
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

は じ め に 
 

平成 17 年 4 月 1 日、石巻地域の１市６町は合併により、石巻市として生まれ

かわり、平成 19 年 4 月には新市として最初の環境基本計画を策定し、目指すべ

き環境像「多様な自然との共生 心豊かな生活 未来へつなぐ美しいふるさと」

の実現に向けて取り組んでまいりました。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とその後に到

来した巨大津波によって、本市は甚大な被害を受け、現在も復旧、復興の途上で

あり、取り巻く環境が大きく変化したことから、現状に即した施策展開が必要と

なっております。 

一方、地球環境問題は国際的な対策が求められており、地球温暖化対策を話し

合う国連の会議ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議）が平成 27

年 12 月、フランス･パリにおいて開催され、平成 32 年（2020 年）からの実施

を目指す温暖化対策の新たな枠組みが採択されました。今後は、各自治体レベル

での取組の推進が不可欠となります。 

そのため、平成 19 年策定の環境基本計画は、平成 28 年に目標年次を迎えると

ころでしたが、１年前倒しで新たな環境基本計画を策定いたしました。 

本環境基本計画は、市の環境施策の長期的な目標や施策の大綱などを定めたも

ので、本市が行う環境施策の基本になるとともに、市民や事業者の皆様方の環境

保全に向けた取組の指針となるものです。 

今回、目指す環境像として「水と緑の大地 新たなふるさとに」を掲げ、その

実現に向けては、「多様な自然との共生」、「環境負荷の低減」、「循環型社会の構築」、

「低炭素社会の実現」、「環境市民の育成」の５つの基本目標を設定し、環境の保

全及び創造に取り組みます。 

本市といたしましては、引き続き、市民や事業者の皆様方と連携・協力しなが

ら、目指すべき環境像の実現に向けて取り組んでまいりますので、なお一層の御

理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

平成 28 年 3 月 

 

石巻市長 
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１.計画策定の背景と目的 

本市は、平成 19 年 4 月に石巻市環境基本計画を策定し、総合的かつ計画的に環

境保全に取り組んできましたが、その後、環境問題を取り巻く社会情勢は大きく変

化してきました。 

近年は、特に地球温暖化や資源の枯渇、物質循環や生態系の撹乱などにより影響

を受ける範囲が地球全体に広がるとともに、将来の世代に深刻な影響を与えかねな

い問題となっています。 

これらは、私たちの将来の生活基盤を根底から揺るがすほどの問題であるにもか

かわらず、その影響がすぐには目に見えにくく、かつ、様々な要因が複雑に絡んで

いることが特徴です。また、以前に比べて便利で物質的に豊かになった私たち現代

人のライフスタイルや、それを支える大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした

社会経済システムに起因しています。 

環境問題の被害者であり加害者でもある私たちは、今、一人一人が環境問題につ

いて正しい知識を持ち、正しく行動する「環境市民」として生活していくことが、

強く求められています。 

さらに私たちは、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、沿岸部

を中心とする市街地の崩壊、災害廃棄物の処理、放射性物質影響対策、生活・自然

環境への影響などの深刻かつ重要な課題に直面しています。このため、本市をはじ

め被災市町村では、震災からの復興を進めながら、より良好な環境を創造していく

ことが求められています。 

本計画は、本市の恵み豊かな環境の保全と創造に向けて、前計画期間中に生じた

本市を取り巻く環境の変化や目標の達成状況などを踏まえて、平成 2８年度からの

新たな目標と施策などを示すとともに、市民・事業者・市の各主体の自主的行動と

協働により総合的・計画的に推進するものです。 
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２.計画の位置づけ 

（１）「石巻市環境基本条例」に基づく計画 

本計画は、「石巻市環境基本条例」第８条に基づき定められる、「環境の保全及

び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する」ために策定する計画です。 

 

（２）「石巻市総合計画基本計画」及び「石巻市震災復興基本計画」を環境

面で担う計画 

本計画は、本市のまちづくりに関する総合的な計画である「石巻市総合計画基

本計画」（平成１９～２８年度）や東日本大震災からの復旧・復興を成し遂げるた

めの基本的な取組を定めた「石巻市震災復興基本計画」（平成 23～32 年度）を

踏まえ、環境面から両計画を実現するための計画です。 

また、本計画は環境面では最上位の計画であり、環境に関わる他の個別計画や

個別施策・事業は、その策定・実施にあたっては、環境の保全及び創造の観点か

ら本計画との整合を図ることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間・目標年次 

本計画の計画期間は、平成 28 年度からの 10 年間とし、目標年次は平成 37

年度とします。その中で、具体的な施策や取組については、社会情勢や計画の進

捗状況などを踏まえて、必要に応じて見直します。 

 

（４）計画の対象地域 

本計画は、石巻市全域を対象とします。ただし、水質汚染や大気汚染、地球温

暖化問題など環境問題については、周辺地域のみならず地球全体にまで影響を及

ぼす性質のものであることも考慮します。 

石巻市環境基本計画  

各種個別計画  

石巻市総合計画基本計画  
石巻市震災復興基本計画  石巻市環境基本条例  

環境に関する個別施策・事業  

本市の総合的

な計画  

実施  

根拠  

準拠・ 
整合  
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（５）計画で対象とする環境の範囲 

本計画で対象とする環境の範囲は、地球環境、自然環境、生活環境、環境教育

など、幅広く環境を捉えることとします。 

 

（６）計画推進の主体と役割 

現代社会では、私たち一人一人の生活・経済活動が環境負荷を増大させる原因

となっています。良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、石巻市環境基本

条例で定めるように、「すべての者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的に」

環境の保全及び創造に取り組むことが重要です。 

そのため、本計画の主体は、市民、事業者、市を対象とします。石巻市環境基

本条例では、各主体の責務が次の表のように定められています。 

本計画では、各主体が実施すべき取組をより具体的に示します。 

 

■各主体の責務（石巻市環境基本条例による） 

市民 

○市民は、石巻市環境基本条例の基本理念にのっとり、その日常生活に伴う
資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減す
るよう努める責務を有する。  

○市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努める
とともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務
を有する。  

事業者  

○事業者は、石巻市環境基本条例の基本理念にのっとり、その事業活動を行
うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は環境の保全に資
するため、必要な措置を講ずる責務を有する。  

○事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う資源及びエネルギー
の消費、廃棄物の排出等による環境への負荷の低減その他環境の保全及び
創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に
関する施策に協力する責務を有する。  

市  ○市は、石巻市環境基本条例の基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に
関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 
 

環境の保全及び創造の基本理念（石巻市環境基本条例） 
 

（１）環境の保全及び創造は、資源の循環を基本とした活動により、環境への負荷の少な
い持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行われなければならな
い。  

（２）環境の保全及び創造は、自然の生態系の均衡を尊重し、人と自然が健全に共生して
いくことを目的として行われなければならない。  

（３）環境の保全及び創造は、すべての者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的にこ
れに取り組むことによって、行われなければならない。  

（４）環境の保全及び創造は、国際的及び広域的立場に立って、すべての事業活動及び日
常生活において積極的に推進されなければならない。 

 

 



第１章 計画の基本的考え方 
 

6 
 

３.計画の目標 

（１）環境像 

本計画では、環境基本条例や総合計画を踏まえ、目指す環境像を次のように定

めます。 

 

水と緑の大地 新たなふるさとに 
 

「水」は市内を流れる北上川や太平洋など生活に欠かせない水資源、「緑」は北

上山地や牡鹿半島などの豊かな自然環境や生活に恵みをもたらす田園、「大地」は

市民がしっかりと地に足をつけて生活している場、という次世代に守り伝えてい

くべき石巻市の空間的な豊かさを表現しています。 

「新たなふるさとに」には、震災で被災した石巻市民は、元の場所に残る人も

新たな場所に移転する人も、これから 10 年後に向かって自分たちが生活してい

くまちを新たに創っていく、という強い気持ちを込めています。 

 

（２）基本目標 

目指す環境像の実現に向けて、以下の基本目標を設定します。 

 

基本目標１：多様な自然との共生 

基本目標２：環境負荷の低減 

基本目標３：循環型社会の構築 

基本目標４：低炭素社会の実現 

基本目標５：環境市民の育成 

 

４.計画の構成 

（１）計画体系 

本計画の体系は、「環境像」、「基本目標」、「施策の分野・環境目標」、「リーディ

ング・プロジェクト」の４項目で構成しています。それぞれの項目の内容につい

ては、環境状況の変化や計画の進捗に合わせ、前計画から見直しを行いました。 

なお、「リーディング・プロジェクト」は本計画を先導する象徴的な取組として

位置付けています。 
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（２）計画を進行管理するための指標の設定 

本計画は、市、市民、事業者の各主体がそれぞれに取り組むとともに、連携・

協働して取り組むものです。 

各主体の取組の進捗状況を明確にして共通の目標に向けて取組の効果を評価で

きるように、3 タイプの指標（取組指標、環境指標、総合指標）を設定します。 

 

■取組指標 

各主体に期待される個々の取組が着実に実行されているかどうか、取組の実績

を客観的に測る指標です。取組の進捗状況を測るとともに、環境指標の変化の要

因を検討する手がかりとなります。 

■環境指標 

取組を実行した結果、実際に環境が良くなっているかどうか、「環境像」に近づ

いているかどうか、目標の達成状況を測る指標です。環境指標は、個々の取組の

効果を検証するとともに、取組を見直す基準にもなります。 

■総合指標 

環境の状態や取組を代表的に示す指標や、市民が環境保全に関する取組や環境

の状態などをどのように捉えているかを示す市民満足度など、各基本目標の達成

度をわかりやすく示す指標です。総合指標は、計画の進行状況や環境の状態を総

合的に評価するために重要な指標となります。 

 

※なお、施策の分野によっては、全てのタイプの指標を設定しない場合もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各主体の取組  
 

取組指標  

環境の状態や取組を代表する指標  

総合指標  

環境の状態の変化  
 

環境指標  
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基本目標 

水

と

緑

の

大

地 

新

た

な

ふ

る

さ

と

に 

基本目標  

１ 
基本目標  

２ 

基本目標  

３ 

基本目標  

５ 

多様な自然との共生 

環境負荷の低減 

環境市民の育成 

環境像 

循環型社会の構築 

基本目標  

４ 低炭素社会の実現 

※基本目標５（基本目標１から４までの共通基盤となる）  
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２-① 大気環境『きれいな空気と静けさを確保します』 

２-② 水環境『安全で清らかな水を確保します』 

２-③ その他の環境負荷『安全で快適な生活環境を確保します』 

１-① 自然環境『豊かな自然環境を保全します』 
１-② 都市環境『身近に緑とふれあえる環境を創出します』 

１-③ 地域景観『地域らしさを活かした景観づくりを進めます』 

 
３-① 廃棄物『ごみの減量化と適正処理に取り組みます』 

３-② リサイクル『資源のリサイクルを進めます』 

４-① 地球温暖化『地球規模の視点を持ち、地域から地球環境を守

ります』 
４-② エネルギー『省エネルギーの実践と再生可能エネルギーの導

入に取り組みます』 

施策の分野・環境目標 
 

リーディング・ 
プロジェクト 

 
５-① 環境教育『環境教育を推進し、環境市民を育成します』 
５-② 環境保全活動『協働による環境保全活動を展開します』 

 
③ごみ減量化

推進事業  

①生物多様性

地域戦略策

定事業  

 
②航空機騒音

対策事業  

⑤環境教育モ  
デル形成事  
業  

④再生可能エ

ネルギー導

入推進事業  
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１.多様な自然との共生 

本市は海、山、川など豊かな自然に囲まれ、そこには多種多様な生物が生息・生育

しており、これらは市民が共有する地域の財産として、後世に引き継いでいく必要が

あります。 

そのため、自然の厳しさに対応しつつ自然の恵みを持続的に活用し、また自然生態

系や良好な景観を維持するとともに、市民が快適な暮らしを営むことができる「多様

な自然との共生」を目指します。 

 

（１）自然環境 

 

