
（石綿あり）

400 m2

仕上塗材 600m2 成形板等 400m2

＜仕上塗材（同時）＞ ＜下地調整塗材（同時）＞

高圧水洗工法等で同時除去する
場合は「（一体の）仕上塗材」
として算定します。



No 特定建築材料① 面積
（㎡） 特定建築材料② 面積

（㎡）

合計
届出区分 面積

(㎡)

6 外壁の仕上塗材
(下地を同時に除去)

600 外壁の下地調整材
(仕上を同時に除去)

1,000
仕上塗材 600

不要
成形板等 400

7 外壁の仕上塗材
(下地を別々に除去) 600 外壁の下地調整材

(仕上と別々に除去)
1,000

仕上塗材 600
必要

成形板等 1,000
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１．生環条例について

仕上塗材
（石綿あり）

600 m2

仕上塗材
（石綿無し）

400 m2

下地調整塗材
（石綿あり）

1,000 m2

仕上塗材 600m2 成形板等 1,000m2

＜仕上塗材（別々）＞ ＜下地調整塗材（別々）＞

（５）石綿濃度測定計画届出書

〇法の届出対象建材
・吹付け石綿
・石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材

法届出対象の石綿含有建材（レベル２建材のかき落とし等以外
の作業は除く）の使用面積が50㎡以上の場合、石綿濃度測定計
画届出書の提出が必要。

※特定粉じん排出等作業実施届出書とあわせて提出。
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１．生環条例について



作業開始の14日前までに

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（法）
…吹付け石綿、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材（面積規模要件

なし）

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（条）
(条)石綿含有成形板等の合計または

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000

㎡以上が対象

石綿濃度の測定計画の届出（条例）
…法届出対象の石綿含有建材の使用

面積50㎡以上の場合が対象

特定粉じん排出等作業の実施

①作業計画の作成、確認

②掲示板の設置

③実施状況の記録

④除去後の完了確認
⑤その他作業基準の遵守

(下請含む)

⑥工事施工境界基準(10本以下)

の遵守

工事施工境界における大気中の石
綿濃度の測定（作業前・中・後）

測定結果の記録･保存(３年間)

法・条例に基づく届出

法、条例に基づく届出が不要な場合

であっても、作業基準等及び工事施
工境界基準の遵守の義務あり

特定工事の実施

作業実施

の指示

測定実施
の指示

特定粉じん排出等作業の終了作業完了の報告作業完了報告の確認
（発注者のみ）

測定結果報告の確認
測定結果の報告

17

特定粉じん排出等作業の実施

①作業計画の作成、確認

②掲示板の設置
③実施状況の記録

④除去後の完了確認

⑤その他作業基準の遵守

(下請含む)
⑥工事施工境界基準(10本以下)

の遵守

工事施工境界における大気中の石

綿濃度の測定（作業前・中・後）

法、条例に基づく届出が不要な場合

であっても、作業基準等及び工事施

工境界基準の遵守の義務あり

特定工事の実施

○条例の届出をした年月日及び提出先
○法又は条例の届出の受理番号
○下請負人の氏名又は名称、住所、連絡場所、代表者名
○下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
○石綿飛散防止措置の内容
○石綿濃度の測定計画

（６）作業内容等の掲示項目
１．生環条例について
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○発注者の氏名（名称）、住所、連絡先（法人の場合は、代表者の氏名）
○元請業者の氏名（名称）、住所、連絡先（法人の場合は、代表者の氏名）
○元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
○作業の実施期間、方法
○法の届出年月日、届出先（届出対象工事の場合に限る）

〈法〉

〈条例〉



（７）作業基準（レベル１、２建材かき落とし等作業）
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１．生環条例について

イ 隔離養生、前室の設置
ロ 集じん・排気装置の設置
ハ 除去作業初日に作業開始前の集じん・排気装置の点検、確認
ニ 作業開始前及び中断時の作業場内及び前室の負圧確認
ホ 薬液等による湿潤化
へ 除去作業初日の作業開始後、集じん・排気装置の位置を変更した場合、

集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合に集じん・排気装置
の正常稼働の確認

ト 除去面への飛散防止剤散布、清掃その他の特定粉じんの処理、
飛散するおそれがないことの確認

：法 ：条例

○ 排水の処理

（７）作業基準（レベル２建材かき落とし等以外の作業）
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１．生環条例について

イ 隔離養生（負圧不要）
ロ 薬液等による湿潤化
ハ 除去面への飛散防止剤散布、清掃その他の特定粉じんの処理

：法 ：条例

○ 排水の処理

石綿含有保温材を非石綿部分で
切断することにより除去しようと
している様子



（７）作業基準（石綿含有仕上塗材）

21

１．生環条例について

イ 薬液等による湿潤化
ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いる場合

(1) 隔離養生（負圧不要）
(2) 薬液等による湿潤化

ハ 清掃その他の特定粉じんの処理

：法 ：条例

○ 飛散防止幕の設置
○ 排水の処理

（７）作業基準（石綿含有成形板等）
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１．生環条例について

イ 原形のまま取り外し
ロ 破砕等を伴う場合、薬液等による湿潤化
ハ ケイカル板第１種で破砕等を伴う場合

(1) 隔離養生（負圧不要）
(2) 薬液等による湿潤化

ニ 清掃その他の特定粉じんの処理

：法 ：条例

○ 飛散防止幕の設置
○ 除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用
○ 除去建材の破砕の禁止
○ 排水の処理



（８）工事施工境界
１．改正生環条例について

特定粉じん排出等作業に係る請負人が作業を行うために
専有した区画との境界における規制基準

工事施工境界基準：10本 / L以下

工事施工境界＝敷地境界 敷地境界 工事施工境界
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測定時期 測定回数 測定場所

