
２．公害行政の概要 
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 （２） 事務分掌 

    ① 環境政策の総合的企画及び調整に関すること。 

② 環境基本法（平成５年法律第９１号）その他公害関係法令に基づく届出の受理及び調査測定に関 

 すること。 

③ 公害に係わる苦情処理に関すること。 

④ 自然環境の保全に関すること 

 

 （３） 公害行政の推移 

 

    昭和４１年 ４月 三重県に企画部公害課が設置される。 

    昭和４２年 ７月 三重県公害防止条例制定 

          ８月 公害対策基本法制定 

    昭和４３年 ６月 大気汚染防止法、騒音規制法制定 

    昭和４４年 ７月 三重県公害対策協議会発足 

    昭和４５年 ７月 水質汚濁防止法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律制定 

          ９月 鈴鹿川に環境基準の水域類型指定（Ｂ類型） 

    昭和４６年 １月 衛生課公害係を新設 

          ３月 公共河川、主要工事の水質検査開始 

          ５月 市議会に公害特別委員会が発足 

          ６月 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律制定、悪臭防止法制定 

          ９月 鈴鹿川浄化対策促進協議会発足 

         １０月 三重県公害防止条例の改正 

    昭和４７年 １月 大気汚染防止法、水質汚濁防止法の上乗せ条例施行 

          ４月 三重県公害防止条例の一部改正 

    昭和４８年 ３月 二酸化鉛法による硫黄酸化物測定開始 

          ４月 機構改革により環境課公害係となる。 

         １２月 都市計画法による用途地域の指定 

    昭和５０年１１月 市民生活部環境衛生課公害対策係に改称 

    昭和５１年 ４月 中の川に環境基準の水域類型指定（Ｂ類型） 
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          ６月 振動規制法制定 

