
別紙 No.1 
厚生労働省告示 第百三十八号 
 水質基準に関する省令（平成十五年厚生労働省令第百一号）の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に

基づき厚生労働大臣が定める方法（平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号）の一部を次の表のように改正し、

平成三十年四月一日から適用する。 
   平成三十年三月二十八日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
 

改正後 改正前 

別表第５  別表第５  

 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による

一斉分析法 

 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分

析法 

 ここで対象とする項目は、カドミウム、鉛、

六価クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、

銅、ナトリウム、マンガン及びカルシウム、マ

グネシウム等（硬度）である。 

 ここで対象とする項目は、カドミウム、鉛、六価

クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナ

トリウム、マンガン及びカルシウム、マグネシウム

等（硬度）である。 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

表２ 各金属の濃度範囲及び測定波長 表２ 各金属の濃度範囲及び測定波長 

金属類 濃度範囲（㎎／

Ｌ） 

測定波長（nm） 金属類 濃度範囲（㎎／Ｌ） 測定波長（nm） 

（略） （略） 

六価クロム 0.001～0.1  （略） 六価クロム 0.0008～0.08  （略） 

ホウ素 0.006～２  （略） ホウ素 0.006～0.6  （略） 

亜鉛 0.001～２  （略） 亜鉛 0.0006～0.06  （略） 

アルミニウ

ム 

0.001～２  （略） アルミニウム 0.0004～0.04  （略） 

鉄 0.001～２  （略） 鉄 0.001～0.1  （略） 

銅 0.001～２  （略） 銅 0.0006～0.06  （略） 

ナトリウム 0.05～20  （略） ナトリウム 0.006～0.6  （略） 

マンガン 0.001～0.1  （略） マンガン 0.0002～0.02  （略） 

カルシウム 0.05～20  （略） カルシウム 0.04～４  （略） 

マグネシウ

ム 

0.05～10  （略） マグネシウム 0.0006～0.06  （略） 

（略） （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 
別表第６  別表第６  

 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一

斉分析法 

 誘導結合プラズマ－質量分析装置による一斉分析

法 

 ここで対象とする項目は、カドミウム、セレ

ン、鉛、ヒ素、六価クロム、ホウ素、亜鉛、ア

ルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、マンガン及

びカルシウム、マグネシウム等（硬度）である。 

 ここで対象とする項目は、カドミウム、セレン、

鉛、ヒ素、六価クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウ

ム、鉄、銅、ナトリウム、マンガン及びカルシウム、

マグネシウム等（硬度）である。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 混合内部標準液  ⑶ 混合内部標準液 

 ベリリウム、コバルト、ガリウム、イットリ

ウム、インジウム及びタリウムのうち使用する

内部標準物質を選択し、それぞれ一定量の内部

標準原液を混合して硝酸を添加後、精製水で

10～1000 倍の範囲内における任意の濃度に薄

めたもの 

 ベリリウム、コバルト、ガリウム、イットリウム、

インジウム及びタリウムのうち使用する内部標準物

質を選択し、それぞれの内部標準原液 10ml ずつをメ

スフラスコに採り、精製水を加えて１Ｌとした溶液

を精製水で２～200 倍に薄めたもの 



   この溶液１ml は、それぞれの内部標準

物質を 0.001～0.1 ㎎含む。 

   この溶液１ml は、それぞれの内部標準物質を

0.00005～0.005 ㎎含む。 

   この溶液は、冷暗所に保存する。    この溶液は、使用の都度調製する。 

 ⑷～⑽ （略）  ⑷～⑽ （略） 

 (11) 金属類標準原液  (11) 金属類標準原液 

 ホウ素、カルシウム及びマグネシウム以外の

物質については、別表第３の１⑼の例による。 

 ホウ素、カルシウム及びマグネシウム以外の物質

については、別表第３の１⑼の例による。 

   ホウ素については、別表第５の１⑼の例

による。 

   ホウ素については、別表第５の１⑼の例によ

る。 

 カルシウム及びマグネシウムについては、別

表第４の１⑸の例による。 

 カルシウム及びマグネシウムについては、別表第

４の１⑸の例による。 

    これらの溶液１ml は、それぞれの金属を１㎎

含む。 

   これらの溶液は、冷暗所に保存する。    これらの溶液は、冷暗所に保存する。 

 (12) 金属類混合標準液  (12) 金属類混合標準液 

 カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、

ホウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリ

ウム、マンガン、カルシウム及びマグネシウム

のそれぞれ一定量の標準原液を混合して硝酸

を添加後、精製水で 10～10000 倍の範囲内にお

ける任意の濃度に薄めたもの 

 カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、ホ

ウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、

マンガン、カルシウム及びマグネシウムのそれぞれ

一定量の標準原液を混合し、精製水で 10～10000 倍

の範囲内における任意の濃度に薄めたもの 

   この溶液１ml は、それぞれの金属を

0.0001～0.1 ㎎含む。 

   この溶液１ml は、それぞれの金属を 0.0001～

0.1 ㎎含む。 

   この溶液は、冷暗所に保存する。    この溶液は、冷暗所に保存する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 
表２ 各金属の濃度範囲及び質量数 表２ 各金属の濃度範囲及び質量数 

金属類 濃度範囲（㎎／

Ｌ） 

質量数 金属類 濃度範囲（㎎／Ｌ） 質量数 

カドミウム 0.0002～0.1  （略） カドミウム 0.00007～0.007  （略） 

セレン 0.0004～0.1  （略） セレン 0.0004～0.04  （略） 

鉛 0.0002～0.1  （略） 鉛 0.0002～0.02  （略） 

ヒ素 0.0002～0.1  （略） ヒ素 0.00006～0.006  （略） 

六価クロム 0.0002～0.1  （略） 六価クロム 0.0002～0.02  （略） 

ホウ素 0.002～２  （略） ホウ素 0.002～0.2  （略） 

亜鉛 0.001～２  （略） 亜鉛 0.0002～0.02  （略） 

アルミニウ

ム 

0.001～２  （略） アルミニウ

ム 

0.0004～0.04  （略） 

鉄 0.001～２  （略） 鉄 0.001～0.3  （略） 

銅 0.001～２  （略） 銅 0.0002～0.02  （略） 

ナトリウム 0.1～200  （略） ナトリウム 0.1～20  （略） 

マンガン 0.0002～0.1  （略） マンガン 0.00008～0.008  （略） 

カルシウム 0.1～200  43、44  カルシウム 0.1～20  44 

マグネシウ

ム 

0.1～200  （略） マグネシウ

ム 

0.1～10  （略） 

（略） （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 
別表第 13  別表第 13  

 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析

法 

 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析

法 



 ここで対象とする項目は、亜硝酸態窒素、硝酸態窒

素及び亜硝酸態窒素、フッ素並びに塩化物イオンであ

る。 

 ここで対象とする項目は、亜硝酸態窒素、硝酸態窒

素及び亜硝酸態窒素、フッ素並びに塩化物イオンであ

る。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴～⑻ （略）  ⑴～⑻ （略） 

 ⑼ 陰イオン混合標準液  ⑼ 陰イオン混合標準液 

 硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、フッ素及び塩化物イオ

ンのそれぞれ一定量の標準原液を混合し、精製水で硝

酸態窒素は 10～1000 倍、亜硝酸態窒素は 100～10000

倍、フッ素は 10～1000 倍、塩化物イオンは５～500

倍の範囲内における任意の濃度に薄めたもの 

 硝酸態窒素標準原液２ml、亜硝酸態窒素標準原液１

ml、フッ素標準原液５ml 及び塩化物イオン標準原液

20ml をメスフラスコに採り、精製水を加えて１Ｌと

したもの 

 この溶液１ml は、硝酸態窒素 0.001～0.1 ㎎、亜硝

酸態窒素 0.0001～0.01 ㎎、フッ素 0.001～0.1 ㎎及び

塩化物イオン 0.002～0.2 ㎎を含む。 

 この溶液１ml は、硝酸態窒素 0.002 ㎎、亜硝酸態

窒素0.001㎎、フッ素0.005㎎及び塩化物イオン0.02

㎎を含む。 

   この溶液は、使用の都度調製する。    この溶液は、使用の都度調製する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

表１ 対象物質の濃度範囲 表１ 対象物質の濃度範囲 

対象物質 濃度範囲（㎎／Ｌ） 対象物質 濃度範囲（㎎／Ｌ） 

硝酸態窒素 0.02～20  硝酸態窒素 0.02～２  

（略） （略） 

塩化物イオン 0.2～200  塩化物イオン 0.2～20  

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 
別表第 14  別表第 14  

 パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析

計による一斉分析法 

 パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析

計による一斉分析法 

 ここで対象とする項目は、四塩化炭素、１，４－ジ

オキサン、シス－１，２－ジクロロエチレン及びトラ

ンス－１，２－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼ

ン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジ

クロロメタン並びにブロモホルムである。 

 ここで対象とする項目は、四塩化炭素、１，４－ジ

オキサン、シス－１，２－ジクロロエチレン及びトラ

ンス－１，２－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼ

ン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジ

クロロメタン並びにブロモホルムである。 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 検水（検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が