作業開始前 １回 周辺１方向
（最も高濃度が予想される場所）

作業期間中
１回以上

(特定粉じん排出等作業の
日数が６日までごと)

周辺４方向
（各方向で最も高濃度が
予想される場所を含む）

作業完了後 １回 周辺１方向
（作業中最も高濃度であった場所）

〇測定回数および測定場所

※測定時間：２時間以上４時間以下（平成29年６⽉１⽇〜）

（９）大気中の石綿濃度測定
１．改正生環条例について

法届出対象の石綿含有建材（レベル２建材のかき落とし等以外
の作業は除く）の使用面積が50㎡以上の場合、大気中の石綿濃
度測定が必要。
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作業開始の14日前までに

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（法）
…吹付け石綿、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材（面積規模要件

なし）

・特定粉じん排出等作業の実施の届

出（条）
(条)石綿含有成形板等の合計または

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000

㎡以上が対象

石綿濃度の測定計画の届出（条例）
…法届出対象の石綿含有建材の使用

面積50㎡以上の場合が対象

特定粉じん排出等作業の実施

①作業計画の作成、確認

②掲示板の設置

③実施状況の記録

④除去後の完了確認
⑤その他作業基準の遵守

(下請含む)

⑥工事施工境界基準(10本以下)

の遵守

工事施工境界における大気中の石
綿濃度の測定（作業前・中・後）

測定結果の記録･保存(３年間)

法・条例に基づく届出

法、条例に基づく届出が不要な場合

であっても、作業基準等及び工事施
工境界基準の遵守の義務あり

特定工事の実施

作業実施

の指示

測定実施
の指示

特定粉じん排出等作業の終了作業完了の報告作業完了報告の確認
（発注者のみ）

測定結果報告の確認
測定結果の報告
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測定結果の記録･保存(３年間)測定結果報告の確認
測定結果の報告

測定結果を発注者へ報告し、３年間の保存が必要。

※発注者への報告は、測定結果を特定粉じん排出等作業の
完了報告書へ添付すること。

・測定年月日及び時刻
・測定時の天候
・測定者
・測定場所
・特定粉じん排出等作業の実施状況

〈記録事項〉
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（10）測定記録の保存、発注者への報告
１．改正生環条例について



項目 内容 罰則等
勧告等

第40条の4①

元請業者又は自主施工者に次の事前調査に係る各号について勧
告することができる。
一 事前調査の実施
二 事前調査結果の書面作成
三 事前調査結果の掲示
四 事前調査結果の書面またはその写しを公衆に閲覧

−

第40条の4② 元請業者又は自主施工者に事前調査の再調査を求めることがで
きる。 −

第40条の4③
事前調査に係る勧告（第40条の4第1項）又は要求（第40条の4
第2項）に対する措置が行われない場合で、石綿の飛散のおそ
れが高いときは、工事の一時停止を求めることができる。

−

第40条の4④ ⽯綿の⾶散のおそれがあるときは、住⺠等に情報提供できる。 −
特定粉じん排出等作業実施の届出
第40条の7①
(第114条)

特定粉じん排出等作業実施の届出をせず、又は虚偽の届出をし
たときに罰則を適用する。

3月以下の懲役又は
20万円以下の罰金

法の届出に関する届出等
第40条の8②
(第114条)

発注者に対し、作業実施届出に事前調査結果の書面の添付を求
めることができる。当該計画を添付して届出せず、又は虚偽の
届出をしたときに罰則を適用する。

3月以下の懲役又は
20万円以下の罰金

計画変更命令

第40条の9
(第113条)

発注者に対し、作業実施届出の内容が作業基準に適合しないと
き、又は測定計画届出の測定計画が適当でないとき、計画変更
を命じることができる。当該命令に違反したとき罰則を適用す
る。

6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

２．行政処分及び罰則等
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項目 内容 罰則等
作業基準及び工事施工境界基準の遵守義務
第40条の10② 作業実施基準又は工事施工境界基準が遵守されていな

いときは、住⺠等に情報提供できる。 −
作業基準等適合命令等

第40条の1
(第113条)

作業基準又は工事施工境界基準が遵守されていないと
きは、元請業者もしくは下請負人又は自主施工者に、
作業基準もしくは工事施工境界基準の適合又は作業の
一時停止を命ずることができる。当該命令に違反した
とき罰則を適用する。

6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

発注者への通知等

第40条の13の2①
事前調査に係る勧告（第40条の4第1項）、要求（第40
条の4第2項）、一時停止要求（第40条の4第3項）につ
いて、発注者に通知することができる。

−

第40条の13の2② 作業基準等適合命令等（第40条の11、法第18条の21）
について発注者に通知することができる。 −

公表
第106条 作業実施基準又は工事施工境界基準を遵守していない

場合、公表することができる。 −
知事が求める報告、立入検査の協力

第105条
(第117条)

解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人
に対して、報告を求め、解体等工事の場所等に立入検
査をすることができる。報告をせず、若しくは虚偽の
報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
した場合、罰則を適用する。

10万円以下の罰金

２．行政処分及び罰則等
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・建築物の解体等に係る石綿暴露防止及び石綿飛散防
止対策マニュアル（環境省、厚生労働省）

・アスベスト工事のルールが変わります（大阪府）

・大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関す
る条例の改正内容について（大阪府ホームページ）
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houk
aisei.html

３．参考資料
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ご清聴ありがとうございました
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1－14－16
■電話：06（6210）9581 ■E-mail：jigyoshoshido-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
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