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＜略  称＞ 

 以下に示す条例名及び名称については、基本的に略称を用いた。 

 

条例名及び名称 略   称 

「県民の生活環境の保全等に関する条例」

（平成15年愛知県条例第７号） 

「愛知県生活環境保全条例」 

「県民の生活環境の保全等に関する条例施

行規則」（平成15年愛知県規則第87号） 

「愛知県生活環境保全条例施行規則」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全

に関する条例」（平成15年名古屋市条例第15

号） 

「名古屋市環境保全条例」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全

に関する条例施行細則」（平成15年名古屋市

規則第117号） 

「名古屋市環境保全条例施行細則」 

名古屋市国際展示場 国際展示場 

名古屋臨海高速鉄道 あおなみ線 

大気汚染常時監視測定局 常監局 

一般環境大気測定局 一般局 

自動車排出ガス測定局 自排局 
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