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3 騒音・振動の現状と対策   【P.149～P.155(データ集)、P.190,P.191,P.194(環境基準)】 

 
(1) 概 要 
騒音は、私たちの睡眠を妨げたり、いらだたせたり、会話を妨害するなど生活環境を損ない、

各種公害の中でも最も日常生活にかかわりが深い問題である。また、直接人間の感覚を刺激す

ることから感覚公害とも呼ばれており、その発生源も工場・事業場、建設作業､交通機関等多種

多様である。 
特に自動車、鉄道、航空機等に伴って発生する騒音は、環境騒音の大きな要因となっており、

本市では、こうした現況を把握するため、例年、調査を行っている。このうち、自動車騒音に

おいては、道路に近接して立地している住居において環境基準を超過しているところが多い。

新幹線鉄道騒音については、環境基準を超えているところがあるものの、周辺家屋の防音対策

はほとんど完了している。 
また、騒音苦情の内容は多様であり、工場・事業場からの騒音のみならず、カラオケをはじ

めとする深夜営業騒音、家庭のクーラーなどを発生源とする日常生活に起因する近隣騒音も問

題となっている。 
一方、振動も騒音と同じく、工場、建設作業、交通機関等が主たる発生源で、騒音と並んで

日常生活にかかわりの深い問題であり、本市では、例年、道路交通振動、鉄道振動調査を行っ

ている。 
 

(2) 現 状 
ア 道路交通騒音・振動 
 (ア) 道路交通騒音 
騒音に係る環境基準の評価方法が改正され、道路交通騒音は、従来の道路端での測定値によ

る評価（点的評価）から道路近くの各住居における騒音算出値による評価（面的評価）へと大

きく変更された。 
本市では、新評価による判定を適正かつ迅速に行うため、平成 12 年度、「広島市自動車騒音

評価システム」を構築し、市全域の幹線道路沿道の住居における騒音推計、基準適否判定及び

騒音評価マップの作成を行っている。 
平成 14 年度の評価結果をみると、評価対象住居約９万戸のうち、環境基準に適合しているの

は、昼間・夜間とも約 8 割であった。 
山陽自動車道や中国自動車道などの高速道路沿道及び遮音壁や環境施設帯の設置地域では、

環境基準適合率が非常に高く、ほとんどの住居が環境基準に適合している。 
また、睡眠に影響を及ぼす夜間の騒音状況をみると、市北部や東部の国道沿い等の一部にお

いて、高い騒音レベルの地域がみられる。 
なお、これらの評価結果は、騒音評価マップとしてインターネット、パンフレット等により

市民に積極的に公開している。 
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図 40  道路交通騒音に係る環境基準適合割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 41  騒音評価マップの例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(イ) 自動車騒音及び道路交通振動の要請限度超過状況 
騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度については、幹線交通を担う道路に近接する区域

の基準が適用される 5 地点を測定したところ、昼間１地点で要請限度以下であったが、それ以

外は要請限度を超過していた。 
道路交通振動については、5 地点中、全ての地点で振動規制法に基づく道路交通振動の限度

以下であった。 
 
イ 鉄道騒音･振動 
鉄道騒音及び振動については、｢新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和 50 年環境庁告

示第 46 号)｣及び｢環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（昭和 51 年環大特第

32 号）｣により、騒音の環境基準及び振動の指針値が定められている。 
平成 14 年度は、新幹線鉄道の騒音について佐伯区利松二丁目、西区横川新町及び中区西白島

町の 3 か所 12 地点で調査を行っている。その結果、佐伯区利松二丁目における軌道中心から

P08

 

 

 

昼夜とも超過 
14％（13 千戸） 

昼夜とも適合 
80％（72 千戸） 

夜のみ適合 2％（2 千戸） 

昼のみ適合 4％（4 千戸） 
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12.5ｍ、25ｍ、50ｍの地点と中区西白島町における軌道中心から 12.5ｍ、25ｍの地点で新幹線

鉄道の環境基準値である 70 デシベルを超えている。新幹線鉄道の振動については同じ場所の 6
地点で測定を行っているが、その最高値が 25ｍ地点での 51 デシベルで、ほとんど人体に感じ

られないレベルであり、環境省の指針値の 70 デシベルを大きく下回っている。 
在来線鉄道の騒音について安芸区中野三丁目の 1 か所 1 地点、振動については、同じ場所の

2 地点で調査を行っている。 
在来線鉄道の騒音について｢在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針につ