1) 現況と課題 

本市には、地形の多様性を反映し、湊のケヤキ・シロダモ林、金華山の植物群

落、北上川の河辺植生などの貴重な植物群落が存在しており、特に、名振沖の八

景島は、太平洋沿岸北部におけるタブノキなどの暖地性植物群落として国の天然

記念物の指定を受けています。 

環境省及び宮城県のレッドデータブックに掲げられている絶滅危惧種も多く生

息しており、翁倉山のイヌワシの繁殖地は国の天然記念物に、また、大指沖の双

子島はウミネコ等の繁殖地として県の天然記念物に指定されているほか、金華山

はニホンジカの生息地として全国的にも有名です。 

その他、かつての南三陸金華山国定公園を編入した三陸復興国立公園や県立自

然公園旭山、硯上山万石浦県立自然公園、翁倉山県自然環境保全地域などが指定

されています。 

このように、本市は豊かな自然に恵まれている一方で、自然環境を保全する上

で多くの問題を抱えています。 

平野では市街地の拡大等により農地や屋敷林などが縮小し、カエル類など環境

の変化に弱い生物が少なくなっています。また、海岸部などで松くい虫によるマ

ツへの被害が続いているほか、市内各所ではニホンジカの数が増加しており、生

息域の拡大は、地域環境に深刻な影響を及ぼしていることから、捕獲圧の強化等

の計画的な管理が望まれます。また、捕獲後の適正な処理とともに、狩猟副産物

の有効利用についても、検討が必要となっております。近年では、市内でツキノ

ワグマの出没も確認されています。加えて、東日本大震災後の復旧・復興事業に

おいては、周辺の自然環境への配慮が求められています。 

また、外来生物の侵入などによる在来の生態系へのかく乱が懸念されています。

国でも生物多様性国家戦略の策定や特定外来生物法の施行により生態系の保全を

推進しており、本市でも外来生物に対する規制などの対策が求められています。 
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失われた自然を回復することは大変難しく、また時間がかかります。これらの

問題を踏まえ、自然環境の保全を進めていく必要があります。 

 

■市内で生息等が確認されたことのある動植物の種数 

項 目 生息・生育種数 重要な種（※） 

哺乳類 ３７種 ４種 

鳥 類 ３０２種 ６６種 

爬虫類 １１種 なし 

両生類 １５種 ６種 

昆虫類 ２，３６４種 １１９種 

魚 類 ３７３種 ９種 

植 物 １，６８９種 １７４種 

※）重要な種：文化財保護法の特別天然記念物・天然記念物及
び国のレッドデータリスト、宮城県レッドリストに記載さ
れている種 

資料：石巻市 

 

2) 環境目標と指標 

自然環境に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『豊かな自然環境を保全します』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

「多くの自然や生物に恵まれ

ている」といった自然環境の

満足度 

47.3％ 

(平成 26 年度) 
60.0％ 

 

■環境指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

森林面積 
29,494ha 

(平成 26 年度) 
現状維持 

農用地面積 
9,320ha 

(平成 26 年度) 
現状維持 

市内で生息等が確認されたこ

とのある動植物のうち国や県

の重要な種数 

378 種 

(平成 26 年度) 
現状維持 
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■取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

松くい虫対策事業による伐倒

駆除量 

2,423 ㎥ 
(平成 26 年度) 

3,120 ㎥ 

ニホンジカ捕獲数 

1,396 頭/年 

(平成 26 年度) 

（石巻市及び女川町

の区域内での捕獲数） 

1,700 頭/年 

（石巻市及び女川町

の区域内での捕獲数） 

森林環境保全整備（間伐）事

業面積 

8ha 

(平成 26 年度) 
32ha 

みやぎの豊かな森林づくり支

援事業面積 

7ha 

(平成 26 年度) 
8ha 

 

3) 市が実施する施策 

○自然環境の確認調査を実施します。  

○野生生物の生息・生育環境の保護に努めます。  

○自然環境の保全に関する普及・啓発を推進します。  

○森林の状況に応じた適切な管理を推進します。  

○ニホンジカ生息域の拡大を抑えるため、捕獲圧強化に取り組みます。  

○捕獲後の適正な処理に向け、ジビエやペットフードとしての利用についても、検

討します。  

○外来生物による環境への影響等について普及・啓発を推進します。  

○生物多様性地域戦略を策定します。  

○自然に親しむ機会（自然観察会など）の充実を図ります。  

○森林や農地などの保全と利用のバランスに配慮し、自然とのふれあいの機会を創

出します。  

○三陸復興国立公園や関連する長距離自然歩道、里山・里海フィールドミュージア

ム等の整備、利用に協力します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・自然をごみで汚したり、踏み荒らしたりすることのないようにします。  

・希少な動植物を持ち帰ることのないようにします。  
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・生態系を守るため、ペットを捨てたり、外来種を放したりすることのないように

します。  

・野生動物に餌を与えたり、生ごみ等をあさられたりすることのないようにします。 

 

(2) 事業者の取組 

・事業活動による地域の生態系や希少生物への影響を抑えるよう努めます。  

・水源かん養や土地保全などの公益的機能の保全のため、植林地や農地の維持管理

に努めます。  
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（２）都市環境 

 

1) 現況と課題 

身近にふれあえる自然は、市民生活に潤いと安らぎをもたらします。そのため、

保全と活用のバランスを取りながら整備していくことが重要です。 

本市では、牧山市民の森などの整備を行ってきており、これらは都市の中で自

然とふれあえる場として重要な役割を担っています。また、市民の憩いの場とし

て市街地に公園や緑地などが設置されています。都市公園の整備状況は平成 26

年度末現在で 83 か所、総面積 130.59 ヘクタール、これを市民１人当たりに換

算すると約 8.7 平方メートルとなっています（公園本来の目的以外で使用してい

る面積を除けば、総面積は 128.02 ヘクタールであり、市民１人当たりでは約

8.6 平方メートルとなります。）。 

なお、市民１人当たり公園面積の全国値は約 10.2 平方メートル、宮城県は約

22.8 平方メートルであり、これらと比較すると本市の値は低くなっています。 

宅地開発や道路整備などの都市化が進んでくると、田畑が少なくなったり、ま

た、私たちが台所や風呂から流す生活雑排水や農薬などが原因で、川や堀が汚れ、

生き物が少なくなったりして、身近に自然とふれあえる場が減少してきています。 

今後も、都市周辺の里山など多様な生物が生息・生育する自然環境を保全する

とともに、都市における公園・緑地や親水空間の整備を進め緑と水のネットワー

クを形成し、自然とふれあう機会を創出していくことが必要です。 

東日本大震災後の復興事業についても、緑化に配慮をしながら進める必要があ

ります。現在、旧北上川などにおいて緑や水辺に親しめる環境の計画的な整備を

進めています。また、避難場所でもある公園などについては、憩いの空間として

の充実と利便性を維持するために整備を進めています。 

 

■都市公園一覧 

種別数 公園数 面積（㎡） 

街区公園 58 125,327 

近隣公園 6 98,573 

地区公園 3 100,809 

運動公園 3 327,276 

風致公園・墓地 3 627,545 

都市緑地 10 26,335 

合 計 83 1,305,865 

資料：石巻市「石巻市の都市計画（平成２６年度）」 



第２章 環境像の実現に向けた取組 

18 
 

 

2) 環境目標と指標 

都市環境に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『身近に緑とふれあえる環境を創出します』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

「公園などの緑が豊かだ」と

いった都市環境の満足度 

31.8％ 

(平成 26 年度) 
50.0％ 

 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

１人当たり都市公園面積 
8.7 ㎡/人 

(平成 26 年度) 
16.0 ㎡/人 

 

 

3) 市が実施する施策 

○都市公園や親水空間の整備を推進します。  

○復旧・復興事業における緑の創出に努めます。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・緑を育み、緑を楽しむ暮らしに努めます。  

・敷地や建物の緑化に努めます。  

 

(2) 事業者の取組 

・工場・事業所の緑化に努めます。  
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（３）地域景観 

 

1) 現況と課題 

本市には、環境省の「残したい日本の音風景１００選」に選ばれた「北上川河

口のヨシ原」や草原景観が尾根沿いに連なる籠峰山、上品山から見下ろす石巻平

野の田園とその中を蛇行する北上川の景観など、自然と人の営みとが相まって形

成されてきた景観が多く残っています。 

また、土木学会が選奨する土木遺産に野蒜築港関連事業である石井閘門や北上

川改修工事の一環である福地水門などが選ばれるなど、自然と調和しながら進め

てきた地域開発の歴史の証人ともいえる施設群が地域の風景として親しまれてい

ます。 

このように自然や歴史に根差した景観があるとともに、田代島、網地島、牡鹿

半島を一望できる日和山公園、旧北上川の景観と調和した石ノ森萬画館、海岸景

観と一体となったサン・ファン・バウティスタ号など、市民や来訪者に親しまれ

ている景観も存在しています。 

東日本大震災において、本市沿岸部は津波により大きな被害を受け、震災以前

の漁業集落の景観の多くが消失しました。復興に向け高台移転などを進めている

現在、周辺の自然景観に配慮して新たな景観を整備していく必要があります。 

自然と調和した良好な景観は、市民にとってはふるさとの誇りであるとともに

心のよりどころであり、来訪者にとっては地域の魅力となることから、次世代へ

の責任としてその保全・創出に努めていく必要があります。 

 

■日和山公園 

 

 

■北上川のヨシ原 
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2) 環境目標と指標 

地域景観に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『地域らしさを活かした景観づくりを進めます』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

「農地の緑が豊かだ」といっ

た田園景観の満足度 

55.4％ 

(平成 26 年度) 
70.0％ 

「街並みが美しい」といった

都市景観の満足度 

12.9％ 

(平成 26 年度) 
30.0％ 

 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

観光客入込数 
217 万人 

(平成 26 年度) 
300 万人 

 

 

3) 市が実施する施策 

○自然や文化、歴史など地域特性を活かした景観の形成を推進し、魅力あるまちづ

くりを推進します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・地域の景観に目を向け、自然や歴史について、積極的に学び、体験します。  

・歴史的な街並みや建物の保存に協力します。  

・文化財などを傷つけたり、壊したりすることのないようにします。  

(2) 事業者の取組 

・周辺の自然環境や景観などに配慮した建築に努めます。  

・歴史的な街並みや建物の保存に協力します。  

・広告物や屋外設備機器の設置、建物等の改装や新築に際しては、周辺の景観との

調和、自然景観や歴史的環境の保全に努めます。  
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２.環境負荷の低減 

市民一人一人が健康な生活を送るためには、大気や水を安全な状態に保つこと、ま

た、身近な生活環境における不快な騒音や振動、悪臭、汚染物質の影響などに悩まさ

れることのないようにしていくことが不可欠です。 

そのため、日常生活を取り巻く環境について、市民が安心して暮らすことのできる

良好な状態の維持に向け「環境負荷の低減」を目指します。 

 

（１）大気環境 

 

1) 現況と課題 

大気を汚す原因には、自動車の排気ガスや工場・事業場のボイラー、建設工事

に伴う粉じん、廃棄物の不適正焼却によるばい煙やダイオキシン類などがありま

す。また、近年では微小粒子状物質（PM2.5）についても注意が必要となってい

ます。本市では、平成 26 年度は二酸化硫黄や浮遊粒子状物質、二酸化窒素につ

いて環境基準を達成しており、経年的にも低い値で推移しています。また、アス

ベスト及びダイオキシン類についても基準を満たす結果となっており、本市の大

気は良好な状況を保っています。 

大気汚染を防止するために、大気環境の監視を行うとともに、自動車や工場・

事業場などの発生源への指導に取り組んでいく必要があります。 

本市の騒音としては、工場・事業場や建設工事によるもの、自動車等の走行に

よるものなどがあります。これらの騒音は住民の生活環境に多大な影響を及ぼす

ものとなっており、近隣騒音が原因のトラブルも発生しています。 

また、本市は航空自衛隊松島基地の離着陸経路の下に位置していることから、

自衛隊機の騒音の影響を受けています。 

なお、航空自衛隊松島基地は、東日本大震災による津波の被害を受けており、

平成 28 年度以降に本格的な基地機能が再開される予定となっています。 

このほか、本市では、各種工場、家庭の浄化槽等を発生源とする悪臭の苦情も

寄せられています。 

今後も、市としては、航空機騒音の測定・分析を充実させるなど、騒音・振動

や悪臭への対策に取り組んでいく必要があります。 
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■大気環境の苦情発生件数の推移 