表１に示す濃度範囲の上限値を超える場合には、同表

に示す濃度範囲になるように精製水を加えて調製した

もの）をパージ容器に採り、内部標準液を試験溶液の

内部標準物質濃度がフルオロベンゼン又は４－ブロモ

フルオロベンゼンがおおむね 0.005～0.5 ㎎／Ｌ及び

１，４－ジオキサン－d８がおおむね 0.004～0.4 ㎎／Ｌ

となるよう一定量注入する。次いで、パージ・トラッ

プ装置及びガスクロマトグラフ－質量分析計を操作

し、表１に示すそれぞれの揮発性有機化合物と内部標

準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピー

ク面積の比を求め、下記５により作成した検量線から

検水中のそれぞれの揮発性有機化合物の濃度を算定す

る。 

 検水（検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が

0.01 ㎎／Ｌを超える場合には、0.0001～0.01 ㎎／Ｌと

なるように精製水を加えて調製したもの）をパージ容

器に採り、内部標準液を試験溶液の内部標準物質濃度

がフルオロベンゼン又は４－ブロモフルオロベンゼン

がおおむね 0.005～0.5 ㎎／Ｌ及び１，４－ジオキサン

－d８がおおむね0.004～0.4㎎／Ｌとなるよう一定量注

入する。次いで、パージ・トラップ装置及びガスクロ

マトグラフ－質量分析計を操作し、表１に示すそれぞ

れの揮発性有機化合物と内部標準物質とのフラグメン

トイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下

記５により作成した検量線から検水中のそれぞれの揮

発性有機化合物の濃度を算定する。 

 
表１ 対象物質の濃度範囲及びフラグメントイオン  表１ フラグメントイオン  

揮発性有機化合物  濃度範囲  

（ ㎎ ／Ｌ）  

フラグメントイオン  

（ｍ／ｚ）  

揮発性有機化合物  フラグメントイオン（ｍ

／ｚ）  



四塩化炭素  0.0001～0.05  117、119、121  四塩化炭素  117、119、121  

１，４－ジオキサン 0.0001～0.1  88、58  １，４－ジオキサン  88、58  

シス－１，２－ジク

ロロエチレン  

0.0001～0.1  61、96、98  シス－１，２－ジク

ロロエチレン  

61、96、98  

トランス－１，２－

ジクロロエチレン  

0.0001～0.1  61、96、98  トランス－１，２－

ジクロロエチレン  

61、96、98  

ジクロロメタン  0.0001～0.1  49、84、86  ジクロロメタン  49、84、86  

テトラクロロエチ

レン  

0.0001～0.05  166、164、129  テトラクロロエチレ

ン  

166、164、129  

トリクロロエチレ

ン  

0.0001～0.05  130、132、95  トリクロロエチレン  130、132、95  

ベンゼン  0.0001～0.05  78、77、52  ベンゼン  78、77、52  

クロロホルム  0.0001～0.1  83、85、47  クロロホルム  83、85、47  

ジブロモクロロメ

タン  

0.0001～0.1  129、127、131  ジブロモクロロメタ

ン  

129、127、131  

ブロモジクロロメ

タン  

0.0001～0.1  83、85、47  ブロモジクロロメタ

ン  

83、85、47  

ブロモホルム  0.0001～0.1  173、171、175  ブロモホルム  173、171、175  

フルオロベンゼン 

※  

 96、70  フルオロベンゼン 

※  

96、70  

４－ブロモフルオ

ロベンゼン ※  

 95、174、176  ４－ブロモフルオロ

ベンゼン ※  

95、174、176  

１，４－ジオキサン

－d８ ※  

 96、64  １，４－ジオキサン

－d８ ※  

96、64  

   ※印は内部標準物質である。    ※印は内部標準物質である。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 

別表第 15  別表第 15  

 ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分

析計による一斉分析法 

 ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分

析計による一斉分析法 

 ここで対象とする項目は、四塩化炭素、１，４－

ジオキサン、シス－１，２－ジクロロエチレン及び

トランス－１，２－ジクロロエチレン、ジクロロメ

タン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、

ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、

ブロモジクロロメタン並びにブロモホルムである。 

 ここで対象とする項目は、四塩化炭素、１，４－

ジオキサン、シス－１，２－ジクロロエチレン及び

トランス－１，２－ジクロロエチレン、ジクロロメ

タン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、

ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、

ブロモジクロロメタン並びにブロモホルムである。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴～⑹ （略）  ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 内部標準液  ⑺ 内部標準液 

   別表第 14 の１⑹の例による。    別表第 14 の１⑹の例による。 

  この溶液１ml は、フルオロベンゼン又は４－ブ

ロモフルオロベンゼンを 0.0125～1.25 ㎎及び１，

４－ジオキサン－d８を 0.1～10 ㎎含む。 

 ⑻ （略）  ⑻ （略） 

 ⑼ 揮発性有機化合物混合標準液  ⑼ 揮発性有機化合物混合標準液 

   別表第 14 の１⑻の例による。    別表第 14 の１⑻の例による。 

  この溶液１ml は、四塩化炭素、１，４－ジオキ

サン、シス－１，２－ジクロロエチレン、トランス

－１，２－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テ

トラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼ

ン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモ

ジクロロメタン及びブロモホルムをそれぞれ 0.5



㎎含む。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ 前処理  ⑴ 前処理 

 バイアルに塩化ナトリウムを検水量 10ml に対し

て３ｇを入れた後、検水（検水に含まれるそれぞれ

の対象物質の濃度が別表第 14 の表１に示す濃度範

囲の上限値を超える場合には、同表に示す濃度範囲

になるように精製水を加えて調製したもの）をバイ

アル容量に対して 0.40～0.85 となるように採り、

内部標準液を試験溶液の内部標準物質濃度がフル

オロベンゼン又は４－ブロモフルオロベンゼンが

おおむね 0.0025～0.25 ㎎／Ｌ及び１，４－ジオキ

サン－d８がおおむね 0.002～0.2 ㎎／Ｌとなるよう

一定量注入する。直ちにポリテトラフルオロエチレ

ンシート、セプタム、アルミキャップをのせ、アル

ミキャップ締め器で密閉する。次いで、バイアルを

振り混ぜた後、恒温槽で 30 分間以上加温し、これ

を試験溶液とする。 

 バイアルに塩化ナトリウムを検水量 10ml に対し

て３ｇを入れた後、検水（検水に含まれるそれぞれ

の対象物質の濃度が 0.01 ㎎／Ｌを超える場合に

は、0.0001～0.01 ㎎／Ｌとなるように精製水を加

えて調製したもの）をバイアル容量に対して 0.40

～0.85 となるように採り、内部標準液を試験溶液

の内部標準物質濃度がフルオロベンゼン又は４－

ブロモフルオロベンゼンがおおむね 0.0025～0.25

㎎／Ｌ及び１，４－ジオキサン－d８がおおむね

0.002～0.2 ㎎／Ｌとなるよう一定量注入する。直

ちにポリテトラフルオロエチレンシート、セプタ

ム、アルミキャップをのせ、アルミキャップ締め器

で密閉する。次いで、バイアルを振り混ぜた後、恒

温槽で 30 分間以上加温し、これを試験溶液とする。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 

別表第 16 の２  別表第 16 の２  

 イオンクロマトグラフ法  イオンクロマトグラフ法 

  ここで対象とする項目は、塩素酸である。   ここで対象とする項目は、塩素酸である。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴～(15) （略）  ⑴～(15) （略） 

 (16) 塩素酸標準液  (16) 塩素酸標準液 

 一定量の塩素酸標準原液を採り、精製水で 10～

1000 倍の範囲内における任意の濃度に薄めたもの 

 塩素酸として10㎎に相当する塩素酸標準原液を採

り、精製水を加えて１Ｌとしたもの 

   この溶液１ml は、塩素酸 0.001～0.1 ㎎を含

む。 

   この溶液１ml は、塩素酸 0.01 ㎎を含む。 

   この溶液は、使用の都度調製する。    この溶液は、使用の都度調製する。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

別表第 18  別表第 18  

 イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法  イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法 

  ここで対象とする項目は、臭素酸である。   ここで対象とする項目は、臭素酸である。 

１ （略） １ （略） 

２ 器具及び装置 ２ 器具及び装置 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ イオンクロマトグラフ  ⑵ イオンクロマトグラフ 

  ア （略）   ア （略） 

  イ 反応部   イ 反応部 

 分離カラムで分離された液と反応試薬が別々に混

合できるもので、反応温度等が対象物質の最適反応

条件に設定できるもの 

 分離カラムで分離された液と２つの反応試薬が

別々に混合できるもので、反応温度等が対象物質の

最適反応条件に設定できるもの 

 例えば、臭化カリウム－硫酸溶液を毎分 0.4ml の

流量で注入して 40℃で反応させることができるも

の。ただし、分析に十分な感度が得られない場合は、

必要に応じて亜硝酸ナトリウム溶液を注入すること

ができる。 

 例えば、亜硝酸ナトリウム溶液を毎分 0.2ml の流

量で注入した後、臭化カリウム－硫酸溶液を毎分

0.4ml の流量で注入して 40℃で反応させることがで

きるもの 

  ウ （略）   ウ （略） 



３～７ （略） ３～７ （略） 

 
別表第 20  別表第 20  

 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析

法 

 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析

法 

 ここで対象とする項目は、ナトリウム及びカルシウ

ム、マグネシウム等（硬度）である。 

 ここで対象とする項目は、ナトリウム及びカルシウ

ム、マグネシウム等（硬度）である。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ ナトリウム標準原液  ⑹ ナトリウム標準原液 

   別表第３の１⑼の例による。    別表第３の１⑼の例による。 

    この溶液１ml は、ナトリウム１㎎を含む。 

 ⑺～⑼ （略）  ⑺～⑼ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ 前処理  ⑴ 前処理 

 検水（検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が

200 ㎎／Ｌを超える場合には、0.1～200 ㎎／Ｌとなる

ように精製水を加えて調製したもの）をメンブランフ

ィルターろ過装置でろ過し、初めのろ液約10mlは捨て、

次のろ液を試験溶液とする。 

 検水（検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が

50 ㎎／Ｌを超える場合には、0.1～50 ㎎／Ｌとなるよ

うに精製水を加えて調製したもの）をメンブランフィ

ルターろ過装置でろ過し、初めのろ液約 10ml は捨て、

次のろ液を試験溶液とする。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 
別表第 26  別表第 26  

 ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分析法  ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分析法 