          ９月 悪臭防止法施行令一部改正（悪臭物質追加） 

    昭和５２年 ９月 三重県公害対策協議会鈴鹿支部発足 

    昭和５３年 １月 三重県公害防止条例一部改正、振動規制法、悪臭防止法の地域指定を受ける。 

          ６月 水質汚濁防止法の改正、伊勢湾総量規制公布 

          ７月 二酸化窒素に係わる環境基準改定 

    昭和５４年 ５月 水質汚濁防止法施行令一部改正（特定施設一部追加） 

          ６月 伊勢湾総量規制施行 

         １０月 都市計画法による用途地域の変更 

    昭和５６年 ７月 三重県小規模事業場等排水処理対策指導要領施行 

    昭和５７年 ４月 深夜における音響機器の制限に関する三重県公害防止条例の一部改正 

          ６月 大気汚染防止法のばいじん排出基準改正 

         １２月 水質環境基準に係わる環境基準の一部改正 

    昭和５８年１２月 三重県生活排水対策推進要領施行 

    昭和６０年 ６月 大気汚染防止法施行令の一部改正 

    昭和６１年１１月 都市計画法による用途地域の変更 

    昭和６２年 ８月 ｢スターウォッチング……星空の街コンテスト｣に参加 

         １０月 大気汚染防止法施行令一部改正（特定施設追加） 

    昭和６３年 １月 ｢スターウォッチング……星空の街コンテスト｣に選定される。 

         １０月 水質汚濁防止法施行令一部改正（特定施設追加） 

    平成 元年 ３月 市内事業所との公害防止協定締結、三重県公害防止条例施行規則一部改正 

             三重県ゴルフ場の維持管理に関する指導要綱施行 

          ４月 水質汚濁防止法施行令一部改正（有害物質追加） 

          ６月 水質汚濁防止法一部改正（地下浸透規制追加） 

             大気汚染防止法一部改正（特定粉じん追加） 

          ９月 悪臭防止法施行令一部改正（悪臭物質追加） 

         １２月 大気汚染防止法施行令一部改正〈特定施設追加〉 

    平成 ２年 ６月 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行 

             水質汚濁防止法一部改正（生活排水対策） 

          ７月 ゴルフ場排出水に含まれる農薬等の水質検査に係わる暫定指導指針施行 

         １２月 鈴鹿市水質汚濁防止指導要綱施行、市内ゴルフ場と環境保全協定締結 

    平成 ３年 １月 第３次水質総量規制、総量削減基本方針制定 

          ５月 ゴルフ場排出水に含まれる農薬等の水質検査に係わる指導指針施行 

          ６月 第１回鈴鹿市環境展開催 

          ７月 水質汚濁防止法施行令一部改正（特定施設追加） 

          ８月 土壌の汚染に係わる環境基準告示 

    平成 ４年 ６月 第２回鈴鹿市環境展開催 

          ７月 機構改革により保健環境部生活環境課環境保全係となる。 

    平成 ５年 ３月 水質環境基準に係わる環境基準の一部改正（健康項目１５項目追加） 

          ６月 悪臭防止法施行令等の一部改正（悪臭物質追加） 

             第３回鈴鹿市環境展開催 

         １０月 水質環境基準に係わる環境基準の一部改正（湖沼、海域の窒素、燐を追加） 

             水質汚濁防止法施行令一部改正（窒素、燐を追加） 

         １１月 環境基本法公布、施行（公害対策基本法廃止） 

    平成 ６年 ２月 水質汚濁防止法施行令一部改正（有害物質を追加） 

          ３月 金沢川に環境基準の水域類型指定（Ｃ類型） 

          ６月 第４回鈴鹿市環境展開催 

             金沢川水質保全推進協議会発足 

    平成 ７年 ３月 鈴鹿川の環境基準の水域類型指定変更（Ａ類型） 

          ６月 第５回鈴鹿市環境展開催 

             金沢川水質保全推進協議会発足 



          ７月 三重県公害防止条例施行規則等の一部改正 

          ８月 電気スクーター導入 

         １０月 悪臭防止法の一部改正 

             第５回鈴鹿市環境展講演会開催 

    平成 ８年 ３月 公共用水域（伊勢湾）が該当する全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定 

          ６月 ’９６鈴鹿市環境展開催 

         １１月 三重こどもエコクラブ交流会開催 

 

    平成 ９年 １月 ゴルフ場排出水に含まれる農薬等の水質検査に係る指導指針の一部改正（２項目追 

             加） 

          ４月 機構改革により市民部生活環境課環境保全係となる。 

          ６月 ’９７地球にやさしいフェア開催 

             環境基本問題検討委員会設置 

          ９月 騒音規制法施行令一部改正（バックホウ、トラクターショベル、及びブルドーザ 

             ーを使用する作業が特定建設作業に追加） 

         １２月 大気汚染防止法施行令一部改正（ダイオキシン類の指定物質への追加） 

             電気自動車（エコベル）導入 

    平成１０年 １月 ゴルフ場排出水に含まれる農薬等の水質検査に係る指導指針の一部改正（１項目 

             削除） 

          ３月 安楽川に環境基準の水域類型指定（ＡＡ類型） 

          ５月 ｢一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定する 

             バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの一部改正｣の施行 

          ６月 ’９８地球にやさしいフェア開催 

             環境基本問題検討委員会より環境基本条例に対して提言を受ける 

         １０月 海域の窒素及び燐に係る暫定排水基準を定める総理府令の一部改正する総理府令 

             の施行 

    平成１１年 ２月 『グリーン購入フォーラム ｉｎ 鈴鹿』の開催 

          ４月 騒音に係る環境基準の改定 

          ６月 鈴鹿市しあわせ環境基本条例施行 

             環境の日記念ミュージカル『地球の秘密 坪田愛華物語』開催 

             三重県環境影響評価条例施行 

         １０月 騒音規制法施行令の一部を改正する政令の施行 

             特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正 

         １１月 三重県公害防止条例施行規則の一部改正 

    平成１２年 １月 ダイオキシン類対策特別措置法施行 

             自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許 

             容限度の一部改正 

             鈴鹿市環境審議会の設置、市長から「環境基本計画」の策定に関する諮問を行なう。 

    平成１２年 ５月 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の公布 

    平成１２年 ６月 悪臭防止法の改正 

    平成１３年 １月 鈴鹿市環境審議会より「環境基本計画」の策定に関して答申が提出される。 
          ３月 ｢鈴鹿市しあわせ環境基本計画｣を策定する。 
             三重県公害防止条例の廃止 
             三重県生活環境の保全に関する条例の施行 
          ６月 自動車ＮＯｘ法の一部改正法の公布 
          ８月 悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定の一部改正 
          ９月 ＩＳＯ１４００１認証取得に向けてキックオフ宣言 
         １１月 水質汚濁防止法施行令の一部改正（汚濁負荷量の総量の削減を図る指定項目に窒素、

りんを追加） 
         １２月 自動車ＮＯｘ法施行令の一部改正政令施行により本市が対策地域に指定される。 

平成１４年 １月 鈴鹿市環境審議会より「環境基本計画実行計画」の策定に関して答申が提出される。 



          ３月 ｢鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画｣及び概要版(環境家計簿を含む)を策定する。 

          ４月 生活環境課に環境政策グループが新設される。 

          ８月 鈴鹿市環境審議会に対し市長から「鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画」の進行

管理に関すること、及び「環境市民ネットワーク」「パートナーシップのための連絡

会議」に関する諮問を行なう。 

    平成１５年 １月 ＩＳＯ１４００１認証取得 

               ２月 土壌汚染対策法が施行される。 

          ４月 三重県自然環境保全条例が改正される。 

             三重県立自然公園条例が改正される。 

          ８月 鈴鹿市環境審議会から市長に対し「鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画」の進行

管理に関すること、及び「環境市民ネットワーク」「パートナーシップのための連絡

会議」に関する中間答申が提出される。 

             三重県から三重県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画が

策定される。 

         １０月 三重県自然環境保全条例の改正に伴う施策の中で，生物の多様性の確保に関する施

策他３施策が施行される。 

    平成１６年 ３月 三重県生活環境の保全に関する条例が一部改正される。 

          ８月 鈴鹿市環境審議会から市長に対し「鈴鹿市しあわせ環境基本計画実行計画」の進行

管理の基本的事項、主要事項、各提言に共通する事項（要望）、及びパートナーシッ

プ会議（パートナーシップののための連絡会議）に関する最終答申が提出され，鈴 

             鹿市環境審議会が任期満了により解散する。 

１０月 三重県生活環境の保全に関する条例の一部改正が施行される。 

 

 

 