公害種別 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

騒音 42 9 13 29 25 

振動 2 1 1 4 7 

悪臭 29 10 7 32 40 

大気汚染 4 2 4 8 16 

合 計 77 22 25 73 88 

※１件の苦情で騒音・振動両方に係る場合は各々計上しています。 

資料：石巻市 

 

2) 環境目標と指標 

大気環境に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『きれいな空気と静けさを確保します』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

「空気がきれいだ」といった

大気環境の満足度 

55.3％ 

(平成 26 年度) 
70.0％ 

大気環境に係る苦情発生件数 
88 件 

(平成 26 年度) 
0 件 

 

■環境指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

二酸化硫黄（SO2）の環境基

準達成率 

100.0％ 

(平成 26 年度) 
現状維持 

浮遊粒子状物質（SPM）の環

境基準達成率 

100.0％ 

 (平成 26 年度) 
現状維持 

二酸化窒素（NO2）の環境基

準達成率 

100.0％ 

 (平成 26 年度) 
現状維持 

航空機騒音の環境基準達成率 
100.0％ 

 (平成 26 年度) 
現状維持 

自動車騒音の環境基準達成率 

（測定箇所平均達成率） 

86.2％ 

 (平成 26 年度) 
95.0％ 
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■取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

航 空 機 騒 音 監 視 体 制 の 整 備

（固定局数） 

0 局 

(平成 26 年度) 
3 局 

ＥＶ（電気自動車）の導入台

数 

0 台 

(平成 26 年度) 
4 台 

 

3) 市が実施する施策 

○大気汚染や悪臭、騒音・振動に関して、関連法令や公害防止協定などに基づき、

監視・指導を行います。  

○大気や騒音・振動のモニタリング等を行うとともに、情報を公表します。  

○大気汚染防止及び大気環境保全に関する普及・啓発を推進します。  

○低公害車の普及・啓発を行うとともに、公用車への積極的な導入を推進します。 

○航空機騒音について、市は騒音の測定・分析を行い対策を推進するとともに、市

民に対しては航空機騒音の実態を周知していきます。  

○道路の騒音の多い区間に対する対策を進めます。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・家庭から悪臭や騒音・振動を出さないようにします。  

・自動車やオートバイから騒音を出さないようにします。  

・航空機騒音対策に関する活動に取り組みます。  

・自動車を購入する際は、低公害車を選びます。  

・自動車に乗るときは、エコドライブを心がけます。  

・公共交通の利用促進に協力します。  

 

(2) 事業者の取組 

・大気汚染防止対策の充実に努めます。  

・近所の迷惑となる悪臭や粉じん、騒音・振動の発生防止対策の徹底に努めます。 

・社用車両などの騒音・振動の防止を徹底します。  

・低公害車などの環境負荷の少ない車の導入に努めます。  

・自動車に乗るときは、エコドライブを心がけます。  
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（２）水環境 

 

1) 現況と課題 

水は、生命の源であるとともに、私たちの生活に欠かすことのできない資源で

す。地球上に存在する水のうち河川や湖沼などの淡水は、約 0.01％と大変貴重

なものです。本市は、北上川、旧北上川、北北上運河、太平洋などの豊富な水に

恵まれていますが、私たち一人一人が水を汚れから守るとともに、節水に心がけ

雨水利用など水の有効活用をしていかなければなりません。 

平成 26 年度の本市の水質は、「人の健康の保護に関する環境基準」では、河川・

海域ともに全ての調査地点で基準を満たしています。一方、「生活環境の保全に関

する環境基準」では、河川については、時期により全ての地点において大腸菌群

数の超過が確認され、真野川ではＢＯＤ（河川の有機汚濁を測る指標）が 75％

値で基準を超過しました。また、海域については、21 か所中、11 か所でＣＯＤ

（海域や湖沼の有機汚濁を測る指標）の基準超過が確認されました。 

今後も川や海の汚濁を防止するために、水環境の監視を行うとともに、水質汚

濁事故や流入するごみ、生活系・産業系排水への対策、水質浄化に取り組んでい

く必要があります。 

 

■河川におけるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）75％値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

北北上運河 
中浦橋 3.1 ㎎/L 

真野川 
新明治橋 3.2 ㎎

●市による測定個所 
◆国による測定個所 
 

旧北上川 鹿又 
1.0㎎/L（国交省） 

旧北上川 

類型指定Ｂ 

鹿又 1.1 ㎎/L 

（環境基準 3.0 ㎎/L） 

※資料提供：国土交通省 

旧北上川 
類型指定Ｂ 

開北橋 2.1 ㎎/L 

（環境基準 3.0㎎/L） 

真野川 
類型指定Ｂ 

新明治橋 5.0 ㎎/L 

（環境基準3.0㎎/L） 

北北上運河 
類型指定なし 
中浦橋 4.1 ㎎/L 

（環境基準なし） 

（平成 26 年度暫定値） 
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工業港
(MK-A3) 
類型指定Ｃ 
5.7 mg/L 

雲雀野海岸沖 
(H-2) 

類型指定Ｂ 
5.8 mg/L 

 

万石浦 M-6 
(湾中央) 
類型指定Ａ 
2.6 mg/L 

長浜沖
(N-4) 

類型指定Ａ 
3.1 mg/L 

雲雀野海岸沖 
(H-1) 

類型指定Ｃ 
6.6 mg/L 

北上川河口沖 
類型指定Ｂ 
4.9 mg/L 

万石橋 
類型指定Ａ 
2.8 mg/L 

石巻漁港内 
類型指定Ｃ 
3.4 mg/L 

長浜沖
(N-2) 

類型指定Ｂ 
3.0 mg/L 

工業港入口 
類型指定Ｃ 
4.4 mg/L 

工業港沖 
(K-1) 

類型指定Ｃ 
3.7 mg/L 

雲雀野海岸沖 
(H-3) 

類型指定Ａ 
3.2mg/L 

工業港沖 
(K-3) 

類型指定Ａ 
3.2 mg/L 

■海域におけるＣＯＤ（化学的酸素要求量）75％値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境基準を超過している  ○環境基準を満たしている 

※環境基準  Ａ類型 2.0 mg/L Ｂ類型 3.0 mg/L Ｃ類型 8.0 mg/L 

資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

網地白浜 
類型指定Ａ 
2.1 mg/L 
※石巻市測定 

荻浜地先 
類型指定Ａ 
2.5 mg/L 

鮎川漁港内 
類型指定Ｂ 
2.1 mg/L 

御番所崎沖 
類型指定Ａ 
2.0mg/L 

鮫ノ浦 
類型指定Ａ 
1.8 mg/L 

追波湾 
類型指定Ａ 
3.0 mg/L 

雄勝地先 
類型指定Ａ 
1.9 mg/L 

長面湾 
類型指定Ａ 
3.1 mg/L 
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2) 環境目標と指標 

水環境に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『安全で清らかな水を確保します』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

「河川の水がきれいだ」とい

った水環境の満足度 

21.7％ 

(平成 26 年度) 
40.0％ 

「海の水がきれいだ」といっ

た水環境の満足度 

21.7％ 

(平成 26 年度) 
40.0％ 

 

■環境指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

河川におけるＢＯＤの環境基

準達成率（達成箇所数） 

7 箇所中 6 箇所 

(平成 26 年度) 
7 箇所中 6 箇所 

海域におけるＣＯＤの環境基

準達成率（達成箇所数） 

21 箇所中 10 箇所 

(平成 26 年度) 
21 箇所中 11 箇所 

 

■取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

下水道処理区域内の水洗化率 
73.８％ 

(平成 26 年度) 
80.0％ 

雨水利用タンク普及促進事業

補助金交付件数 

50 件/年 

(平成 26 年度) 
100 件/年 

 

3) 市が実施する施策 

○水質のモニタリングを行うとともに、情報を公表します。  

○水質汚濁防止や節水に関する普及・啓発を推進します。  

○下水道などの汚水処理施設の整備及び適正管理、合併処理浄化槽の設置促進を行

います。  

○広報により水質汚濁事故の未然防止対策を推進します。  

○雨水排水ポンプ場及び雨水排水路の整備を推進します。  

○森林の水源かん養機能の維持に努めます。  
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○地盤沈下の監視を行うとともに、市街地の地下水かん養など水資源の循環を推進

します。  

○雨水タンク利用の普及促進に努めます。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・川や海にごみを捨てないようにします。  

・水質汚濁の原因となりやすい液体やごみを排水に流さないようにします。  

・公共下水道などが整備されている地区では、早期に下水道に接続します。  

・公共下水道などが整備されていない地区では、合併処理浄化槽を設置し適正な維

持管理に努めます。  

・日常生活において水の節約や有効利用に努めます。  

(2) 事業者の取組 

・排水処理施設の整備・管理に努めます。  

・川や海にごみや汚れが流出しないようにします。  

・水質汚濁事故を防ぐため、化学物質や油類などの流出防止を徹底します。  

・減肥料・減農薬や養殖場の環境対策など、環境保全型農林漁業の実践に努めます。 

・事業活動において水の節約や有効利用に努めます。  
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（３）その他の環境負荷 

 

1) 現況と課題 

現代社会では多種多様な化学物質が利用されています。これらは、使用・廃棄

等の仕方によっては土壌・地下水汚染などの問題を引き起こし、人体への影響も

懸念されます。暮らしの中で接しやすいものとしては農薬や溶剤などがあり、ま

た規制物質として PCB やトリクロロエチレン、ダイオキシン、六価クロムなど

がよく知られています。 

県では、水質の状況把握のため地下水の調査を行っており、これまでに市内で

環境基準の超過は確認されていません。 

今後も、法律に基づく指導、啓発、汚染状況の調査など、有害化学物質による

被害を防ぐための対策に取り組んでいく必要があります。 

また、東京電力福島第一原子力発電所事故により大量の放射性物質が広く拡散

し、牡鹿地区・金華山の山間部の一部において要件（国の汚染状況重点調査地域

指定要件は毎時 0.23 マイクロシーベルト以上）を超過する数値が観測されまし

た。そのため、平成 23 年 12 月に環境大臣より「汚染状況重点調査地域の指定」

を受けましたが、平成 25 年 6 月には解除されています。本市では、震災直後の

平成 23 年 6 月末から石巻駅前広場及び各小中学校、その後、保育所（私立含む。）、

各施設、牡鹿地区等を加え、空間放射線量率の測定を定期的に行っています。平

成 25 年 2 月以降は全ての地域において指定要件を超える数値は観測されていま

せん。 

その他、日照障害、電波障害、光害などの都市化の進展に伴う環境問題もある

ことから、それらへの対策や、市民の化学物質使用に関する啓発などにも取り組

んでいく必要があります。 
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■市内の主な測定場所の空間放射線量率 

（測定値は平成 26 年度測定値の平均値 単位：マイクロシーベルト/時） 

 

 

資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

 

2) 環境目標と指標 

その他の環境負荷に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『安全で快適な生活環境を確保します』 

 

 

 

牡鹿総合支所 
 平均値 0.10 
 最大値 0.10 
 最小値 0.07 

   

雄勝総合支所（仮設） 
 平均値 0.06 
 最大値 0.07 
 最小値 0.04 

   

市役所北出入り口前 
 平均値 0.05 
 最大値 0.07 
 最小値 0.05 

   

河南総合支所 
 平均値 0.06 
 最大値 0.07 
 最小値 0.05 

   

桃生総合支所 
 平均値 0.07 
 最大値 0.08 
 最小値 0.05 

   

北上総合支所（仮設）
 平均値 0.06 
 最大値 0.07 
 最小値 0.04 

   

河北総合支所 
 平均値 0.06 
 最大値 0.08 
 最小値 0.05 
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(2) 指標 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

アスベストに係る規制基準達

成率 

100.0％ 

(平成 26 年度) 
現状維持 

ダイオキシン類（大気）に係

る環境基準達成率 

100.0％ 

(平成 26 年度) 
現状維持 

ダイオキシン類（水質）に係

る環境基準達成率 

100.0％ 

(平成 26 年度) 
現状維持 

 

 

3) 市が実施する施策 

○土壌汚染や有害化学物質・放射性物質等による環境汚染に関して、関連法令など

に基づき、情報の収集に努めます。  

○宮城県と連携しながら原子力安全協定に基づき、監視情報の収集及び公開に努め

ます。  

○日照障害、電波障害、光害などの環境問題の情報収集と対応策の検討を進めます。 

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・消毒薬や殺虫剤、除草剤等は正しく使い、必要以上に使わないようにします。  