 ここで対象とする項目は、ジェオスミン及び２－メ

チルイソボルネオールである。 

 ここで対象とする項目は、ジェオスミン及び２－メ

チルイソボルネオールである。 

１ 試薬 １ 試薬 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 内部標準液  ⑹ 内部標準液 

   別表第 25 の１⑸の例による。    別表第 25 の１⑸の例による。 

  この溶液１ml は、ジェオスミン－d３をＡ液では 0.1

㎍、Ｂ液では 0.01 ㎍、又は、２，４，６－トリクロロ

アニソール－d３をＡ液では 0.4 ㎍、Ｂ液では 0.04 ㎍含

む。 

 ⑺ （略）  ⑺ （略） 

 ⑻ ジェオスミン及び２－メチルイソボルネオール

標準液 

 ⑻ ジェオスミン及び２－メチルイソボルネオール

標準液 

   別表第 25 の１⑺の例による。    別表第 25 の１⑺の例による。 

  この溶液１ml は、ジェオスミン及び２－メチルイソ

ボルネオールをそれぞれ 0.001 ㎎含む。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

別表第 28 の２  別表第 28 の２  

 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法  固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 

  ここで対象とする項目は、非イオン界面活性剤で

ある。 

  ここで対象とする項目は、非イオン界面活性剤で

ある。 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 試験操作 ４ 試験操作 

 ⑴ 前処理  ⑴ 前処理 

 固相カラムにメチルアルコール５ml 及び精製水５ml

を順次注入する。次に、水酸化ナトリウム溶液（４ｗ

／ｖ％）を用いて pH 値を９に調整した検水 500ml（検

水に含まれる非イオン界面活性剤としての濃度が 0.05

 固相カラムにメチルアルコール５ml 及び精製水５ml

を順次注入する。次に、水酸化ナトリウム溶液（４ｗ

／ｖ％）を用いて pH 値を９に調整した検水 500ml（検

水に含まれる非イオン界面活性剤としての濃度が 0.01



㎎／Ｌを超える場合には、0.002～0.05 ㎎／Ｌとなるよ

うに精製水を加えて 500ml に調製したもの）を毎分 10

～20ml（ディスク型の固相カラムを使用する場合は 10

～100ml）の流量で固相カラムに流し、更に精製水 10ml

を流した後、吸引又は窒素ガスを通気して固相カラム

を乾燥させる。次いで、固相カラムの通水方向とは逆

から（ディスク型の固相カラムを使用する場合は通水

方向から）トルエンを緩やかに流し、遠心分離管に５

ml を採り、これを試験溶液とする。 

㎎／Ｌを超える場合には、0.002～0.01 ㎎／Ｌとなるよ

うに精製水を加えて 500ml に調製したもの）を毎分 10

～20ml（ディスク型の固相カラムを使用する場合は 10

～100ml）の流量で固相カラムに流し、更に精製水 10ml

を流した後、吸引又は窒素ガスを通気して固相カラム

を乾燥させる。次いで、固相カラムの通水方向とは逆

から（ディスク型の固相カラムを使用する場合は通水

方向から）トルエンを緩やかに流し、遠心分離管に５

ml を採り、これを試験溶液とする。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 
 
別紙 No.2 
環境省告示 第二十九号 
 環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項及び第二項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁

に係る環境基準の水域類型の指定に関する件（平成二十一年三月環境省告示第十五号）の一部を次のように改正

し、公布の日から適用する。 
   平成三十年三月二十八日     環境大臣 中川 雅治    
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象

規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前

欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 
 

    改正後               改正前       

 別表（告示別表２の２のウ関係）  別表（告示別表２の２のウ関

係） 

政令別表の二に

掲げる水域 

水   域 該当類型 達成期間 指 定 日 政令別表

の二に掲

げる水域 

水   

域 

該

当

類

型 

達

成

期

間 

指 

定 

日 

（略） （略） 

10 諫早湾潮受

堤防、長崎県瀬

詰埼から熊本県

天草下島シラタ

ケ鼻まで引いた

線、同島と同県

天草上島を結ぶ

瀬戸大橋、同島

と同県前島を結

ぶ松島橋、同島

と同県大池島を

結ぶ前島橋、同

島と同県永浦島

を結ぶ中の橋、

同島と同県大矢

野島を結ぶ大矢

野橋、同島と同

県宇土半島を結

ぶ天門橋及び陸

岸により囲まれ

た海域（有明海） 

有明海（全域。

ただし、有明海

(イ)及び有明

海(ロ)に係る

部分を除く。） 

海域生物

Ａ 

イ 平成30年３

月 28 日 

（新設） 

有明海(イ)（別

記 27 の水域） 

海域生物

特Ａ 

イ 平成30年３

月 28 日 

 

有明海(ロ)（別

記 28 の水域） 

海域生物

特Ａ 

イ 平成30年３

月 28 日 

 



 （注）１～８ （略）  （注）１～８ （略） 

    ９ 別記 27 から 28 までに掲げる水域の範囲は、平成 29 年

11 月１日における行政区画その他の区域又は陸岸、防波堤その他のも

のによって表示されたものとする。 

    （新設） 

（別記） （別記） 

１～26 （略） １～26 （略） 

27 長崎県瀬詰埼と同地点から南方 730ｍの地点（北緯 32 度 35 分４

秒、東経 130度 10分 15秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 1,530

ｍの地点（北緯 32 度 35 分 28 秒、東経 130 度 11 分６秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から北東方 1,370ｍの地点（北緯 32 度

35 分 49 秒、東経 130 度 11 分 53 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地

点と同地点から南東方 1,970ｍの地点（北緯 32 度 34 分 58 秒、東経 130

度 12 分 38 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から東方 2,500ｍの地点（北

緯 32 度 34 分 46 秒、東経 130 度 14 分 13 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深

線、同地点と同地点から北東方 1,510ｍの地点（北緯 32 度 35 分６秒、

東経 130 度 15 分６秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点か

ら北方 1,650ｍの地点（北緯 32 度 35 分 57 秒、東経 130 度 15 分 22 秒）

を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 3,240ｍの地点（北緯 32 度 36

分 42 秒、東経 130 度 17 分 15 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から南東方 1,080ｍの地点（北緯 32 度 36 分 26 秒、東経 130

度 17 分 51 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 1,110ｍの地点

（北緯 32 度 36 分 42 秒、東経 130 度 18 分 29 秒）を結ぶ水深 30ｍの

等深線、同地点と同地点から北西方 1,600ｍの地点（北緯 32 度 37 分

８秒、東経 130 度 17 分 37 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方

4,020ｍの地点（北緯 32 度 38 分 28 秒、東経 130 度 19 分 39 秒）を結

ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から東方 2,630ｍの地点（北緯

32 度 38 分 31 秒、東経 130 度 21 分 20 秒）を結ぶ線、同地点と同地点

から西方 1,770ｍの地点（北緯 32 度 38 分 49 秒、東経 130 度 20 分 15

秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 2,240ｍの地点（北緯 32 度

39 分 38 秒、東経 130 度 21 分 19 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地

点と同地点から北東方 2,360ｍの地点（北緯 32 度 40 分 47 秒、東経 130

度 21 分 58 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南東方

3,060ｍの地点（北緯 32 度 39 分 27 秒、東経 130 度 23 分７秒）を結ぶ

線、同地点と同地点から南東方 2,780ｍの地点（北緯 32 度 38 分 48 秒、

東経 130 度 24 分 43 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 2,260

ｍの地点（北緯 32 度 39 分 33 秒、東経 130 度 25 分 52 秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から北東方 3,930ｍの地点（北緯 32 度

41 分５秒、東経 130 度 27 分 36 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から北方 4,160ｍの地点（北緯 32 度 43 分 18 秒、東経 130 度

27 分 55 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北方 5,130ｍの地点（北緯

32 度 46 分４秒、東経 130 度 28 分 14 秒）を結ぶ線、同地点と同地点

から北方 4,600ｍの地点（北緯 32 度 48 分 32 秒、東経 130 度 28 分 11

秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 310ｍの地点（北緯 32 度 48

分 41 秒、東経 130 度 28 分 18 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から南東方 870ｍの地点（北緯 32 度 48 分 21 秒、東経 130 度

28 分 40 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南方 4,770

ｍの地点（北緯 32 度 45 分 49 秒、東経 130 度 29 分 16 秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から南方 6,140ｍの地点（北緯 32 度 42

分 32 秒、東経 130 度 29 分 41 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から南西方 2,260ｍの地点（北緯 32 度 41 分 40 秒、東経 130

度 28 分 40 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から東方 710

ｍの地点（北緯 32 度 41 分 34 秒、東経 130 度 29 分６秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から北東方 1,160ｍの地点（北緯 32 度

（新設） 

 

    

 

 



41 分 48 秒、東経 130 度 29 分 47 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地

点と同地点から南方 3,590ｍの地点（北緯 

32 度 39 分 56 秒、東経 130 度 29 分 15 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、

同地点と同地点から南西方 3,040ｍの地点（北緯 32 度 38 分 35 秒、東

経 130 度 28 分８秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から

南西方 2,600ｍの地点（北緯 32 度 37 分 43 秒、東経 130 度 26 分 49 秒）

を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南西方 370ｍの地点（北

緯 32 度 37 分 37 秒、東経 130 度 26 分 37 秒）を結ぶ線、同地点と同地

点から南方 120ｍの熊本県大矢野島地先の陸地の地点（北緯 32 度 37

分 33 秒、東経 130 度 26 分 38 秒）を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海