いて（平成 7 年環大一第 174 号）｣による値（昼間 60 デシベル、夜間 55 デシベル）と比較し

た場合、昼間、夜間共に指針値を上回っている。また、振動については、同じ場所の 2 地点で

測定を行い、軌道中心から 12.5ｍ地点で 58 デシベルでわずかに人体に感じるレベルであり、

新幹線についての環境省の指針値である 70 デシベルを下回っている。 
 
ウ 航空機騒音 
航空機騒音については、｢航空機騒音に係る環境基準について（昭和 48 年環境庁告示第 154

号）｣において、ＷＥＣＰＮＬ（加重等価平均感覚騒音レベル）による環境基準が定められてい

る。本市では、航空機騒音の現況を把握するため、広島西飛行場（平成 5 年 10 月改称、旧広島

空港）周辺において、航空機騒音の測定を年 2 回 9 地点で行っている。また広島県が 1 地点で

自動測定している。 
平成 14 年度の測定値をみると、いずれの地点においても環境基準（類型Ⅱ、75 以下（ＷＥ

ＣＰＮＬ））を達成している。 
 

エ 工場・事業場の騒音・振動 
工場・事業場関係の騒音・振動としては、近年、規制のかからない施設を発生源とする苦情

事例が多く、また、その多くが中小規模であり、一般の住宅と入り混じって存在し、敷地が狭

いことが多いので、現地での有効な対策が困難な場合が多くなっている。 
 

オ 建設作業の騒音・振動 
建設作業のうち規制対象とされているものは、くい打ち機やさく岩機などを使用する作業（特

定建設作業）であり、規制基準が適用されるとともに届出義務が課せられている。 
  平成 14 年度における特定建設作業の届出件数は、騒音規制法に基づくもの 550 件、振動規

制法に基づくもの 359 件であり、平成 13 年度とほぼ同様の届出であった。 
  建設作業の騒音・振動については、一過性のものであり、周辺住民にもある程度の受忍を強

いることとなるが、近年、快適環境を求める市民意識の高揚により規制基準以下や規制対象以

外の苦情事例が多くなっている。 
 

カ その他の騒音 
楽器、ステレオ等の音響機器音、ペットの鳴き声、ボイラー、クーラー音等市民の日常生活

から発生する音や、カラオケ、コンビニエンスストア等の深夜営業騒音による苦情が顕在化し

ている。 
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(3) 対 策 
ア 自動車騒音･振動対策 
自動車騒音・道路交通振動対策は、自動車本体の低騒音化、交通規制、道路構造改良のほか

公共交通機関の利用促進、流通対策など総合的な交通対策の推進により進めていく必要がある。 
なお、当面の対策として、道路管理者に対して設置が可能な場所への防音壁の設置及び低騒

音舗装の施工などを要望して生活環境の保全に努めている。 
さらに、道路整備に当たっては、騒音にかかる環境基準を維持できるよう関係機関に働きか

けている。 
 
イ 鉄道騒音･振動対策 
新幹線による騒音・振動については、新幹線鉄道騒音に係る環境基準に基づき鉄道管理者が

防音壁の設置、家屋の防音・防振工事を実施しており、今後とも測定結果に基づいて、必要に

応じて要望していくこととしている。 
また、在来線による騒音については「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の

指針」に基づき、振動については新幹線鉄道の測定方法に準じた測定を実施し、現状の把握を

するとともに、その結果にも基づき必要に応じて鉄道管理者に対して、防音・防振工事等につ

いて要望することとしている。 
 
ウ 航空機騒音対策 
広島西飛行場周辺の住宅や学校等の航空機騒音防止工事はほぼ完了している。広島西飛行場

周辺にあてはめられている航空機騒音に係る環境基準は達成されているが、今後とも航空機騒

音実態調査を実施することとしている。 
 
エ 工場･事業場の規制及び指導 
本市では、騒音規制法、振動規制法及び県条例に基づき、公害防止のため工場・事業場等に

立ち入り、騒音・振動発生源に対する防音・防振措置、作業方法等の改善等について指導を行

っている。 
騒音規制法に基づく特定工場・事業場の数は、平成 14 年度末で 1,790 事業所であり、そのう

ち空気圧縮機等、金属加工機械、木材加工機械、印刷機械の施設を設置するものが、1,665 事

業所で全体の 93％を占めている。 
また、県条例に基づく騒音関係特定事業場は、1,840 事業場で、金属加工機械、空気圧縮機

等、木材加工機械の施設を設置するものが 1,808 事業所で、全体の 98％を占めている。 
振動規制法に基づく特定工場・事業場の数は、平成 14 年度末で 706 事業所であり、このう

ち金属加工機械、圧縮機等、印刷機械の施設を設置するものが 592 事業所で、全体の 84％を占

めている。 
特定工場・事業場の数を各区別にみると、騒音規制法関係は中区の 388 事業所、県条例関係

は西区の 356 事業所、振動規制法関係は安佐北区の 130 事業所が、それぞれ最も多い。 
平成 14 年度の特定工場・事業場への立入調査件数は、新たに設置届が出されたものや公害苦