(2) 事業者の取組 

・有害化学物質の適正管理を徹底します。  

・化学物質の適正利用を徹底し、必要以上に使わないようにします。  

・日照障害、電波障害、光害などを未然に防止するよう努めます。  
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３.循環型社会の構築 

大量生産・大量消費・大量廃棄という現代の社会経済システムは、天然資源の枯渇

やエネルギーの大量消費等の多くの問題を引き起こしています。私たちは廃棄物が貴

重な資源であることを認識し、それらが適正に循環する社会構造へと変換させていく

ことが必要です。 

そのため、環境負荷の低減が図られるとともに、地域経済の活性化にもつながる「循

環型社会の構築」を目指します。 

 

（１）廃棄物 

 

1) 現況と課題 

ごみは、排出源により日常生活から排出される「家庭（生活）ごみ」と、事業

活動に伴って排出される「事業（営業）ごみ」とに大きく分けられます。 

本市では、多様化、増大するごみに対し、可能な限り資源化するために 18 種

類の分別収集を実施し、平成 17 年度は粗大ゴミの有料化、平成 18 年度は雑紙

類の分別収集、平成 19 年度は事業者への雑紙類分別指導を行ってきました。さ

らに、平成 20 年度には石巻広域クリーンセンターにおいて事業系ごみの紙類（資

源物）搬入制限を開始して、より踏み込んだ減量化及び資源化に取り組んできま

した。 

東日本大震災後、「事業（営業）ごみ」の減少などから、平成 23 年度は合併後

最も少ない水準まで減少しましたが、復旧・復興が進んできた影響により、ごみ

排出量は年々増え、平成 26 年度は 57,802 トンとなり、震災前の平成 22 年度

の 57,031 トンより微増になりました。 

１人１日当たりのごみ排出量も、震災前まで着実に減量を図ってまいりました

が、平成 22 年度の 967 グラムから平成 26 年度には 1,061 グラムと平成 19

年度水準まで増加してきています。このため、市民一人一人が商品の購入から使

用及び廃棄の段階で、ごみの減量や再利用に努めることが求められています。 

今後も、ごみの適正処理や環境美化、公衆衛生活動、不法投棄の防止に取り組

んでいく必要があります。 
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■ごみ排出量の推移（集団資源回収含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市 

 

 

2) 環境目標と指標 

廃棄物に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『ごみの減量化と適正処理に取り組みます』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

一般廃棄物の埋立処分量 
6,688ｔ 

(平成 26 年度) 
5,251ｔ 

 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

１日１人当たりの生活系ごみ

排出量 

785ｇ 

(平成 26 年度) 
688ｇ 

※目標値は、「事業系ごみ排出量」を含めない値とした。（事業系ごみ排出量を含めた 
１日１人当たりの排出総量 現況値：1,061ｇ、平成 37 年度目標値：930ｇ） 
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3) 市が実施する施策 

○分別の徹底の啓発などにより、家庭ごみ・事業ごみの排出量の削減を進めます。 

○ごみの減量化に向けて、有料化について検討を行います。  

○一般廃棄物最終処分場の適正管理を進めます。  

○不法投棄の未然防止、早期発見、早期解決への取組を推進します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・日常生活においてごみの減量化に努めます。  

・ごみ出しのルールを守ります。  

・不法投棄などの防止のため、所有する土地・建物の管理や地域の美化に努めます。  

・ごみの野外焼却はやめます。  

(2) 事業者の取組 

・事業活動においてごみの減量化に取り組みます。  

・事業ごみの適正な処理に努めます。  

・不法投棄などの防止のため、所有する土地・建物の管理や周辺の美化に努めます。  

・事業ごみの管理の徹底に努めます。  
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（２）リサイクル 

 

1) 現況と課題 

ごみを適正に処理しても、さらなる資源の循環的利用と最終処分量の減量化を

進めるためには、①ごみの発生を抑制する（Reduce：リデュース）、②ものをで

きるだけ再利用する（Reuse：リユース）、③ごみを再資源化する（Recycle：リ

サイクル）、の３Ｒを推進する必要があります。 

本市では、再資源化の取組として、雑紙類や不燃ごみ中の金属類・ガラス類等

の分別回収を行っているほか、自主的な集団資源回収、焼却施設での再資源化に

よりごみのリサイクルを推進していますが、リサイクル率は 14％前後で横ばい

に推移しています。 

今後も、リデュースの推進によるごみ排出量の削減を促進するとともに、リユ

ース、リサイクルの推進による資源の消費抑制と有効利用を図っていく必要があ

ります。 

 

■リサイクル率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

 

2) 環境目標と指標 

リサイクルに関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『資源のリサイクルを進めます』 
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(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

リサイクル率 
13.9％ 

(平成 26 年度) 
15.7％ 

 

■環境指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

収集・直接搬入による資源化

量 

5,586ｔ 

(平成 26 年度) 
5,567ｔ 

集団回収による資源化量 
839ｔ 

(平成 26 年度) 
1,100ｔ 

 

■取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

再生資源集団回収報奨金交付

団体数 

117 団体/年 

(平成 26 年度) 
130 団体/年 

資源回収実施団体による実施

回数 

459 回/年 

(平成 26 年度) 
520 回/年 

 

3) 市が実施する施策 

○廃棄物の処理にあたっては資源化を優先し、リサイクル率の向上に努めます。  

○３Ｒに関する普及・啓発を推進します。  

○粗大ごみ処理施設と焼却施設を集約したリサイクルセンターの設置を検討します。 

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・３Ｒを実践するエコライフを身につけます。  

・集団資源回収に参加、協力します。  

(2) 事業者の取組 

・３Ｒを実践するエコオフィスを定着させます。  

・少量に分けて売るなど、ごみが発生しないような商品の販売に取り組みます。  

・再生原材料の活用に取り組みます。  
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４.低炭素社会の実現 

私たちは生活や事業活動で毎日多くのエネルギーを利用しており、そこから発生す

る二酸化炭素などが要因となって、地球温暖化などの環境問題を引き起こしています。 

低炭素とは、地球温暖化の要因とされる二酸化炭素の排出が低く抑えられた状態の

ことであり、この低炭素を実現する取組が生活や事業活動などの様々な場面で実行さ

れ、二酸化炭素の排出を少なくした社会を「低炭素社会」といいます。 

私たちは、エネルギーの利用と環境問題との関連性について正しく認識し、地球環

境に対する配慮と対策に努めることにより、「低炭素社会の実現」を目指します。 

 

（１）地球温暖化 

 

1) 現況と課題 

地球を囲む大気中にある温室効果ガスは、宇宙に逃げる熱エネルギーの一部を

大気に閉じ込める働きをして、地球の温度を人間や生き物たちが暮らすのに適し

た温度にしています。地球温暖化とは、この温室効果ガスが急激に増え、地球全

体の温度が上昇している現象のことです。 

温暖化の原因となる温室効果ガスの中でも特に問題となっているのが二酸化炭

素で、石油や石炭などの化石燃料の燃焼によって発生します。 

本市の二酸化炭素排出量は、平成 17 年度には 1,587 千 t-CO2 であり、東日

本大震災前の平成 22 年度には 1,487 千 t-CO2 まで減少し、平成 23 年度には

震災の影響で 1,222 千 t-CO2と大きく減少しましたが、平成 24 年度には 1,378

千 t-CO2 と増加に転じています。 

このため、電気使用量や車のガソリン使用量、ごみの焼却量などを減らすこと

によって、二酸化炭素の発生量を減らす必要があります。 

本市では、クールビズ・ウォームビズの普及、太陽光発電等普及促進事業の補

助金制度など、地球温暖化防止に向けた様々な取組を行っています。また、非常

時に灯りの消えないまちの実現に向けて取り組むとともに、市民のエコ活動によ

る市の低炭素化の推進、エネルギー情報を活用した防災活動など、安心で便利な

くらしに役立つ施策と結びつく社会インフラを整備する「石巻スマートコミュニ

ティ」を推進しています。 

今後も、地球温暖化に関する啓発を推進することにより、市民や事業者が地球

環境問題について理解して低炭素社会に向けた行動を実践し、また市の率先行動

を継続していく必要があります。 
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■全市の二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 環境目標と指標 

地球温暖化に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『地球規模の視点を持ち、地域から地球環境を守ります』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

市域の二酸化炭素排出量 
1,378 千 t-CO2 

(平成 24 年度) 
1,289 千 t-CO2 

※目標値は、「日本の約束草案」（平成 27 年 7 月に地球温暖化対策推進本部で決定）の
削減率に準拠し、平成 17 年比－18.8％とした。 

 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

地球温暖化防止に関する普及

啓発事業の実施回数 

１回 

(平成 26 年度) 
5 回 

 

 

3) 市が実施する施策 

○地球温暖化防止に関する普及・啓発を推進します。  

○市の環境保全に向けた新たな行動計画の策定を検討します。  

○石巻スマートコミュニティを推進します。  
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○二酸化炭素の吸収源である森林の整備・保全を推進します。  

○公共交通の利用促進や自家用車の使用の抑制を図ります。  

○職員のクールビズ・ウォームビズを実施します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・自動車を購入する際は、低公害車を選びます。  

・自動車に乗るときはエコドライブを心がけます。  

・近所への外出は、できる限り徒歩や自転車で行きます。  

・できるだけ自動車ではなく公共交通機関を利用します。  

・敷地や建物の緑化に努めます。  

(2) 事業者の取組 

・環境に負荷の少ない資材の活用など地球環境に配慮した事業活動に努めます。  

・事業活動における二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努めます。  

・二酸化炭素の吸収源としての森林の保全と創出に努めます。  

・低公害車などの環境負荷の少ない車の導入に努めます。  

・工場・事業所の緑化に努めます。  
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（２）エネルギー 

 

1) 現況と課題 

我が国において、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約 9 割がエネルギー

起源の二酸化炭素であることから、地球温暖化対策を進めるためには、省エネル

ギーの推進が不可欠です。 

特に、民生部門（家庭部門、事務所や店舗などの業務部門）では、家電製品の

多様化や生活の利便性・快適性を追求するライフスタイルへの変化、世帯数の増

加、事務所の OA 化など社会構造の変化からエネルギー消費量が伸びており、今

後は市民や事業者による省エネルギー推進を、一層取り組むことが重要です。 

また、エネルギー対策において省エネルギーと双輪をなす太陽光、風力、バイ

オマスなどの再生可能エネルギーについては、地球温暖化対策のみならず、化石

燃料の枯渇などのエネルギー問題や、地域分散型エネルギーシステムの構築によ

る防災力の強化という観点からも、その重要性が高まっています。 

本市は、太平洋に面し日照時間が長いなど太陽光発電に適した地域特性がある

ことから、太陽光発電システムの普及促進に努めてきました。その結果、市内に

おける太陽光発電システムの設置件数及び設備容量は、促進事業初年度の平成

21 年度末においては 143 件、601kW であったのに対し、平成 26 年度末には

2,290 件、10,230kW と、設置件数においては約 16.0 倍、設備容量において

は約 17.0 倍と普及が進んでいます。同様に市においても公共施設において、太

陽光システム等を積極的に導入しております。 

今後、太陽光発電と並んで持続性の高い地域資源である風力発電や木質バイオ

マスによる発電などの再生可能エネルギーについても、導入を推進していく必要

があります。 
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■市の太陽光発電等普及促進事業により 

導入された太陽光発電システムの設備容量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

2) 環境目標と指標 

エネルギーに関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『省エネルギーの実践と再生可能エネルギーの導入に取り組みます』 

(2) 指標 

■総合指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

１人当たり電力使用量 
7.2 千 kWh/人 

(平成 26 年度) 
6.9 千 kWh/人 

 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

太陽光発電システム補助件数 
2,290 件（累計） 

(～平成 26 年度) 
5,000 件（累計） 

蓄電池補助件数 
67 件（累計） 

(～平成 26 年度) 
400 件（累計） 

HEMS（家庭用エネルギー管

理システム）補助件数 

107 件（累計） 

(～平成 26 年度) 
700 件（累計） 
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3) 市が実施する施策 

○省エネルギーの実践に関する普及・啓発を推進します。  

○市道などへの LED 街路灯の設置を推進します。  

○再生可能エネルギーの導入促進に関する普及・啓発を推進します。  

○公共施設における再生可能エネルギーの導入を推進します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・日常生活において電気やガス・灯油などの節約に努めます。  