域。（ただし、早崎漁港Ｃ防波堤先端と同港Ｄ防波堤先端を結ぶ線、

口ノ津港大泊船留防波堤Ａ先端と同港大泊船留防波堤Ｂ先端を結ぶ

線、同港東大屋防波堤先端と同港東大屋防波堤(A)先端を結ぶ線、南有

馬漁港（南有馬地区）防砂堤南端と同港護岸Ｉ南端を結ぶ線、南有馬

漁港（浦田地区）東防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線、龍石漁

港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、須川港灘防波堤Ｄ先端

と同港灘防波堤Ｅ先端を結ぶ線、同港灘防波堤Ａ先端と同港船津防波

堤Ａ先端を結ぶ線、同港船津防波堤Ｂ先端と同港向防波堤先端を結ぶ

線、有家漁港防波堤（西）先端と同港防波堤東先端を結ぶ線、有家漁

港（小川港区）中須川防砂堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、堂崎

港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、国道 251 号南側と海岸

線との交点同士を結ぶ線、貝崎漁港（貝崎港区）貝崎島防波堤先端と

同港貝崎東防波堤先端を結ぶ線、貝崎漁港（山ノ下港区）山ノ下Ａ防

波堤先端と同港山ノ下Ｂ防波堤先端を結ぶ線、布津漁港湯田港Ａ防砂

堤先端と同港湯田港Ｂ防砂堤先端を結ぶ線、深江漁港島防波堤先端と

同港沖防波堤先端を結ぶ線、枯木漁港南防波堤先端と同港北防波堤先

端を結ぶ線、島原港（外港地区）島原港外港防波堤(A)先端と同港島原

港外港防波堤(B)北端を結ぶ線、同防波堤南端、杵島東端、同島東端か

ら真南に引いた延長線上の陸岸を結ぶ線、島原港（霊南地区）大手浜

護岸Ｆ西端と同港烏山護岸Ｄ北端を結ぶ線、同港霊南防波堤(D)先端と

島原外港防波堤Ｃ先端を結ぶ線、島原港（三会地区）防波堤Ａ先端と

同港防波堤Ｄ先端を結ぶ線、同港防波堤Ｅ先端と同港防波堤１先端を

結ぶ線、同港－5.5Ｍ岸壁Ｂ北東角と同港防波堤Ｅ南東角を結ぶ線、同

港前浜防波堤Ａ先端と同港前浜防波堤Ｂ先端を結ぶ線、猛島漁港南防

波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、三会漁港南防波堤北東角と同

港北防波堤先端を結ぶ線、松尾漁港（松尾）松尾南防波堤先端と同港

Ｅ護岸南東角を結ぶ線、松尾漁港（半田）半田南防波堤先端と同港半

田北防波堤先端を結ぶ線、大三東漁港東防波堤先端と同港北防砂堤先

端を結ぶ線、湯江漁港浜東防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、

多比良港防波堤(D)先端と同港多比良港防波堤(E)先端を結ぶ線、同港

多比良港防波堤（沖）先端と同港多比良港西防波堤先端を結ぶ線、神

代港第３防波堤先端、同港第２防波堤先端と同港第１防波堤先端を結

ぶ線、西郷港防波堤（南）先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、小長井

港（帆先地区）長戸西防波堤先端と同港長戸東防波堤先端を結ぶ線、

同港帆崎防砂堤先端から真北に引いた延長線上の護岸を結ぶ線、小長

井港（井崎地区）小川原浦南防波堤先端と同港井崎北防波堤先端を結

ぶ線、小長井港（築切地区）築切南防波堤先端と同港築切北防波堤②

先端を結ぶ線、道越漁港道越南側防波堤先端と同港１号防波堤先端を

結ぶ線、同港竹崎道路護岸南端と同港２号臨港道路護岸西端を結ぶ線、

道越漁港（竹崎）竹崎西側防波堤先端と同港竹崎東側防波堤先端を結

ぶ線、野崎漁港（洗出）２号防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ

線、野崎漁港（水谷）１号南防波堤先端と同港１号北防波堤先端を結

ぶ線、大浦港大浦２号防波堤先端と同港広江防波堤先端を結ぶ線、破



瀬ノ浦漁港南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、糸岐漁港Ｃ物

揚場先端と同港３号護岸東端を結ぶ線、多良漁港（多良）南側防波堤

先端と同港北側防波堤先端を結ぶ線、同港４号護岸北東角と同港３号

物揚場先端を結ぶ線、同港防砂堤先端と同港５号物揚場先端を結ぶ線、

多良漁港（伊福）南防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、飯田漁

港（箱崎地区）箱崎防波堤先端、同港箱崎２号物揚場先端と同港箱崎

４号物揚場先端を結ぶ線、同港箱崎２号護岸北端と同港箱崎関連施設

用地護岸南西角を結ぶ線、飯田漁港（飯田地区）２号防波堤先端と同

港３号防波堤先端を結ぶ線、七浦漁港（音成地区）音成防波堤先端と

同港音成物揚場北西角を結ぶ線、七浦漁港（塩屋地区）塩屋１号防波

堤先端と同港塩屋５号防波堤北西角を結ぶ線、同港塩屋防波堤南端と

同港塩屋２号防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港塩屋３号防波

堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港塩屋船揚場南東角を結ぶ線、浜

漁港北側防波堤先端と同港南側防波堤先端を結ぶ線、新有明漁港３号

防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線、広江漁港 16 号物揚場南端

と同港 18 号物揚場南端を結ぶ線、皿垣開漁港第５号物揚場南端から両

開漁港第 25 号物揚場南端を通過する延長線上の護岸を結ぶ線、黒崎漁

港２号防波堤南西角、同港４号防波堤北東角と同港１号防波堤北西角

を結ぶ線、大牟田港新開開地区海岸南西角と同港岬町地区海岸北西角

を結ぶ線、三池港北防砂堤灯台から真東に引いた延長線上の護岸を結

ぶ線、荒尾港 43040Ｂ－１－１荒尾港防波堤先端と同港 43040Ｂ－１－

２荒尾港防波堤先端を結ぶ線、同港大島突堤先端から真南に引いた延

長線上の護岸を結ぶ線、同港南新地けい船岸（西側）南端と同港南新

地けい船岸（東側）南端を結ぶ線、一部漁港２号導流堤先端と同港１

号導流堤先端を結ぶ線、長洲港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結

ぶ線、新川漁港Ａ－５－１下沖州１号導流堤先端と同港４号防波堤先

端を結ぶ線、大正開漁港Ａ－１－２長保西防波堤先端と同港１号防波

堤先端を結ぶ線、玉名漁港（滑石地区）Ａ－２－８Ｄ護岸東端と同港

Ａ－５－２導流堤先端を結ぶ線、玉名漁港（大浜地区）４号防波堤先

端と同港Ａ－１－103 号防波堤先端を結ぶ線、横島漁港１号防波堤先

端と同港Ａ－２－３護岸南端を結ぶ線、河内港白浜防波堤先端と同港

小白防波堤先端を結ぶ線、同港北防波堤先端と同港南防波堤先端を結

ぶ線、塩屋漁港Ｂ突堤基部と同港４号防波堤先端を結ぶ線、百貫港Ｂ

－１－４近津防波堤先端と同港Ｂ－１－３近津防波堤先端を結ぶ線、

同港島防波堤先端と同港防波堤Ｃ先端を結ぶ線、同港要江防波堤先端

と同港要江導流堤先端を結ぶ線、同港小島防波堤先端と同港小島突堤

先端を結ぶ線、熊本港南防波堤西端と同港北防波堤基部を結ぶ線、同

港南防波堤東端と同港防波護岸南西角を結ぶ線、四番漁港北防波堤先

端と同港南防波堤先端を結ぶ線、海路口漁港北導流堤先端と同港２号

防波堤先端を結ぶ線、住吉漁港（住吉）２号防波堤先端と同港１号防

波堤先端を結ぶ線、住吉漁港（長部田）長部田３号物揚場先端と同港

長部田１号物揚場先端を結ぶ線、長浜漁港２号防波堤先端と同港３号

防波堤先端を結ぶ線、長浜漁港（小池）小池北側防波堤東端と同港東

側防波堤先端を結ぶ線、網田漁港２号導流堤先端と同港１号導流堤先

端を結ぶ線、赤瀬漁港（東側）東防波堤先端と同港西防波堤先端を結

ぶ線、赤瀬漁港（西側）東側防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、

小田良漁港北防波堤先端と同港西側１号防波堤北端を結ぶ線、大田尾

漁港北防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線、三角港（西港地区）

西港防波堤西先端と同港西港防波堤東先端を結ぶ線、同港北防波堤先

端と同港南防波堤先端を結ぶ線、三角港（岩谷地区）岩谷防波堤（西）

先端と同港岩谷防波堤（東）先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海

域 を 除 く 。 ） （ 有 明 海 ( イ ) ） 

28 熊本県大矢野島地先の陸地の地点（北緯 32 度 37 分 33 秒、東経 （新設） 



130 度 26 分 38 秒）と同地点から北方 120ｍの地点（北緯 32 度 37 分

37 秒、東経 130 度 26 分 37 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から西方 710

ｍの地点（北緯 32 度 37 分 31 秒、東経 130 度 26 分 10 秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から南西方 870ｍの地点（北緯 32 度 37

分 11 秒、東経 130 度 25 分 47 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から西方 1,220ｍの水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から

南西方 1,450ｍの地点（北緯 32 度 36 分 45 秒、東経 130 度 24 分 11 秒）

を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から西方 860ｍの地点（北

緯 32 度 36 分 55 秒、東経 130 度 23 分 40 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深

線、同地点と同地点から南西方 2,080ｍの地点（北緯 32 度 36 分 12 秒、

東経 130 度 22 分 39 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点か

ら西方 1,400ｍの地点（北緯 32 度 36 分 23 秒、東経 130 度 21 分 47 秒）

を結ぶ線、同地点と同地点から西方 2,520ｍの地点（北緯 32 度 36 分

30 秒、東経 130 度 20 分 10 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同

地点から西方 930ｍの地点（北緯 32 度 36 分 19 秒、東経 130 度 19 分

37 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南方 1,300ｍの

地点（北緯 32 度 35 分 40 秒、東経 130 度 19 分 19 秒）を結ぶ水深 30

ｍの等深線、同地点と同地点から南方 2,040ｍの地点（北緯 32 度 34

分 36 秒、東経 130 度 18 分 60 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点

と同地点から南東方 480ｍの地点（北緯 32 度 34 分 22 秒、東経 130 度

19 分８秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から東方 1,110

ｍの地点（北緯 32 度 34 分 26 秒、東経 130 度 19 分 50 秒）を結ぶ水深

30ｍの等深線、同地点と同地点から南西方 2,040ｍの地点（北緯 32 度

33 分 58 秒、東経 130 度 18 分 39 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地

点と同地点から南方 1,590ｍの地点（北緯 32 度 33 分 10 秒、東経 130

度 18 分 17 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から北西方

710ｍの地点（北緯 32 度 33 分 25 秒、東経 130 度 17 分 57 秒）を結ぶ

水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南西方 1,750ｍの地点（北緯

32 度 33 分３秒、東経 130 度 16 分 55 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、

同地点と同地点から北西方 1,290ｍの地点（北緯 32 度 33 分 38 秒、東

経 130 度 16 分 28 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から

南西方 920ｍの地点（北緯 32 度 33 分 21 秒、東経 130 度 15 分 60 秒）

を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から南方 950ｍの地点（北

緯 32 度 32 分 51 秒、東経 130 度 16 分７秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、

同地点と同地点から西方 1,890ｍの地点（北緯 32 度 32 分 31 秒、東経

130 度 14 分 58 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から西

方 2,180ｍの地点（北緯 32 度 32 分 51 秒、東経 130 度 13 分 37 秒）を

結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から西方 2,100ｍの地点（北

緯 32 度 33 分０秒、東経 130 度 12 分 18 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、

同地点と同地点から西方 2,200ｍの地点（北緯 32 度 33 分 22 秒、東経

130 度 10 分 57 秒）を結ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から西

方 690ｍの地点（北緯 32 度 33 分 21 秒、東経 130 度 10 分 31 秒）を結

ぶ水深 30ｍの等深線、同地点と同地点から熊本県天草下島シラタケ鼻

を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（ただし、白濤漁港（登立）北

側防波堤先端と同港南側突堤先端を結ぶ線、串漁港漁港区域１点と同

港漁港区域２点を結ぶ線、大手原漁港北側２号防波堤先端と同港３号

防波堤先端を結ぶ線、七ツ割漁港北側防波堤先端と同港南側２号防波

堤先端を結ぶ線、野釜漁港東防波堤先端と同港野釜防波堤先端を結ぶ

線、湯島漁港７号防波堤先端と同港６号防波堤西端を結ぶ線、同防波

堤東端と同港９号防波堤先端を結ぶ線、鳩之釜漁港２号防波堤Ａ－１

－２先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線、上天草港（江樋戸港区）Ｂ

－１－１江樋戸防波堤(A)南端と同港Ｂ－１－２東江樋戸防波堤先端

を結ぶ線、上天草港（江後港区）Ｂ－１－３江後東防波堤先端と同港

 

 

 



Ｂ－１－４江後東防波堤先端を結ぶ線、同港Ｂ－１－１江後北防波堤

先端と同港Ｂ－１－２江後南防波堤先端を結ぶ線、上天草港（小泊港

区）Ｂ－１－１小泊港防波堤先端と同港Ｂ－１－３小泊港防波堤先端

を結ぶ線、同港Ｂ－１－２瀬高防波堤先端と同港Ｂ－７－１瀬高突堤

先端を結ぶ線、樋合漁港樋合防波堤先端と同港樋合３号防波堤先端を

結ぶ線、同港瀬戸防波堤先端から真南に引いた延長線上の護岸を結ぶ

線、同港樋合９号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線、フィッ

シャリーナ天草２号防波堤Ａ－１－７先端と同港１号防波堤先端を結

ぶ線、楠甫漁港釘島防波堤先端と同港水湧防波堤先端を結ぶ線、大浦

港大浦港防波堤先端と同港北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤南端と同

港南防波堤先端を結ぶ線、大浦漁港蛭子鼻１号防波堤先端と同港蛭子

鼻３号防波堤先端を結ぶ線、同港瀬の上防波堤先端から真南に引いた

延長線上の護岸を結ぶ線、須子漁港１号防波堤先端と同港樫の戸防波

堤先端を結ぶ線、天草港（赤崎港区）東防波堤先端と同港西防波堤先

端を結ぶ線、天草港（上津浦港区）北防波堤先端と同港１号防波堤先

端を結ぶ線、天草港（下津浦港区）東防波堤先端と同港西防波堤北端

を結ぶ線、同防波堤南端から真南に引いた延長線上の護岸を結ぶ線、

天草港（茂木根港区）茂木根防波堤先端と同港茂木根突堤３号先端を

結ぶ線、美の越漁港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線、

島子漁港（小島子）８号防波堤先端と同港 14 号防波堤北端を結ぶ線、

同防波堤南端から真南に引いた延長線上の護岸を結ぶ線、同港 10 号防

波堤先端と同港 11 号防波堤先端を結ぶ線、島子漁港（大島子）１号防

波堤先端、同港３号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線、志柿

漁港１号防砂堤南端、同港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結

ぶ線、本渡港大矢崎防波堤先端と同港大矢崎北防波堤先端を結ぶ線、

同港本渡防波堤基部と同港南川防波堤先端を結ぶ線、佐伊津漁港３号

防波堤先端と同港６号防波堤先端を結ぶ線、御領漁港Ａ－１－31 号防

波堤南端と同港２号防波堤先端を結ぶ線、大島漁港（五和）１号防波

堤先端と同港大島２号防波堤先端を結ぶ線、鬼池港外港防波堤先端と

同港内港防波堤先端を結ぶ線、宮津漁港１号防波堤先端と同港東防波

堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。）（有明海(ロ)） 

 
 
別紙 No.4 
経済産業省令 第十号 
 計量法（平成四年法律第五十一号）の規定に基づき、計量法施行規則の一部を改正する省令を次のように定め

る。 
  平成三十年三月三十日     経済産業大臣 世耕 弘成   
   計量法施行規則の一部を改正する省令 
 計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号）の一部を次のように改正する。 
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍

線を付した部分のように改める。 
 

改正後         改正前     

 （修理済表示）  （修理済表示） 

第十五条 法第五十条第一項の表示（以下「修理済表

示」という。）は次の各号に定めるところにより付す

るものとする。 

第十五条 法第五十条第一項の表示（以下「修理

済表示」という。）は、次の各号に定めるところ

により付するものとする。 

 一 ［略］  一 ［略］ 

 二 修理済表示の形状は、次のとおりとする。この

場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を

行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数

に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法と

することを妨げない。 

 二 修理済表示の形状は、次のとおりとする。

この場合において、次のイ及びロの円内の数字

は、修理を行った西暦年数を表すものとする。 



  イ・ロ ［略］   イ・ロ ［略］ 

 三～五 ［略］  三～五 ［略］ 

 （登録に係る区分）  （登録に係る区分） 

第九十条 ［略］ 第九十条 ［略］ 

２ この節において「校正を行う計量器の表示する物

象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物

象の状態の量」とは、 

２ この節において「校正を行う計量器の表示す

る物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に

付された物象の状態の量」とは、 

計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次

条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、

計量器等の種類については機構が別に定めるものと

し、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものを

いう。 

計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力並び

に次条に定める校正手法の区分の組み合わせを

いう。なお、計量器等の種類については機構が別

に定めるものとし、校正範囲及び最高測定能力と

は次に掲げるものをいう。 

 一 ［略］  一 ［略］ 

 二 校正測定能力 国際度量衡委員会が定めたもの

であって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値

を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当

する量の測定のために使用される計量器の校正等を実

施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測

定の最小不確かさ 

 二 最高測定能力 国際度量衡委員会が定め

たものであって、ある測定量の一つの単位又は一

つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施す

る場合、又は該当する量の測定のために使用され

る計量器の校正等を実施する場合において登録

等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ 

 （計量器等の区分）  （計量器等の区分） 

第九十条の二 計量法関係手数料令別表第一第八号下

欄の経済産業省令で定める計量器等の区分（以下「計

量器等の区分」という。）は、計量器等の種類ごとに、

校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとす

る。ただし、重要な部分において異ならない校正手法

として経済産業大臣が告示で定める区分に属する二以

上の計量器等の区分は、一区分として扱うものとする。 

第九十条の二 計量法関係手数料令別表第一第

八号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区

分（以下「計量器等の区分」という。）は、計量

器等の種類ごとに、校正範囲及び最高測定能力を

組み合わせたものとする。ただし、重要な部分に

おいて異ならない校正手法として経済産業大臣

が告示で定める区分に属する二以上の計量器等

の区分は、一区分として扱うものとする。 

 （登録の申請）  （登録の申請） 

第九十一条 法第百四十三条第一項の規定により登録

を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う

事業所について様式第 

第九十一条 法第百四十三条第一項の規定によ

り登録を受けようとする者は、計量器の校正等の

事業を行う事業所について様式第 

八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に提出

しなければならない。 

八十一による申請書に次の書類を添えて、機構に

提出しなければならない。 

 一～三 ［略］  一～三 ［略］ 

 四 登録を受けようとする第九十条第一項の区分に

おいて参加した技能試験の結果を示す書類その他の校

正測定能力の決定に係る書類 

 四 登録を受けようとする第九十条第一項の

区分において参加した技能試験の結果を示す書

類その他の最高測定能力の決定に係る書類 

 五・六 ［略］  五・六 ［略］ 

 （登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等）  （登録又は認定の基準が類似する場合の登録申

請等） 

第九十一条の四 計量法関係手数料令別表第一第十二

号上欄及び第十三号上欄の経済産業省令で定める登録

又は認定は、次に掲げるものとする。 

第九十一条の四 計量法関係手数料令別表第一

第十二号上欄及び第十三号上欄の経済産業省令

で定める登録又は認定は、次に掲げるものとす

る。 

 一・二 ［略］  一・二 ［略］ 

 三 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第

百四十六条第一項の登録 

 三 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一

号）第三十九条の十一第一項の登録 

 四～八 ［略］  四～八 ［略］ 

 （変更の届出）  （変更の届出） 

第九十二条 登録事業者は、次の各号に掲げる記載事

項を変更したときは、遅滞なく、様式第八十二による

届出書を機構に提出しなければならない。 

第九十二条 登録事業者は、次の各号に掲げる記

載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第八十

二による届出書を機構に提出しなければならな

い。 

 一～四 ［略］  一～四 ［略］ 



 五 校正測定能力を示す不確かさ（不確かさを大き

くしたとき（次号に掲げる場合を除く。）に限る。） 

 五 最高測定能力を示す不確かさ（不確かさを

大きくしたとき（次号に掲げる場合を除く。）に

限る。） 

 六 第九十一条第三号に掲げる証明書に記載された

校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能

力を示す不確かさ 

 六 第九十一条第三号に掲げる証明書に記載

された校正の不確かさが変更になったことによ

る最高測定能力を示す不確かさ 

 七 ［略］  七 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 
様式第八十一、様式第八十二、様式第八十三、様式第九十二を次のように改める（省略）。 
 