・家電の買い換え時には、省エネルギー型を選びます。  

・住宅の断熱化、省エネルギー化に取り組みます。  

・高効率給湯器や太陽光発電など、二酸化炭素排出を減らすエネルギー機器の導入

に努めます。  

・自動車を購入する際は、低公害車を選びます。  

・自動車に乗るときは、エコドライブを心がけます。  

(2) 事業者の取組 

・省エネルギー型の設備機器への切り替えに取り組みます。  

・冷暖房機器や建物の省エネルギー対策（高効率化、遮熱・断熱など）に取り組み

ます。  

・低公害車などの環境負荷の少ない車の導入に努めます。  

・自動車に乗るときは、エコドライブを心がけます。  
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５.環境市民の育成 

良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、環境問題の本質を理解し、日常生活

において積極的に環境に配慮した行動ができる人材の育成が重要です。 

そのため、地域の一人一人が積極的に自然とふれあい、学ぶことができる機会の創

出と環境に配慮した行動を実践することができる「環境市民の育成」を目指します。 

 

（１）環境教育 

 

1) 現況と課題 

今日の環境問題を解決するためには、私たち一人一人が環境への関心と理解を

深め、具体的に行動する必要があります。 

本市では、市民が楽しみながら環境保全活動・環境学習を行うことができる事

業として、環境について関心のある市民に専門知識や技術の習得に役立つ講義を

受講してもらい、修了後は学校、町内会、職場、市民グループなどにおいて環境

保全活動のリーダーとして活躍してもらうことを目的とした「環境保全リーダー

育成講座」を実施してきました。また、子どもたちが環境保全活動・環境学習を

自主的に体験できる場である「こどもエコクラブ」への支援を行っています。 

今後も、市民・事業者と協力して環境学習を推進するとともに、学校教育や市

民向け講習会など環境教育を展開する場所・機会を充実させることで、より多く

の人が環境教育に参加できるようにする必要があります。 

 

 

■環境保全リーダー育成講座の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

       資料：石巻市「石巻の環境 平成２７年版」 

 

 

第３回講座“自然観察” 第９回講座“エコクッキング” 
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2) 環境目標と指標 

環境教育に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『環境教育を推進し、環境市民を育成します』 

(2) 指標 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

（仮称）環境市民育成講座受

講者数 

10 人/年 

(平成 26 年度) 
30 人/年 

こどもエコクラブの加入グル

ープ数 

8 団体 

(平成 26 年度) 
40 団体 

 

3) 市が実施する施策 

○教育モデルの形成等により学校教育における環境教育を推進します。  

○地域に根ざした環境保全活動を実践する環境保全リーダーを育成します。  

○こどもエコクラブへの加入を促進し活動を支援します。  

○環境フェアなど環境学習の場や機会の提供を推進します。  

○ＮＰＯなどと連携して地域における環境教育を推進します。  

○環境情報センター等の様々なメディアを活用した情報の提供を推進します。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・環境問題や地域の環境に興味を持ち、環境について学習し体験します。  

・積極的に環境教育の活動に参加、協力します。  

(2) 事業者の取組 

・職場における環境教育・環境学習に努めます。  

・環境対策などの自社の環境に対する取組状況について、情報を発信します。  

・市やＮＰＯなどが行う環境学習会などへの協力に努めます。  
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（２）環境保全活動 

 

1) 現況と課題 

多岐にわたる環境問題に対応し、良好な環境を未来の世代へ引き継いでいくた

めには、市民、事業者、市など全ての主体が、日頃から環境に配慮した暮らしや

事業活動を行うことにより、環境負荷を継続的に低減させていくことが必要です。 

本市においては、市民による様々な環境保全活動が積極的に行われています。

主なものとしては、石巻市環境美化推進協議会が主体となって実施する環境美化

運動や、「ポイ捨て禁止キャンペーン」、地域の様々な団体が実施する地域の清掃

活動（平成 26 年度は延べ 892 団体が実施し、参加人数は延べ 4 万 4 千人以上）

などがあります。 

一方で、ごみをポイ捨てしたり、ペットのふんの後始末をしなかったりする市

民も見受けられることから、市民の公共マナーの向上が求められています。 

事業者においては、ISO14001 やみちのく環境管理規格（みちのくＥＭＳ）

などの環境マネジメントシステムを取得する企業が増えていますが、今後は地域

と連携した環境保全への取り組みが求められます。 

市民・事業者による環境保全活動を活発にしていくためには、活動機会の提供

や自主的な取組への支援を行うとともに、主体となる団体等を育成していく必要

があります。 

 

■環境美化運動 

 

 

 

 

 

 

 

    “雄勝小学校の花いっぱい運動” 

 

2) 環境目標と指標 

環境保全活動に関する環境目標と環境指標を次のように設定します。 

(1) 環境目標 

『協働による環境保全活動を展開します』 
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(2) 指標 

■環境・取組指標 

項 目 現況値 目標値(平成 37 年度) 

花いっぱい運動参加団体数 
111 団体 

(平成 26 年度) 
150 団体 

 

3) 市が実施する施策 

○市民、事業者などによる環境保全活動を推進します。  

○環境保全活動への参加意識の啓発を強化します。  

○事業者環境マネジメントシステム構築推進事業を推進します。  

○グリーン購入の普及・啓発を進めます。  

○環境保全活動が未経験の市民、事業者への活動内容の紹介など情報の提供を推進

します。  

○「エコ・パートナー会議」などを通じて市民・事業者・市の交流の場を提供しま

す。  

 

4) 市民・事業者に求められる取組 

(1) 市民の取組 

・ポイ捨てしない、ペットの飼育や散歩などでのマナーを順守するなど、街の美化

に努めます。  

・日常的な環境配慮行動について、できることから始めて、できるだけ多くを身に

つけます。  

・地域の清掃美化や緑化など、環境保全活動に参加、協力します。  

・空き地や空き家の所有者は、その土地や建物を放置せず適切に管理します。  

(2) 事業者の取組 

・環境管理体制を整備し、環境に配慮した事業活動を推進します。  

・職場における環境保全活動を推進します。  

・緑化や自然再生などの自然環境保全対策に参加、協力します。  

・環境保全への寄附、社外の環境保全活動などに参加、協力します。  

・冬期湛水水田・有機農法などの環境保全型農業を推進します。  
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本計画では、本市が目指す環境像『水と緑の大地 新たなふるさとに』の実現に

向けて、計画期間中に取り組むべき最重要課題として「リーディング・プロジェク

ト」を掲げています。 

リーディング・プロジェクトの選定に当たっては、以下の３点を基準としていま

す。 

・本市の環境課題の中でも重点的かつ緊急に解決すべき取組であること。 

・市民・事業者の環境教育・環境保全活動に関する取組であること。 

・地球環境問題の解決に資する取組であること。 

以上の基準を踏まえ、次の５つのプロジェクトを重点的に推進していきます。 

 

１．生物多様性地域戦略策定事業 

２．航空機騒音対策事業 

３．ごみ減量化推進事業 

４．再生可能エネルギー導入推進事業 

５．環境教育モデル形成事業 
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１.生物多様性地域戦略策定事業 

（１）実施目標年度 

平成 30 年度から 

 

（２）事業の内容 

本市には、海、山、川などの多様な自然環境があります。そこに生息・生育す

る様々な種類の動植物が、自然を介して他の生物との間に様々な関わりを持って

いる状態を生物多様性といい、これが維持されていることで、私たちは自然から

様々な恵みを受けています。 

しかし、私たちはこれまで大規模開発や生物資源の乱獲などによって自然環境

を破壊し、その結果、生態系の損失や種の絶滅、外来種の侵略など様々な問題が

明らかになっています。また、東日本大震災では地震による地盤沈下や津波によ

り、沿岸部の市街地や集落、自然環境が一変しました。 

こうした自然環境の喪失を踏まえ、持続可能な人と自然との関係を整理し、自

然の恵みを将来世代に引き継ぐことを目的として、「生物多様性地域戦略」を策定

します。 

 

■ミズアオイ 
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２.航空機騒音対策事業 

（１）実施目標年度 

平成 28 年度から 

 

（２）事業の内容 

本市は航空自衛隊松島基地が位置する東松島市に隣接し、航空機の離着陸経路

の下に位置していることから、騒音の影響を受けています。 

航空機の騒音は本市の環境において大きな問題であり、平成 28 年度には基地

機能の全面再開が見込まれる中、市は、新たに騒音測定機器を設置し、測定体制

の強化を行うとともに、測定データに基づく国への要望を行っていきます。また、

影響の少ない地域の住民に対しても問題提起や周知を行い、全市的な環境問題と

して喚起を促進します。 

 

■航空機騒音測定局（上釜地区） 
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３.ごみ減量化推進事業 

（１）実施目標年度 

平成 28 年度から 

 

（２）事業の内容 

ごみの減量対策は、市民・事業者・行政が連携し推進していかなければならな

い問題であります。 

現在、一般廃棄物最終処分場の残余容量が、平成 34 年頃には逼迫すると見込

まれるなど、本市のごみに関する状況は厳しいものがあります。そのため、実践

につながりやすい情報提供や出前講座等の環境学習メニューを充実させるととも

に、自治会等と連携しながら分別指導を行い、地域に根ざした、ごみ減量化・リ

サイクル活動を推進する等の減量対策に取り組みます。 

また、不燃物中間処理施設の建設など、ごみの減量化に係る各種課題の実現性

を具体的に検討するとともに、分別によるリサイクルの充実や有料化など新たな

対策を検討します。 

 

■出前講座（ごみ減量について） 
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４.再生可能エネルギー導入推進事業 

（１）実施目標年度 

平成 28 年度から 

 

（２）事業の内容 

本市では、太平洋に面し日照時間も長いことから太陽光発電に適した地域特性

を活かし、太陽光発電システムの普及促進に努めてきました。 

今後は、石巻市震災復興基本計画の重点プロジェクトの一つである、再生可能

エネルギーを活用した「低炭素なエコタウン」と、災害時に「灯りと情報が途切

れない安全・安心まちづくり」の実現を目指す、石巻スマートコミュニティ推進

事業を進めていきます。 

また、本市でも一定規模の賦存量が見込まれる風力エネルギーやバイオマスエ

ネルギーなどの再生可能エネルギーについても、導入の可能性について検討を進

めます。 

 

■太陽光発電システム（石巻消防署西分署） 
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５.環境教育モデル形成事業 

（１）実施目標年度 

平成 28 年度から 

 

（２）事業の内容 

こどもへの環境保全教育はますます重要さを増してきており、地域の実情にあ

った環境教育の推進に関する方針の策定などが求められています。また、これま

で実施してきた「自然環境確認調査」の結果など地域の環境情報を踏まえた、具

体的な環境教育の教材やプログラムの開発も必要となります。 

このため、教育委員会や環境関係団体と連携し、小学校・中学校において必要

な環境教育のあり方及び内容について検討し、今後の本市における環境教育のモ

デルを形成します。 

 

■水生生物調査（皿貝川） 
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１.計画の推進体制 

（１）庁内の推進体制 

市は事業者としての立場もあることから、自ら行う事業に対する事前の環境配

慮対策や所有・管理する施設における環境保全対策などを推進していきます。 

また、各部課の連携のもと、全庁的な合意形成と本計画の効果的な推進を行う

ため、生活環境部次長を議長とし関係各課の課長で構成する「環境保全会議」を

設置しており、市が実施する環境に関する施策・事業のマネジメントを行います。 

 

（２）審議機関 

市は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的な事項について調査・審

議するため、学識経験者・関係行政機関の職員・一般公募に応じた市民などによ

り構成される「石巻市環境審議会」を設置しています。 

環境審議会は、環境基本計画の実施に当たって、専門的見地から目標の達成状

況や施策の進捗状況の点検・評価を行います。 

 

（３）市民・事業者との連携 

本計画を着実に推進し、効果を上げていくためには、市民・事業者・市の各主

体が共通の認識のもとで、それぞれの役割を果たしながら、連携・協力していく

ことが不可欠です。 

このため、本市では市民・事業者・ＮＰＯなどで構成される「エコ・パートナ

ー会議」を開催し、市の施策への協力や本計画への意見・提言を得ることとしま

す。 

 