附 則 
 この省令は、公布の日から施行する。 
 
 
 
別紙 No.5 
経済産業省令 第十一号 
 計量法（平成四年法律第五十一号）の規定に基づき、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令を次のよ

うに定める。 
  平成三十年三月三十日     経済産業大臣 世耕 弘成   
特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令 
 特定計量器検定検査規則（平成五年通商産業省令第七十号）の一部を次のように改正する。 
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍

線を付した部分のように改める。 

 改正後         改正前     

（検定証印を付する部分） （検定証印を付する部分） 

第二十四条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印

又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の

使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体

に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。 

第二十四条 検定証印を打ち込み印、押し込み

印、すり付け印又は焼き印により付する場合に

あっては、特定計量器の本体の通常の使用状態

において見やすく消滅しにくい部分又は本体

に取り付けた通常の使用状態において見やす

く消滅しにくい金属片その他の物体に付さな

ければならない。 

 （有効期間満了の表示）  （有効期間満了の表示） 

第二十五条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印

又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第二項

の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち

込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接し

た箇所（金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあって

は、その裏面を含む。次条において同じ。）に、次の様式一か

ら様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合

において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は

右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記

方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げな

い。 

第二十五条 法第七十二条第二項の規定によ

る検定証印の有効期間の満了の年月の表示を

打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により

付する場合にあっては、検定証印に隣接した箇

所（金属片その他の物体に検定証印を付する場

合にあっては、その裏面を含む。次条において

同じ。）に、次の様式一から様式三までのいず

れかにより表示するものとする。この場合にお

いて、上又は左の数字は西暦年数を表すものと

し、下又は右の数字は月を表すものとする。 

様式一～三 ［略］ 様式一～三 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

２ 

［略］ 

第二

十六

条の

二 

検定

証印

をは

（は

り付

け印

によ

る検

定証

印の

様式一

～三 

［略］ 

令で定める非自動はかりであ

って、これらの方法により検

定を行った年月を表示するこ

とが、構造及び使用状況から

みて著しく困難なものとして

経済産業大臣が別に定めるも

のにあっては、経済産業大臣

第二十六条 検定証印を打

ち込み印、押し込み印、す

り付け印又は焼き印により

付する場合にあっては、法

第七十二条第三項の検定を

行った年月の表示は、打ち

込み印、押し込み印又はす

（検定を行った

年月の表示） 



り付

け印

によ

り付

する

場合

は、

経済

産業

大臣

が定

める

様式

によ

り付

する

もの

とす

る。 

表

示） 

が定める方法により）、検定

証印に隣接した箇所に、次の

様式一から様式三までのいず

れかにより表示するものとす

る。この場合において、上又

は左の数字は西暦年数を表す

ものとし、下又は右の数字は

月を表すものとする。ただし、

西暦年数に係る表記方法は、

経済産業大臣が別に定める方

法とすることを妨げない。 

り付け印により（分銅、お

もり及び令附則第五条第一

項の経済産業省 

２ 

［略］ 

第二

十六

条の

二 

はり

付け

印の

形状

によ

り検

定証

印を

表示

する

場合

は、

経済

産業

大臣

が定

める

様式

によ

り付

する

もの

とす

る。 

（は

り付

け印

によ

る検

定証

印の

表

示） 

様式一

～三 

［略］ 

が、構造及び使用状況からみ

て著しく困難なものとして経

済産業大臣が別に定めるもの

にあっては、経済産業大臣が

定める方法により）、検定証

印に隣接した箇所に、次の様

式一から様式三までのいずれ

かにより表示するものとす

る。この場合において、上又

は左の数字は西暦年数を表す

ものとし、下又は右の数字は

月を表すものとする。 

第二十六条 法第七十二条

第三項の検定を行った年月

の表示は、打ち込み印、押

し込み印又はすり付け印に

より（分銅、おもり及び令

附則第五条第一項の経済産

業省令で定める非自動はか

りであって、これらの方法

により検定を行った年月を

表示すること 

（検定を行った

年月の表示） 

（装置検査証印） （装置検査証印） 

第二十八条 ［略］ 第二十八条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 法第七十五条第三項の装置検査証印の有効期間の満了の

年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーター

にあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片そ

の他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかに

より表示するものとする。この場合において、上又は左の数字

は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものと

３ 法第七十五条第三項の装置検査証印の有

効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込

み印により、タクシーメーターにあっては前項

の規定により装置検査証印を付した金属片そ

の他の物体の裏面に、次の様式一から様式三ま

でのいずれかにより表示するものとする。この



する。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別

に定める方法とすることを妨げない。 

場合において、上又は左の数字は年を表すもの

とし、下又は右の数字は月を表すものとする。 

様式一 様式一 

   201711    611 

様式二 様式二 

   2017.11    6・11 

様式三 様式三 

   2017 11    6 11 

４ ［略］ ４ ［略］ 

 （型式承認表示等）  （型式承認表示等） 

第三十五条 型式承認表示及び法第八十四条第二項の型式承

認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次

の様式一又は様式二（法第八十四条第二項の場合にあっては、

様式三から様式六までのいずれか）により付するものとする。

この場合において、様式三から様式六までの右又は下の数字

は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、

西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法と

することを妨げない。 

第三十五条 型式承認表示及び法第八十四条

第二項の型式承認表示を付した年の表示は、本

体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様

式二（法第八十四条第二項の場合にあっては、

様式三から様式六までのいずれか）により付す

るものとする。この場合において、様式三から

様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示

を付した西暦年数を表すものとする。 

様式一～六 ［略］ 様式一～六 ［略］ 

 （定期検査済証印）  （定期検査済証印） 

第四十八条 法第二十四条第一項の定期検査済証印及び定期

検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり

付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとす

る。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行っ

た都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称

（以下この条において「名称」という。）を定期検査済証印に

隣接した箇所に表示するものとする。 

第四十八条 法第二十四条第一項の定期検査

済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打

ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、

次の各号に定めるところにより付するものと

する。この場合において、定期検査済証印には、

定期検査を行った都道府県若しくは特定市町

村又は指定定期検査機関の名称（以下この条に

おいて「名称」という。）を定期検査済証印に

隣接した箇所に表示するものとする。 

 一 定期検査済証印の形状は、次の様式一又は様式二のとお

りとする。この場合において様式一中の円内の数字及び様式二

中の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表す

ものとし、様式一中の円外の右下の数字及び様式二中の下の数

字は月を表すものとする。ただし、西 

 一 定期検査済証印の形状は、次の様式一又

は様式二のとおりとする。この場合において様

式一中の円内の数字及び様式二中の円内の上

の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表

すものとし、様式一中の円外の右下の数字及び

様式二中の下の数字は月を表すものとする。 

暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とす

ることを妨げない。  

 

様式一・二 ［略］ 様式一・二 ［略］ 

 二 ［略］  二 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （計量証明検査済証印等）  （計量証明検査済証印等） 

第五十六条 法第百十九条の計量証明検査済証印の形状は、次

のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の上の

数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様

式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。ただし、西

暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とす

ることを妨げない。 

第五十六条 法第百十九条の計量証明検査済

証印の形状は、次のとおりとする。この場合に

おいて、様式中円外の右下の上の数字は計量証

明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、

様式中円外の右下の下の数字は月を表すもの

とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 
附 則 
 （施行期日） 
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 
（装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置） 
第二条 この省令による改正前の特定計量器検定検査規則第二十八条第三項中様式一から様式三までのいずれ



かの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、

その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則の規定にかかわらず、なお

従前の例によることができる。 
 
 
別紙 No.6 
環境省令 第九号 
 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を

定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 
   平成三十年四月十日     環境大臣 中川 雅治  
 
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令 
 排水基準を定める省令の一部を改正する省令（平成二十四年環境省令第十五号）の一部を次のように改正する。 
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象

規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前

欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 
 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第二条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類に

つき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場（水

質汚濁防止法（以下「法」という。）第二条第六項に

規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並び

に附則別表備考において同じ。）から公共用水域に排

出される水（以下「排出水」という。）の汚染状態に

ついての法第三条第一項の排水基準については、この

省令の施行の日から九年間は、この省令による改正後

の排水基準を定める省令（以下「改正後の省令」とい

う。）第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下

欄に掲げるとおりとする。 

第二条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類に

つき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場（水

質汚濁防止法（以下「法」という。）第二条第六項に

規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並び

に附則別表備考において同じ。）から公共用水域に排

出される水（以下「排出水」という。）の汚染状態に

ついての法第三条第一項の排水基準については、この

省令の施行の日から六年間は、この省令による改正後

の排水基準を定める省令（以下「改正後の省令」とい

う。）第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下

欄に掲げるとおりとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附則別表  附則別表  

有害物質の種類 業種 許容限度 有害物質の種類 業種 許容限度 

一・四－ジオキサン 

（単位 一リットル

につきミリグラム） 

エチレンオキサ

イド製造業 

三  一・四－ジオキサン 

（単位 一リットル

につきミリグラム） 

エチレンオキ

サイド製造業 

六  

エチレングリコ

ール製造業 

 エチレングリ

コール製造業 

 

備考 備考 

 （略）  （略） 

 附 則 
 この省令は、平成三十年五月二十五日から施行する。 
 
 
 
別紙 No.7 
第 81 回作業環境測定士試験の実施 
 作業環境測定法施行規則（昭和 50 年労働省令第 20 号）第 18 条の規定に基づき、第 81 回作業環境測定士試

験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項を次のとおり公告する。 
 平成 30 年４月 13 日 
厚生労働大臣 加藤 勝信  
１ 試験の種類及び日時 
 ⑴ 第一種作業環境測定士試験 
   平成 30 年８月 22 日（水）午前 10 時から 



   平成 30 年８月 23 日（木）午前９時 30 分から 
 ⑵ 第二種作業環境測定士試験 
   平成 30 年８月 22 日（水）午前 10 時から 
２ 試験地 北海道、宮城県、千葉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県 
３ 受験資格 
 ⑴ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学（旧大学令（大正７年勅令第 388 号）による大学を含

む。以下同じ。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による専門学校を含む。以下同じ。）

において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後１年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する

もの 
 ⑵ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その

後３年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑶ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者

（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）により学士の学位を授与された者（理科

系統の正規の課程以外の課程を修めた者に限る。）又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。）

で、その後３年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑷ 学校教育法による高等学校（旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）による中等学校を含む。）又は中等

教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者（学校教育法施行規則（昭和 22 年文部

省令第 11 号）第 150 条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。）で、その後５

年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑸ 機構により学士の学位を授与された者（理科系統の正規の課程を修めた者に限る。）又はこれと同等以上

の学力を有すると認められる者で、その後１年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑹ 職業能力開発促進法施行規則（昭和 44 年労働省令第 24 号）第９条に定める応用課程の高度職業訓練のう

ち同令別表第７に定めるところにより行われるもの（当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科

系統の科目であるものに限る。）を修了した者で、その後１年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑺ 職業能力開発促進法施行規則第９条に定める専門課程又は同令第 36 条の２第２項に定める特定専門課程

の高度職業訓練のうち同令別表第６に定めるところにより行われるもの（職業能力開発促進法施行規則等の一部

を改正する省令（平成５年労働省令第１号。⑼において「平成５年改正省令」という。）による改正前の職業能

力開発促進法施行規則（以下「旧能開規則」という。）別表第３の２に定めるところにより行われる専門課程の

養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和60年労働省令第23号）

による改正前の職業訓練法施行規則（以下「昭和 60 年改正前の職業訓練法施行規則」という。）別表第１の専門

訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律（昭和 53 年法律第 40 号）による改正前の職業訓練法（以下「旧

職業訓練法」という。）第９条第１項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。）（当該訓練において履修すべき専

攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。）を修了した者で、その後１年以上労働

衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑻ 職業能力開発促進法施行規則第９条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第２に定めるとこ

ろにより行われるもの（旧能開規則別表第３に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和 60
年改正前の職業訓練法施行規則別表第１の普通訓練課程及び旧職業訓練法第９条第１項の高等訓練課程の養成

訓練を含む。）（当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに

限る。）を修了した者で、その後３年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑼ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和 53 年労働省令第 37 号。(11)において「昭和 53 年改正

省令」という。）附則第２条第１項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練（平成５年改正省令による改正前の

同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第９条第１項の専修訓練課程の養成訓練を含む。）（当該訓練にお

いて履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。）を修了した者で、その後４年以上

労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 ⑽ 職業能力開発促進法施行規則別表第 11 の３の３に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技

能検定（当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。）に

合格した者で、その後１年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 
 (11) 職業能力開発促進法施行規則第９条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規

則別表第６の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練（旧能開規則第９条に定める専門課程、昭和

60 年改正前の職業訓練法施行規則別表第１の専門訓練課程及び旧職業訓練法第９条第１項の特別高等訓練課程

の養成訓練のうち旧能開規則別表第３の２、昭和 60 年改正前の職業訓練法施行規則別表第３の２及び昭和 53 年

改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第３の２（職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和 51
年労働省令第７号）附則第２条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令

（昭和 50 年労働省令第 17 号）別表を含む。）の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。）を修了し、かつ、

職業能力開発促進法第 21 条第１項（同法第 26 条の２において準用する場合を含む。）に規定する技能照査（職

業訓練法の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 56 号）による改正前の職業訓練法第 12 条第１項に規定する



技能照査を含む。）に合格した者 
 (12) 職業能力開発促進法第 28 条第１項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第 11 の免許職種の欄

に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 
 (13) 職業能力開発促進法施行規則別表第 11 の３の３に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級

の技能検定に合格した者 
 (14) ８年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 
 (15) 計量法（平成４年法律第 51 号）第 122 条第１項の規定により計量法施行規則（平成５年通商産業省令

第 69 号）第 50 条第１号に規定する環境計量士（濃度関係）の登録を受けた者 
 (16) 診療放射線技師法（昭和 26 年法律第 226 号）第２条第２項に規定する診療放射線技師 
 (17) 技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第４条第１項に規定する第二次試験に合格した者又は同法第 32 条

第１項の規定により登録を受けた技術士（化学部門、金属部門若しくは応用理学部門に係る登録を受けた者又は

衛生工学部門に係る登録を受けた者で空気環境の測定の実務に３年以上従事した経験を有するものに限る。） 
 (18) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 22 条の２第１項

若しくは第50条の２第１項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第22条の３第１項の核

燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に３年以上従事した経験を有するもの又は同

法第 40 条第１項の規定により選任されている試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第 43 条の３の 26 第

１項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第 41 条第１項の原子炉主任技術者免状

を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に３年以上従事した経験を有するもの 
 (19) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号）第 34 条第１項の規

定により選任されている同法第 35 条第１項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項

の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に３年以上従事した経験を有する

もの 
 (20) 臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）第２条に規定する臨床検査技師又は臨床検査技

師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 39 号）附則第３条第１項に規定する

者 
 (21) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和 46 年法律第 107 号）第８条に規定する公害

防止管理者試験（騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。）又は

公害防止主任管理者試験に合格した者 
 (22) 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 72 条第１項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生

工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ５年以上又は３年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 
 (23) 労働安全衛生法第 81 条第２項に規定する労働衛生コンサルタント 
 (24) 労働安全衛生法第 93 条第１項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若

しくは労働衛生専門官であった者 
 (25) 労働基準監督官又は労働基準監督官であった者 
 (26) 作業環境測定法（昭和 50 年法律第 28 号）第５条に規定する作業環境測定士試験に合格した者（作業環

境測定法施行規則第５条第１項第２号又は第３号の規定による認定を受けた者及び第５条の２第１項に規定す

る者を含む。） 
 (27) その他(17)（技術士法第４条第１項に規定する第二次試験に合格した者に限る。）、(24)又は(25)に掲げる

者と同等以上の能力を有すると認められる者 
４ 受験申請書の提出期間 平成 30 年５月 25 日（金）から平成 30 年６月 22 日（金）まで 
 なお、郵便による受験申請書の提出は、平成 30 年６月 22 日（金）までの消印のあるものを有効とする。 
５ 合格者の発表 平成 30 年 10 月４日（木） 
６ 試験の実施に関する事務を行う者 この試験の実施に関する事務は、作業環境測定法第 20 条第１項の規定

により指定した公益財団法人安全衛生技術試験協会に行わせるものとする。 
７ 受験申請書の提出先 公益財団法人安全衛生技術試験協会（〒101－0065 東京都千代田区西神田３丁目８

番１号 千代田ファーストビル東館９階 電話 03－5275－1088） 
８ 受験申請書用紙の交付 次の場所において交付する。 
 ⑴ 公益財団法人安全衛生技術試験協会の本部及び各安全衛生技術センター 
 ⑵ 各都道府県労働基準（労務安全衛生）協会（連合会） 
 ⑶ 中央労働災害防止協会の各地区安全衛生サービスセンター 
 ⑷ 公益社団法人日本作業環境測定協会の本部 
第 50 回社会保険労務士試験の実施について 
 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号）第 10 条第１項及び第 10 条の２第１項の規定に基づき、第 50 回

社会保険労務士試験を次のように実施する。 
 平成 30 年４月 13 日     厚生労働大臣 加藤 勝信  



１ 試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県 
２ 試験日 平成 30 年８月 26 日（日） 
３ 試験科目 
 選択式試験 ８問 
  労働基準法及び労働安全衛生法 １問 
  労働者災害補償保険法 １問 
  雇用保険法 １問 
  健康保険法 １問 
  厚生年金保険法 １問 
  国民年金法 １問 
労務管理その他の労働に関する一般常識 １問 
  社会保険に関する一般常識 １問 
 択一式試験 70 問 
  労働基準法及び労働安全衛生法 10 問 
  労働者災害補償保険法 ７問 
  雇用保険法 ７問 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ６問 
  健康保険法 10 問 
  厚生年金保険法 10 問 
  国民年金法 10 問 
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10 問 
４ 法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法令等は、平成 30 年４月 13 日（金）現在施行のものとする。 
５ 受験資格 
 ⑴ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学

習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者 
 ⑵ 旧高等学校令（大正７年勅令第 389 号）による高等学校高等科、旧大学令（大正７年勅令第 388 号）によ

る大学予科又は旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による専門学校を卒業し、又は修了した者 
 ⑶ 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者 
 ⑷ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人、特定地方独立行政法人の

役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して３年以上になる者 
 ⑸ 行政書士となる資格を有する者 
 ⑹ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事