（４）広域的な連携 

本市の環境は近隣の市町とつながっており、また地球規模の環境問題など市域

を越えた問題もあるため、広域的な連携を進めていく必要があります。 

こうしたことから、計画を効果的に推進していくために、国・宮城県・近隣市

町などの関係機関と連携を図り、適切に対応していきます。 
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■環境基本計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全会議  

市長（庁議）  

関係各課  

石巻市環境審議会  

市民・事業者  

（エコ・パートナー会議） 

諮問  

答申  

指示  報告  

指示  報告  

国
・
宮
城
県
・
近
隣
市
町 

広域的  
連携  

施策  

協力  

意見聴取  意見・提言  

庁内  
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２.計画の進行管理 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画を実効性のあるものとしていくためには、計画に位置づけた施策を着実

に実施し、その進捗状況や成果（目標の達成状況）を点検・評価し、更にそれを

次の実施へとフィードバックさせていく仕組みづくりが重要です。 

本計画では、［Plan（計画）］→［Do（実施・実行）］→［Check（点検・評価）］

→［Action（見直し）］のサイクルを確立し、継続的に計画の進行を管理します。 

 

■ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）点検・評価結果の公表 

環境審議会は、市長の諮問を受け、本計画に掲げた施策やリーディング・プロ

ジェクトの実施状況、指標の達成状況などに関する点検・評価を毎年実施し、市

長に答申します。 

なお、総合指標に位置づけた市民の満足度など一部の指標については、数年に

一度の間隔で点検・評価を行うこととします。 

市は、その結果を本市の環境白書である「石巻の環境」や市のホームページに

おいて公表します。 

 

（３）計画の見直し 

本計画については、石巻市環境審議会による毎年の点検・評価の結果や市民・

事業者からの意見などを踏まえ、目標年次の中間年である平成 32 年度を目途に

中間見直しを行うこととします。 

Ｐ（Plan：計画） 
実績や将来予測など基に

した計画の作成 
 市  

Ｄ（Do：実施・実行） 
計画に位置づけた施策や

取組の実施 
 市民・事業者・市  

Ｃ（Check：点検･評価） 
施策の進捗状況が計画に

沿っているかの確認 
市・環境審議会 

エコ・パートナー会議 

Ａ（Action：見直し） 
計画どおり進捗しない原

因を調査して修正 
 市  



第４章 計画の推進 

60 
 

なお、計画に位置づけられた環境目標やそれを実現するための個別の施策など

については、東日本大震災からの復旧･復興の進展や社会情勢の変化に応じて、柔

軟かつ適切に対応することとします。 
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１.関係条例・要綱 

（１）石巻市環境基本条例 

 

○石巻市環境基本条例 

平成 17 年４月１日 

条例第 166 号 

私たちは、豊かな自然の恵みの下で、その生命をはぐくんできた。 

しかし、社会経済活動の進展により、私たちの生活の利便性が高まる一方で、資

源及びエネルギーが大量に消費され、自然の生態系の微妙な均衡の下に成り立つ環

境に影響が及ぶことになり、ひいては、すべての生物のよりどころである地球の環

境が脅かされるに至っている。 

私たちは、自らの活動が環境に与える影響の重大さを認識し、人間と自然が健全

に共生できる持続的な発展が可能な社会を構築するため、あらゆる活動において環

境に配慮しなければならない。 

私たちは、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、その

環境を保全し、美しいふるさとを将来の世代に継承する責任と義務を担っている。 

このような認識の下に、緑深き山と青き海原を結ぶ母なる川北上川に象徴される

ふるさと石巻の恵み豊かな環境の保全及び創造に向けて、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、恵み豊かな環境の保全及び創造（以下「環境の保全及び創造」

という。）について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らか

にするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、こ

れを将来の世代に継承することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(２) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ず

る相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底

質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の採取

のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環

境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物

及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、資源の循環を基本とした活動により、環境への負

荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行われなけれ

ばならない。 

２ 環境の保全及び創造は、自然の生態系の均衡を尊重し、人と自然が健全に共生

していくことを目的として行われなければならない。 
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３ 環境の保全及び創造は、すべての者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的

にこれに取り組むことによって、行われなければならない。 

４ 環境の保全及び創造は、国際的及び広域的立場に立って、すべての事業活動及

び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環

境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これ

に伴って生ずる公害を防止し、又は環境の保全に資するため、必要な措置を講ず

る責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴

う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷の低減その他

環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及

び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの

消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するよう努める責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造

に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策

に協力する責務を有する。 

（環境への配慮） 

第７条 市は、市が行う施策の基本に環境への配慮を置き、環境に影響を及ぼすと

認められる施策の策定及び実施に当たっては、その影響が低減されるよう配慮し

なければならない。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、石巻市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱 

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映す

ることができるよう必要な措置を講ずるとともに、石巻市環境審議会条例（平成

17 年石巻市条例第 167 号）に規定する石巻市環境審議会の意見を聴かなければな

らない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければなら

ない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（年次報告書） 

第９条 市長は、毎年、環境の状況、市が講じた環境の保全及び創造に関する施策
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の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

（水と緑の保全及び創造） 

第 10 条 市は、多様な生物の生存を確保し、水と親しむ地域の形成を図るため、海、

河川等の水環境の保全に関し必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、健全な大気環境を確保し、緑豊かな地域の形成を図るため、森林等の保

全及び緑化の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。 

（事業実施時における環境への配慮） 

第 11 条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物

の新設等の事業を行おうとする事業者が、あらかじめ環境の保全について適正に

配慮するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（規制の措置） 

第 12 条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるも

のとする。 

（誘導的措置） 

第 13 条 市は、市民及び事業者が自らの行為に係る環境への負荷を低減するための

適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（公共的施設の整備等） 

第 14 条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の

防止に資する公共的施設の整備に関する事業を推進するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 市は、公園その他の公共的施設の整備その他の良好な環境の創造のための事業

を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（廃棄物の適正処理） 

第 15 条 市は、廃棄物の処理に伴う公害の防止を図るため、市民及び事業者による

廃棄物の適正処理が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（廃棄物の減量の促進等） 

第 16 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減

量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の

事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの

有効利用を推進するものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第 17 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進

を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

（自然学習及び環境教育の推進） 

第 18 条 市は、関係機関及び関係団体と協力して、環境の保全及び創造に関し、自

然学習及び環境教育の推進並びに広報活動の充実を図ることにより、市民及び事

業者がその理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活

動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（市民等の自発的な活動の促進） 

第 19 条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団

体」という。）が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源の回収活動その
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他の環境の保全及び創造に関する活動がより一層促進されるよう必要な措置を講

ずるものとする。 

（情報の収集及び提供） 

第 20 条 市は、環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、必要な情報

を収集し、これを適切に提供するよう努めるものとする。 

（市民等の参加及び協力の促進） 

第 21 条 前３条に定めるもののほか、市は、環境の保全及び創造に関する施策の効

率的かつ効果的な推進を図るため、市民、事業者及び民間団体の参加及び協力の

促進に関し必要な措置を講ずるものとする。 

（自然環境の状況調査） 

第 22 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な自然環境の状況を

定期的に調査するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第 23 条 市は、環境の状況を的確に把握するとともに、環境の保全に関する施策を

適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。 

（地球環境保全の推進） 

第 24 条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資

する施策を推進するものとする。 

２ 市は、国際機関、国及び他の地方公共団体等と連携し、地球環境の保全に関す

る国際協力を推進するものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 25 条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策につい

ては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

（総合的な調整等のための体制の整備） 

第 26 条 市は、市が行う環境の保全及び創造に関する施策について総合的な調整を

行い、計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。 

附 則 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 
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（２）石巻市環境審議会条例 

○石巻市環境審議会条例 

平成 17 年４月１日 

条例第 167 号 

（設置） 

第１条 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本法

（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、石巻市環境審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項について調

査し、及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 前２号に掲げるもののほか市長が適当と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。 

４ 部会に関し必要な事項は、会長が定める。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 
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２.計画策定の体制と経緯 

（１）石巻市環境審議会 

1) 石巻市環境審議会委員名簿 

 

委嘱期間 平成 26 年 5 月 23 日～平成 28 年 5 月 22 日 

（敬称略）  

区  分 氏 名 役     職     名 

１号委員 

（学識経験者） 

島田 了八 石巻専修大学理工学部教授（機械工学科） ※会長 

根本 智行 石巻専修大学理工学部教授（生物科学科） 

丸岡 泰 石巻専修大学経営学部教授（経営学科） 

白  典子 （有）白 建築工房 代表取締役 

永沼 紀男 NPO スマート・シニア いしのまき（環境担当） ※副会長 

２号委員 

（関係行政機関 

の職員） 

東出 成記 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所長 

 

菅原 敬二 

伊藤 一彦 

宮城県東部土木事務所長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 5 月 27 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

 

佐藤 好昭 

永井 隆暁 

宮城県東部地方振興事務所副所長(技術担当) 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 8 月 4 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

 

佐藤 重人 

赤坂 博幸 

宮城県東部保健福祉事務所技術副所長兼環境衛生部長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 8 月 4 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

 

山岡 茂人 

酒井 敬一 

宮城県水産技術総合センター所長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 8 月 4 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

３号委員 

（市長が適当と 

認めた者） 

 

大江 秀則 

古関 良行 

㈱三陸河北新報社編集局長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 5 月 27 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

中村 礼子 みやぎ生活協同組合名誉理事 ※副会長 

兼子 佳恵 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク代表理事 

川村 久美 特定非営利活動法人いしのまき環境ネット 

佐藤 洋子 石巻市環境保全リーダーの会 
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2) 石巻市環境審議会計画策定部会委員名簿 

 

委嘱期間 平成 26 年 5 月 23 日～平成 28 年 5 月 22 日 

（敬称略）  

区  分 氏 名 役     職     名 

１号委員 

（学識経験者） 

根本 智行 石巻専修大学理工学部教授（生物科学科） 

白  典子 （有）白 建築工房 代表取締役 

永沼 紀男 NPO スマート・シニア いしのまき（環境担当） ※部会長 

２号委員 

（関係行政機関 

の職員） 

 

菅原 敬二 

伊藤 一彦 

宮城県東部土木事務所長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 5 月 27 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

３号委員 

（市長が適当と 

認めた者） 

 

大江 秀則 

古関 良行 

㈱三陸河北新報社編集局長 

（委嘱期間：平成 26 年 5 月 23 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（委嘱期間：平成 27 年 5 月 27 日～平成 28 年 5 月 22 日） 

中村 礼子 みやぎ生活協同組合名誉理事 

川村 久美 特定非営利活動法人いしのまき環境ネット 
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（２）計画策定の経緯 

 

年 月 日 策定経過 

平成 26 年 5 月 23 日（金） 平成 26 年度第 1 回環境審議会 

○委嘱状交付 

○審議等に係るスケジュールについて 

○平成 26 年度の主要な事業について 

平成 26 年 7 月 30 日（水） 平成 26 年度第 2 回環境審議会 

○平成 26 年版「石巻の環境」について 

○現行「石巻市環境基本計画」における環境指標等

の進捗状況評価について 

平成 26 年 10 月 10 日（金） 平成 26 年度第 1 回環境審議会計画策定部会 

○平成 19 年度以降の石巻市を取り巻く環境の動向

について 

○現行「石巻市環境基本計画」からの見直しの方針

案について 

平成 26 年 11 月 26 日（水） 平成 26 年度第 2 回環境審議会計画策定部会 

○次期「石巻市環境基本計画」の骨子案について 

平成 27 年 1 月 21 日（水） 平成 26 年度第 3 回環境審議会 

○第 1 回・第 2 回石巻市環境審議会策定部会におけ

る検討結果について  

○今後の石巻市環境審議会策定部会で検討すべき事

項について 

平成 27 年 3 月 12 日（木） 平成 26 年度第 3 回環境審議会計画策定部会 

○今回の石巻市環境審議会策定部会で検討すべき事

項について  

○リーディング・プロジェクトについて 

平成 27 年 5 月 27 日（水） 平成 27 年度第 1 回環境審議会計画策定部会 

○環境像の実現に向けた取組について 

○リーディング・プロジェクトについて 

平成 27 年 8 月 4 日（火） 平成 27 年度第 1 回環境審議会 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

○平成 27 年版「石巻の環境」について 

平成 27 年 10 月 15 日（木） 平成 27 年度第 14 回庁議幹事会 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