した期間が通算して３年以上になる者 
 ⑺ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して３年以上になる者又は会社その他

の法人（法人でない社団又は財団を含む。）（労働組合を除く。⑻において「法人等」という。）の役員として労

務を担当した期間が通算して３年以上になる者 
 ⑻ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務の

うち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務に従事した期間が通算して３年以上になる者 
 ⑼ 厚生労働大臣が前記⑴から⑻までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 
６ 受験手続 
 ⑴ 受験申込書、受験案内等（以下「受験申込書等」という。）の交付 
  ア 交付場所 全国社会保険労務士会連合会試験センター（〒103－8347 東京都中央区日本橋本石町３－

２－12 社会保険労務士会館５階 電話 03－6225－4880）（以下「試験センター」という。）及び各都道府県社

会保険労務士会 
  イ 交付期間及び交付時間 平成 30 年４月 13 日（金）から５月 31 日（木）まで（試験センターにおいて

は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時 30 分から午後５時 30 分まで。各都道府県社会保険労務士会にお

いては、営業日・時間が各会ごとに異なるため、あらかじめ営業時間等を確認の上来所すること。（全国社会保

険労務士会連合会ホームページ  
https://www.shakaihokenroumushi.jp/） 
 ただし、郵便で受験申込書等を請求する場合は、試験センターに請求することとし、封筒の表面に「受験案内 

請求」と朱書の上、返信用封筒（角形２号）を同封して１人１部ずつ請求すること。 
 なお、返信用封筒には、郵便番号・住所・氏名を明記し、140 円（速達の場合は 420 円）分の切手を貼ること。 
 ⑵ 受験申込み 受験希望者は、受験申込書に所要事項を記入し、次に掲げる書類等を添えて、受験申込先に

提出すること。 
  ア 受験資格を有することを明らかにすることができる書類 



  イ 写真 
  ウ 下記⑶の受験手数料の納付を証明する書類 
 なお、試験科目の一部について試験の免除を受けようとするときは、併せて社会保険労務士試験の試験科目の

免除申請書に所要事項を記入し、提出すること。 
 また、この申請書には、社会保険労務士法別表第２の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることがで

きる書面を添えなければならない（既に免除の決定を受けた試験科目のみの申請の場合を除く。）。 
 ⑶ 受験手数料 受験手数料は、試験センターが指定する方法により 9,000 円を払い込むことにより納付する

こと。 
 ⑷ 受験申込先 試験センター 
 ⑸ 申込受付期間及び申込受付時間 平成 30 年４月 16 日（月）から５月 31 日（木）まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く午前９時 30 分から午後５時 30 分まで。） 
 なお、郵送による申込みは簡易書留郵便により送付すること。この場合、平成 30 年５月 31 日（木）までの消

印のあるものに限り受け付ける。 
 ⑹ 受験地変更の取扱い 受験申込書提出後、住居の移転等やむを得ない理由により受験地を変更しようとす

る者は、平成 30 年６月 29 日（金）午後５時 30 分までに試験センターへ文書で申請すること。 
７ 受験票の送付 受験票は、受付期間経過後、試験センターから直接受験申込者に送付する。 
８ 合格者の発表 合格者の受験番号は、平成 30 年 11 月９日（金）の官報において公告するほか、合格者本人

に合格証書を送付する。 
９ その他 
 ⑴ 受験手続その他受験に関する問い合わせは試験センターに行うこと。 
 ⑵ 試験の詳細については、受験申込書と同時に交付する受験案内に記載する。 
 
 
 
別紙 No.8 
 
計量士国家試験合格者 
 計量法施行規則（平成５年通商産業省令第 69 号）第 69 条の規定に基づき、平成 30 年３月４日に実施した計

量士国家試験の合格者の受験番号を次のとおり告示する。 
  平成 30 年４月 18 日     経済産業大臣 世耕 弘成   
環境計量士（濃度関係）（計量法施行規則第 63 条第２項の規定による試験科目の免除を受けている者） 
試験地 札幌 
 100005 
試験地 仙台 
 110004 110005 
試験地 東京 
 120003 120007 120019 120020 120023 120024 120027 120028 120029 120030 120036 
 120051 120053 
試験地 名古屋 
 140008 140011 
試験地 大阪 
 150003 150005 150011 150012 150016 150019 150024 150029 150031 150032 
試験地 広島 
 170001 170008 
試験地 高松 
 180003 
試験地 福岡 
 190006 
環境計量士（濃度関係）（計量法施行規則第 63 条第２項の規定による試験科目の免除を受けていない者） 
試験地 札幌 
 200034 200043 200053 200072 200073 200076 200085 200095 200101 200116 200117 
 200121 200129 200131 200136 
試験地 仙台 
 210003 210004 210018 210019 210026 210044 210049 210059 210067 210068 210072 
 210074 210084 210104 210107 210114 210122 210124 210126 210130 210145 210153 
 210185 210206 210209 210222 210229 210249 210250 210273 210302 210345 210353 
 210357 



試験地 東京 
 220009 220010 220018 220050 220054 220060 220071 220072 220074 220077 220078 
 220090 220101 220118 220139 220153 220164 220178 220182 220189 220206 220211 
 220214 220238 220259 220297 220302 220321 220324 220333 220340 220351 220357 
 220411 220415 220417 220422 220430 220438 220448 220458 220459 220463 220475 
 220477 220493 220524 220534 220544 220551 220586 220591 220592 220593 220595 
 220614 220625 220641 220660 220663 220670 220681 220682 220701 220704 220710 
 220711 220713 220716 220717 220719 220720 220735 220736 220737 220742 220746 
 220755 220757 220776 220778 220790 220792 220808 220839 220845 220863 220883 
 220885 220887 220902 220907 220931 220935 220940 220942 220982 221003 221007 
 221014 221025 221026 221027 221049 221054 221055 221058 221059 221061 221067 
 221069 221072 221079 221146 221147 221149 221151 221160 221170 221172 221180 
 221194 221195 221240 221246 221269 221278 221298 221301 221319 221323 221338 
 221339 221341 221342 221364 221365 221375 221377 221381 221382 221393 221405 
 221447 221458 221460 221472 221478 221518 221527 221536 221551 221552 221564 
 221567 221585 221597 221607 221611 221618 
試験地 名古屋 
 240001 240007 240009 240011 240017 240033 240041 240045 240046 240047 240060 
 240063 240066 240085 240101 240106 240109 240119 240127 240136 240150 240151 
 240178 240232 240241 240261 240273 240274 240282 240293 240300 240312 240327 
 240331 240342 240358 240361 240366 240392 240394 240412 240415 240421 240425 
 240430 240439 240443 240451 240454 240457 240467 240471 240480 240486 240491 
 240496 240508 240530 240532 240534 240537 240539 240541 
試験地 大阪 
 250001 250007 250014 250017 250025 250032 250035 250039 250046 250049 250058 
 250068 250070 250084 250091 250095 250102 250119 250138 250174 250182 250188 
 250213 250247 250252 250254 250256 250259 250265 250271 250297 250301 250305 
 250309 250328 250332 250334 250342 250360 250370 250393 250465 250475 250489 
 250496 250503 250530 250568 250573 250575 250590 250591 250592 250620 250627 
 250644 250654 250656 
試験地 広島 
 270011 270014 270023 270045 270055 270064 270068 270069 270086 270101 270113 
 270144 
試験地 高松 
 280001 280009 280013 280032 280057 280058 280072 280082 280090 280095 280116 
 280118 280131 280137 280147 280148 280153 280159 280163 280165 280167 280168 
 280169 280175 280188 280193 280196 280208 280211 280220 280227 
試験地 福岡 
 290013 290060 290077 290084 290086 290092 290094 290100 290101 290102 290148 
 290153 290163 290180 290191 290209 290217 290220 290225 290228 290236 290240 
 290288 290308 290321 290323 290324 290327 290329 290333 290349 290378 290385 
 290400 290403 
試験地 那覇 
 295020 295027 295034 
環境計量士（騒音・振動関係）（計量法施行規則第 63 条第２項の規定による試験科目の免除を受けている者） 
試験地 札幌 
 300001 300002 300008 300013 300014 300015 300023 
試験地 仙台 
 310005 310011 310022 310023 310029 310032 310040 310043 
試験地 東京 
 320004 320011 320031 320035 320038 320039 320047 320049 320056 320061 320065 
 320066 320069 320076 320078 320079 320094 320100 320103 320119 320120 320122 
 320140 320141 320150 320154 320157 320159 320160 320174 320176 320177 320179 
 320183 320191 
試験地 名古屋 
 340002 340005 340010 340014 340019 340022 340039 340047 340051 340056 340057 
 340067 340070 340074 340076 340085 
試験地 大阪 
 350014 350028 350034 350040 350051 350063 350069 350071 350077 350080 350087 



 350092 
試験地 広島 
 370010 370016 370022 
試験地 高松 
 380006 380007 380008 380018 380024 380026 380029 
試験地 福岡 
 390005 390008 390011 390020 390021 390030 390035 390036 390042 
試験地 那覇 
 395004 
環境計量士（騒音・振動関係）（計量法施行規則第 63 条第２項の規定による試験科目の免除を受けていない者） 
試験地 札幌 
 400013 400027 
試験地 仙台 
 410016 
試験地 東京 
 420013 420028 420036 420040 420056 420058 420070 420116 420118 420133 420148 
 420163 420168 420183 420185 420204 420223 420226 420232 420268 420277 420279 
 420293 420296 420300 420313 420314 
試験地 名古屋 
 440038 440065 440073 440089 
試験地 大阪 
 450021 450025 450027 450036 450037 450044 450068 450083 450092 450093 450094 
 450104 450108 450122 
試験地 広島 
 470002 470011 470017 470021 
試験地 高松 
 480001 480006 480010 480011 480030 480034 
試験地 福岡 
 490010 490011 490015 490035 490042 
 