平成 27 年 10 月 19 日（月） 平成 27 年度第 14 回庁議 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

平成 27 年 10 月 20 日（火） 平成 27 年度第 2 回環境審議会計画策定部会 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

平成 27 年 11 月 2 日（月） 石巻市議会全員協議会 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

平成 27 年 11 月 16 日（月） 

～12 月 15 日（火）

パブリックコメント実施 

平成 28 年 1 月 28 日（木） 平成 27 年度第 2 回環境審議会 

○次期石巻市環境基本計画（案）について 

平成 28 年 2 月 3 日（水） 石巻市環境基本計画の答申 

平成 28 年 3 月 1 日（火） 決定 
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３.用語の解説 

 

【数字・英字】 

75％値 

公共用水域の平均的な水質を推定する方法として、一般的に年平均値が用いられ

ているが、BOD 等生活環境項目の環境基準に対する適合性の判断方法として、低

水流量に相当する水質である 75%値を用いる。年間を通じて 3/4（75%）はその

値を超えない水質を示すものとして、年間の日間平均値の全データをその値の小さ

いものから順に並べ、0.75×n 番目（n は日間平均値の全データ数）のデータ値を

もって 75%値とする。75％水質値ともいう。 

 

ＢＯＤ（Biochemical oxygen demand） 

→「生物化学的酸素要求量」参照。 

 

ＣＯＤ（Chemical oxygen demand） 

→「化学的酸素要求量」参照。 

 

ＬＥＤ（発光ダイオード：Light Emitting Diode の略） 

電流を通すと発光するダイオード（半導体を素材としてつくられた回路素子）。従

来の蛍光灯に比べて消費電力が約 2 分の 1 であること、材料に水銀などの有害物質

を含まないこと、熱の発生も少ないことなどから環境負荷が低い発光体として注目

され、家庭用にも普及が進んでいる。 

 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル：Poly chlorinated biphenyl の略） 

不燃性で化学的にも安定であり、熱安定性に優れた物質で、絶縁油やノーカーボ

ン紙、インクなどに使用されていたが、現在は製造が禁止されている。 

 

【ア行】 

アスベスト 

クリソタイルなど６種類の繊維状鉱物の総称。耐熱性、耐摩耗性、断熱性、防音

性等の性質があるため各種建築資材や自動車のブレーキライニング等に幅広く使用

されてきた。近年、発がん性など健康への影響が懸念され、製造や使用が規制され

ている。 
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【カ行】 

化学的酸素要求量(COD：Chemical oxygen demand の略） 

海域や湖沼の汚濁の度合いを示す指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウム等

の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量（mg/L）で表したもの。数値が大き

いほど汚濁が進んでいることを示す。 

 

外来生物 

元々その地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生

物のこと。特定外来生物法では、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来

生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、

特定外来生物の防除等を行うこととしている。 

 

合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水（台所，風呂，洗濯等に使用した水）を戸別にまとめて処理す

る浄化槽。従来のし尿のみを処理する単独浄化槽に比べて，河川等公共水域の汚濁

を軽減する効果がある。 

 

環境基準 

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人

の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環

境基本法に基づき、定められているもの。 

 

環境マネジメントシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や

目標等を設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環

境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等を「環境マ

ネジメントシステム」という。 

 

空間放射線量率 

空間に存在する放射線の単位時間あたりの量。単位はマイクロシーベルト毎時（μ

Sv/h）。放射性物質の漏出などの異常が発生していないか監視するために、原子力

施設の周辺で常時測定されている。 
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クールビズ・ウォームビズ 

クールビズは、夏期に環境省などが中心となって行われる環境対策などを目的と

した衣服の軽装化キャンペーンのこと。ウォームビズは、クールビズの秋冬版で、

過度に暖房に頼らず、暖かく働きやすい服装を着用する取り組みを指す。 

 

高効率給湯器 

エネルギーの消費効率に優れた給湯器。従来の瞬間型ガス給湯機に比べて設備費

は高いが、二酸化炭素排出削減量やランニングコストの面で優れている。潜熱回収

型・ガスエンジン型・CO2 冷媒ヒートポンプ型などがある。 

 

こどもエコクラブ 

幼児（3 歳）から高校生まで誰でも参加できる環境活動のクラブ。子どもたちの

環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたちが人と環境の関わりに

ついて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動す

る力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的としている。平成 7 年

度から環境省で実施していた事業で、現在は公益財団法人日本環境協会が引き継い

でいる。 

 

ごみ排出量 

本計画で扱うごみ排出量は、家庭系ごみ収集量、施設直接搬入、集団回収の合計

量である。 

 

【サ行】 

再生可能エネルギー 

自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーの総称。比較

的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないため、地球環境への負荷が少ない

エネルギーと言われている。エネルギー供給構造高度化法では、再生可能エネルギ

ー源として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存

する熱、バイオマスと規定している。 

 

親水空間 

水や川に触れることで水や川に対する親しみを深めることができる場所のこと。

近年、自然護岸あるいはそれに近い状態に戻して人々と川との間の垣根を低くする

ことを目的として、川辺に公園や遊歩道などが整備されている。 
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水源かん養 

雨水を土壌に吸収して、河川へ流れ込む水の量を調整して洪水を緩和し川の流量

を安定させるとともに、土壌を通過させることにより水質を浄化する機能のこと。 

 

ジビエ 

キジ、野ウサギ、シカ、イノシシなど、狩猟によって食材として捕獲される野生

鳥獣やその肉。狩猟の盛んなヨーロッパではジビエ料理が食文化として育まれ、主

にフランス料理に受け継がれている。 

 

生物化学的酸素要求量（BOD：Biochemical oxygen demand の略） 

河川の汚濁の度合いを示す指標で、水中の有機物等の汚濁源となる物質が微生物

により無機化されるときに消費される酸素量を mg/L で表したもの。数値が大きい

ほど汚濁が進んでいることを示す。 

 

生物多様性 

生態系・生物群系または地球全体に、多様な生物が存在していること。生物多様

性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という３つのレベルで

多様性があるとしている。生物多様性国家戦略は、生物多様性の保全及び持続可能

な利用に関する国の基本的な計画でで、我が国は、平成７年に最初の生物多様性国

家戦略を策定し、これまでに４度の見直しを行っている。 

 

絶滅危惧種 

既に絶滅したり、絶滅寸前に追いやられたりした動植物の種のこと。主な原因と

して、開発による生息・生育域の急速な環境変化や、移入生物の影響、乱獲などが

あげられる。 

 

【タ行】 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDF）、及びコプラナ－ポリ塩化ビフェニル（コプラナ－PCB）の総称。通常、

環境中に極微量に存在する有害な物質。人の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある物質であることから、平成 12 年１月「ダイオキシン類対策特別措置法」

が施行され、廃棄物焼却炉などからの排出規制が行われている。我が国では、大気、

水質、土壌などから検出されている。 
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太陽光発電システム 

太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換するシステムのこと。太陽光を電気（直

流）に変える太陽電池と、その電気を直流から交流に変えるインバータなどで構成

されている。現在、日本で多く利用されている住宅用の太陽光発電システムでは、

電力会社と電気の売買をする系統連系型と、バッテリーに発電した電気をためなが

ら自ら使う独立系型の二つのシステムに分かれている。 

 

暖地性植物群落 

本来は暖地性で東北には自生しがたい植物が生育している植物群落。八景島では

ユズリハ、モチノキ、タブノキなどが自生している。 

 

長距離自然歩道 

四季を通じて手軽に、楽しく、安全に自らの足で歩くことを通じて、豊かな自然

や歴史・文化とふれあい、心身ともにリフレッシュし、自然保護に対する理解を深

めることを目的とした歩道。環境省が計画し、国及び各都道府県で整備を進めてい

る。 

 

低公害車 

低公害車は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出

が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境性能に優れた

自動車のこと。例として、燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブ

リッド自動車等が挙げられる。 

 

都市公園 

地方自治体が都市計画区域内に設置し，都市公園法に定められる公園または緑地

のこと。住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するものまで、様々

な規模、種類のものがあり、その機能、目的、利用対象等によって住区基幹公園（街

区公園、近隣公園、地区公園）、都市基幹公園（総合公園、運動公園）、大規模公園

（広域公園、レクリエーション都市）、国営公園、特殊公園、緩衝緑地、都市緑地、

緑道に区分される。 

 

トリクロロエチレン 

揮発性有機塩素化合物の１種。無色でクロロホルム臭がある。不燃性で有毒。ド

ライクリーニングや半導体工場での洗浄に用いられるが、地下水を汚染するため使

用が規制されている。 
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【ナ行】 

二酸化硫黄（SO２） 

硫黄（S）や硫黄化合物が燃焼したときに生じる無色で刺激臭のある気体。呼吸

器を強く刺激してぜんそくを起こしたり，酸性雨のもとになるなど公害の原因物質

となる。 

 

二酸化炭素（CO２） 

炭素化合物の燃焼や生物の呼吸により生成される無色無臭の気体。炭酸ガスとも

呼ばれる。現在の大気中には約 0.03％含まれているが、化石燃料の大量消費等エ

ネルギー起源による二酸化炭素の大量排出により、ここ数十年の間に大気中濃度が

急速に高まっており、数ある環境問題の中でも最も根深く、かつ解決が困難な地球

温暖化問題の原因となっている。 

 

二酸化窒素（NO２） 

一酸化炭素（NO）と酸素の作用等により発生する赤褐色の刺激性の気体。比較

的水に溶解しにくいので肺深部に達し、肺水腫等を引き起こす。 

 

【ハ行】 

廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん

尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形

状または液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。」

と定義されている。また、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられる。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊する粒子状物質（PM）のうち、粒径が 2.5μｍ（マイクロメート

ル）の粒子を 50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子

を除去した後に採取される粒子をいう。健康への影響が懸念されているため、平成

21 年度に環境基準が定められた。 

 

フィールドミュージアム 

その土地の歴史・風土・文化そのものを博物館又は美術館に見立て、住んでいる

人と訪れた人が互いに価値を発見していく仕組み、または場所のこと。 
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賦存量 

ある資源について、理論的に導き出された総量。資源を利用するにあたっての制

約などは考慮に入れないため、一般にその資源の利用可能量を上回ることになる。 

 

浮遊粒子状物質（SPM） 

大気中に浮遊する粒子状物質（PM）のうち，粒子の直径が 10μｍ（マイクロメ

ートル）以下のもの。慢性の呼吸器疾患の原因とされる。 

 

【マ行】 

木質バイオマス 

「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、「再生

可能な、生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）」のことで、木材からなるバイオ

マスのことを「木質バイオマス」と呼ぶ。木質バイオマスには、主に、樹木の伐採

や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する樹皮や

のこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類がある。主に燃料と

して、暖房や発電などに利用されている。 

 

【ラ行】 

類型指定 

水質汚濁及び騒音の環境基準について、国が設定した類型別の基準値に基づき、

都道府県知事が、水質汚濁に関しては水域の利用目的、水質の現状など、騒音に関

しては都市計画区域などを勘案し、具体的な地域をあてはめ指定することをいう。 

 

六価クロム 

遷移金属の一種であるクロムの化合物のうち酸化数が 6 であるもの。酸化力・毒

性が強い。皮膚に触れると潰瘍を起こし、体内に入れば肝臓障害・肺癌などを起こ

す。メッキ工場、クロム化合物製造工場などの廃液による水質汚染が社会問題とな

り、管理・取り扱いが厳重に規制されている。 
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４.環境基準等 

 

（１）大気汚染に係る基準 

■大気汚染に係る環境基準 

物質 
二酸化硫黄 

（SO2） 

一酸化炭素 

（CO） 

浮遊粒子状 

物質（SPM） 

二酸化窒素 

（NO2） 

光化学 

ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 

（OX） 

微小粒子状物質

（PM2.5） 

環境上

の条件 

1時間値の 1

日平均値が

0.04ppm 以

下であり、

かつ、1 時間

値が 0.1ppm

以下である

こと 

1時間値の 1

日平均値が

10ppm 以下

であり、か

つ、1 時間値

の 8 時間平

均値が

20ppm 以下

であること 

1 時間値の 1

日平均値が

0.10mg/m3以

下であり、か

つ、1 時間値

が 0.20mg/ m3

以 下 で あ

ること 

1時間値の 1

日平均値が

0.04ppm か

ら 0.06ppm

までのゾー

ン内又はそ

れ以下であ

ること 

1 時間値が

0.06ppm 以

下であるこ

と 

１年平均値

15μg/ m3以下で

あり、かつ、1

日平均値が

35μg/ m3以下で

あること 

備考 

１. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、

適用しない。 

２. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものをい

う。 

３. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により

生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素

を除く。）をいう。 

４. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割

合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をい

う。 
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■微小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚起のための暫定的な指針（環境省） 

レベル 

暫定的な指針 

となる値 

行動の目安 

注意喚起の判断に用いる値 

日平均値 

（μg/m3） 

午前中の早めの時

間帯での判断 

午後からの活動に

備えた判断 

1 時間値（μg/m3） 1 時間値（μg/m3） 

Ⅱ 70 超 

不要不急の外出や屋外

での長時間の激しい運動

をできるだけ減らす（高

感受性者（呼吸器系や循

環器系疾患のある者、小

児、高齢者等）において

は、体調に応じて、より

慎重に行動することが望

まれる。）。 

5 時～7 時 

85 超 

5 時～12 時 

80 超 

Ⅰ 70 以下 
特に行動を制約する必

要はないが、高感受性者

では健康(I７０以下)へ

の影響がみられる可能性

があるため、体調の変化

に注意する 

5 時～7 時 

85 以下 

5 時～12 時 

80 以下 
（環境基準） 

 

35 以下 

※ PM2.5（微小粒子状物質）とは、大気中に漂う粒径 2.5μm（1μm=0.001mm）以下の微小な粒子のこ

と。粒径が非常に小さいため（髪の毛の太さの 1/30 程度）、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、

呼吸系への影響などが懸念されている。 

 

◎ 微小粒子状物質（PM2.5）高濃度時の宮城県における当面の対応 

1. 注意喚起のお知らせ 
(1) 午前の判断 
午前 5 時から午前 7 時までの平均値を算出し、各局の平均値が 85μg/㎥を超え、かつ、午前 8

時の 1 時間値が 5μg/m3を超える場合 

(2) 午後の判断 
午前 5 時から正午までの平均値を算出し、各局の平均値の最大値が 80μg/m3を超える場合 

 

2. 濃度低下のお知らせ 
・ 一般環境大気測定局 4 局のうち、注意喚起の判断の根拠となった測定局の 1 時間値が 50μg/ m3

以下となった場合、当日の日平均値の動向を予測の上、お知らせをする。 

・ 当日の 24 時をもって注意喚起は自動的に解除（日平均値での対応となるため） 

本市においては、「宮城県における当面の対応」による「注意喚起」の情報提供を受け、石巻市大

気汚染緊急時対策要綱に基づく連絡系統に準じ、関係機関に情報提供を行うこととしています。 

 

■アスベストに係る規制基準 

アスベスト（石綿）は、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設として規制基準（敷地境界）

が設定されています。 

大気環境中のアスベスト濃度の環境基準は定められておりませんが、WHO（世界保健機関）による

と、世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は 1～10 本/L 程度で、この程度であれば実質的に

は石綿のリスクはないとされております。 

 

規制基準：アスベスト繊維 10 本/L 
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（２）水質汚濁に係る環境基準 

■人の健康の保護に関する環境基準 

項目 基準値 項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス－1,2－ジクロロエチ

レン 
0.04mg/L 以下 1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 
硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 
10mg/L 以 

ふっ素 0.8mg/L 以下 ホウ素 1mg/L 以下 

1,4－ジオキサン 0.05mg/L 以下  
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■生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

(1)  

 
利用目的 

の適応性 

基準値 

水素 

イオン 

濃度（pH） 

生物化学的

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道１級、自然環境

保全及び A 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/100mL 

以下 

A 

水道 2 級、水産 1 級、

水浴及び B 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上

8.5 以下 

2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1000MPN/100mL 

以下 

B 

水道 3 級、水産 2 級

及び C 以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5000MPN/100mL 

以下 

C 

水産 3 級、工業用水

1 級及び D 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

D 

工業用水 2 級、農業

用水及び E の欄に掲

げるもの 

6.0 以上

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

E 
工業用水 3 級環境保

全 

6.0 以上

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れ な い こ

と。 

2mg/L 

以上 
－ 

（注） 

１. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２. 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３. 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び 

水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

４. 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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(2)  

類型 
水生生物の 

生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケマス等比

較的低温域を好む水

生生物及びこれらの

餌生物が生息する水

域 

0.03mg/L 以下 
0.001mg/L 

以下 
0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、

生物 A の欄に掲げる

水生生物の産卵場（繁

殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高

温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物

が生息する水域 

0.03mg/L 以下 
0.002mg/L 

以下 
0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 B の水域のうち、

生物 B の欄に掲げる

水生生物の産卵場（繁

殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 以下 
0.002mg/L 

以下 
0.04mg/L 以下 

１. 基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。） 
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■生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

(1)  

 
利用目的の 

適応性 

基準値 

水素イオン

濃度（ｐH） 

化学的酸素

要求量

（COD） 

溶存 

酸素量 

（DO） 

大腸菌群数 
ｎ－ヘキサン抽出

物質（油分等） 

A 

水産 1 級、水浴

自然環境保全

及びB以下の欄

に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

2mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1000MPN/100mL 

以下 
検出されないこと 

B 

水産 2 級、工業

用水及びCの欄

に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 検出されないこと 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ － 

（注） 

１. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２. 水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用水産 2 級：ボラ、

ノリ等の水産生物用 

３. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

(2)  

 利用目的の適応性 
基準値 

全窒素 全りん 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるも

の（水産 2 種及び 3 種を除く。） 
0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

Ⅱ 
水産 1 種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるも

の（水産 2 種及び 3 種を除く。） 
0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅲ 
水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの（水産 3

種を除く。 
0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅳ 水産 3 種、工業用水生物生息環境保全 1mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

（注） 

１. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２. 水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。水産 3 種：汚

濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。 

３. 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 

(3)  

類型 
水生生物の生息状況の

適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 

生物 A 
水生生物の生息する水

域 

0.02mg/L 

以下 
0.001mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、

水生生物の産卵場（繁

殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が

必要な水域 

0.01mg/L 

以下 
0.0007mg/L 以下 0.006mg/L 以下 
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（３）ダイオキシン類に係る環境基準 

 

媒体 基準値 測定方法 

大気 
0.6pg-TEQ/m3 

以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段

に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定

する方法 

水質（水底の底質を除く。） 
１pg-TEQ/L 

以下 

日本工業規格 K0312 に定める方法 

水底の底質 
150pg-TEQ/g 

以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックス

レー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計

により測定する方法 

土壌 
1000pg-TEQ/g 

以下 

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽

出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により

測定する方法（ポリ塩化ジベンゾフラン等（ポリ塩化

ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオ

キシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化

ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、

当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を 2種類以上のキャピ

ラリーカラムを併用して測定するものに限る。） 

備考 

１. 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２. 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

３. 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマ

トグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四

重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易

測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、

簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法

により測定した値とみなす。 

４. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が

250pg-TEQ/g 以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた

値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 
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（４）騒音に係る環境基準 

■道路に面する地域 

地域の類型 
時間の区分 

昼間 夜間 

A地域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B地域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する地域及び C

地域のうち車線を有する道路に

面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 

車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道

部分をいう。 

時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時ま

での間とする。 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として

次表の基準値の欄に掲げるとおりとする 

 

基準値 

昼間 夜間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

 

備考 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認

められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあって

は 40 デシベル以下）によることができる。 

 

１. 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。 

① 道路法第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道は

4 車線以上の区間） 

②  前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第 7 条第 1 号に定
める自動車専用道路 

２. 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離

により、特定された範囲をいう。 

①  2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル 
②  2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

 

■道路に面する地域以外の地域 

地域の類型 
時間の区分 

昼間 夜間 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注） 

時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時ま

での間とする。 

AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静養を要す

る地域とする。 

A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

C を当てはめる地域は、相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される地域とする。 
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■航空機騒音に係る環境基準 

地域の類型 旧基準値(WECPNL) 新基準値（Lden） 備考） 

Ⅰ類型：専ら住居の用に供される地域 

Ⅱ類型：Ⅰ以外の地域であって、通常の

生活を保全する必要がある地域 

Ⅰ 70 デシベル以下 57 デシベル以下 

Ⅱ 75 デシベル以下 62 デシベル以下 

※平成 25 年 4 月 1 日から環境基準の評価指標が、WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）から;Lden

（時間帯補正等価騒音レベル）に変更された。 

 

■航空機騒音に係る環境基準類型指定地域（平成 25 年 4 月 1 日改正後） 
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（５）排水基準 

■有害物質の排水基準 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 

シアン化合物 1mg/L 

有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び EPN に限る。） 1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1 mg/L 

六価クロム化合物 0.5 mg/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.3mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外 10mg/L 

海域 230mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外 8mg/L 

海域 15mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

1L につきアンモニア性窒素に

0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素

及び硝酸性窒素の合計量 100mg 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 

 

■有害物質以外の項目の排水基準 

項目 許容限度 

水素イオン濃度 
海域以外 5.8 以上 8.6 以下 

海域 5.0 以上 9.0 以下 

生物化学的酸素要求量 60(日間平均 120)mg/L 

化学的酸素要求量 160(日間平均 120)mg/L 

浮遊物質量 200(日間平均 150)mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120(日間平均 60)mg/L 

燐含有量 16（日間平均 8）mg/L 
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（６）騒音の規制基準 

■事業所に関する基準値 

 

昼間 

(8 時～19 時） 

朝 

(6 時～8 時) 

夕 

(19 時～22 時) 

夜間 

(22 時～翌日 6

時) 

第 1 種区域 
第 1 種低層住居専用地域及び

第 2 種低層住居専用地域 
50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第 2 種区域 

第 1 種中高層住居専用地域、

第 2 種中高層住居専用地域、

第 1 種住居地域、第 2 種住居

地域及び準住居地域 

55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第 3 種区域 
近隣商業地域、商業地域及び

準工業地域 
60 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 

第 4 種区域 工業地域 65 デシベル 60 デシベル 55 デシベル 

 

■騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間（6 時～22 時） 夜間（22 時～翌日 6 時） 

A区域及び B区域のうち 1車線を

有する道路に面する区域 
65 デシベル 55 デシベル 

A区域のうち 2車線以上の車線を

有する道路に面する区域 
70 デシベル 65 デシベル 

B区域のうち 2車線以上の車線を

有する道路に面する区域及び C

区域のうち車線を有する道路に

面する区域 

75 デシベル 70 デシベル 

 

■特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

規制種別 1 号地域 2 号地域 

基準値 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地境界線で 85 デシベル以下 

作業禁止時間 19 時～翌日 7 時 22 時～翌日 6 時 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6 日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 

備考 

都市計画法用途地域のみ法律で規制され、1 号地域は第１･２･３種区域及び

4 種区域静穏地域 80m、2 号地域は第 4 種区域（静穏地域 80m を除く。）とす

る。 
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（７）振動の規制基準 

■事業所に関する基準値 

 昼間（8 時～19 時まで） 夜間（19 時～翌日の 8 時） 

第 1 種区域 

第 1 種低層住居専用地域、第 2

種低層住居専用地域、第 1 種

中高層住居専用地域、第 2 種

中高層住居専用地域、第 1 種

住居地域、第 2 種住居地域及

び準住居地域 

60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種区域 
近隣商業地域、商業地域、準

工業地域及び工業地域 
65 デシベル 60 デシベル 

 

■特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

規制種別 1 号地域 2 号地域 

基準値 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地境界線で 75 デシベル以下 

作業禁止時間 19 時～翌日 7 時 22 時～翌日 6 時 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作業期間 連続 6 日以内 

作業禁止日 日曜日その他の休日 

備考 

都市計画法用途地域のみ法律で規制され、1 号地域は工業地域（静穏地域 80m

を除く。）以外の地域、2 号地域は工業地域（静穏地域 80m を除く。）とす

る。 

 

 

（８）悪臭の規制基準 

■悪臭防止法に基づく規制基準 

規制基準 許容限度 規制地域 

第 1 号規制基準（敷地境界） 臭気指数 15 

市が指定した地域 第 2 号規制基準（煙突等の気体排出口） 排出口の高さを基に算出 

第 3 号規制基準（排出水） 臭気指数 31 
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