情の発生したものを中心にして騒音関係 7 件、振動関係 0 件である。また、特定工場・事業場

以外の事業所については、騒音関係 51 件、振動関係 7 件である。公害苦情が発生した事業所に 
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対しては、法律や県条例による規制を受けない事業所を含め、生活環境を保全するため改善に

向けて粘り強く指導している。 
 

表 36  立入検査等の状況 

（平成 14 年度） 

区 分 騒音規制法 広島県公害防止条例 振動規制法 

特定事業場数 1,790 1,840 706 

延べ立入件数 10 7 7 

 
オ 建設作業の指導 
平成 14 年度の特定建設作業現場への立入調査件数は、公害苦情のあったものを中心に騒音関

係 11 件であり、特定建設作業以外の建設作業現場への立入調査は、30 件である。いずれの場

合も、防音・遮音方法、作業方法、作業時間の変更等の指導を行っている。 
 
カ その他の騒音対策 
カラオケなどの音響機器に代表される深夜営業騒音や移動販売・営業宣伝に使われる拡声放

送音などについては、県条例に基づき規制するとともに、啓発用のパンフレットを配布して、

音響機器の取扱いについて注意を呼びかけるなど、指導に努めている。 
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4 悪臭の現状と対策 

 
(1) 概 要 
悪臭は、人に不快感や嫌悪感を与える感覚公害の代表的なものである。このため、地域のさ

まざまな環境条件や生活様式、健康状態などにより、人によって悪臭の感じ方が微妙に異なっ

ており、悪臭を客観的に評価することは困難である。 
こうした状況を踏まえ悪臭防止法では、事業活動に伴うアンモニア等 22 物質の排出について、

機器分析による濃度規制等を定めている。 
広島市では平成 8 年 4 月、悪臭防止法に基づいて、都市計画法に規定する市街化区域を規制

地域に指定するとともに悪臭 22 物質の規制基準を定め（広島市告示平成 7 年第 111 号）、工場

や事業場を規制･指導している。また、県条例に基づく悪臭関係特定施設の立入調査を行ってい

る。 
 

 (2) 現 状 
悪臭は、通常単一臭として発生せず、複合臭として発生し、悪臭物質一つ一つは規制基準を

下回る場合がほとんどである。また、未規制物質によるものや規制区域外からの苦情など規制

の難しい場合が多いうえ、市民の環境に対する意識の向上などにより、悪臭苦情が顕在化して

いる。 
 

(3) 対 策 
平成 14 年度は、悪臭防止法に基づいて延べ 53 工場･事業場を立入調査し、そのうち 1 事業

所延べ 15 地点において悪臭物質の濃度測定を実施した。濃度測定を実施した事業場のうち１事

業場については、規制基準に適合していなかったため、臭気処理を改善させた。 
また、県条例に基づく悪臭関係特定施設 1 事業場の立入調査を実施した。 
さらに、人間の嗅覚を用いて臭気濃度を測定する嗅覚測定法（三点比較式臭袋法）による測

定や規制区域外の事業場における悪臭物質の濃度測定も行い、行政指導に役立てている。平成

14 年度は、16 事業場 32 地点において臭気濃度の測定を実施し、規制区域外の 6 事業場 12 地

点において悪臭物質の濃度測定を実施した。 
  なお、平成 14 年 7 月には、広島市環境審議会に対し、「悪臭防止法に基づく臭気規制のあり

方」について諮問し、同審議会に臭気規制検討会を設置して検討するとともに、市内の 22 事業

場の敷地境界（各 2 地点）において、臭気指数の実態調査を行った。 
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5 有害化学物質の現状と対策    【Ｐ.156(データ集)、Ｐ.192(環境基準)】 
 

(1) 概 要 
近年、ダイオキシン類や環境ホルモンを始めとする化学物質による環境汚染が問題になって

いる。 
平成 9 年 2 月には、低濃度ではあっても長期間の暴露により人の健康に影響を及ぼすおそれ

の高い有害大気汚染物質として、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの

環境基準が定められ、平成 13 年 4 月には新たにジクロロメタンの環境基準が設定された。 
ダイオキシン類に関しては、平成 12 年 1 月にダイオキシン類対策特別措置法（以下「ダイ特

法」という。）が施行され、大気、水質及び土壌の環境基準が定められ、平成 14 年 7 月には、

水底の底質の環境基準が設定された。さらに、排出源対策として廃棄物焼却炉などのダイオキ

シン類を発生する施設が「特定施設」として規定され、施設ごとに排出基準、設置者による自

主測定義務が定められた。 
内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)については、平成 12 年 11 月に、環境省による今後の取

組を示した「外因性内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について－環境ホルモン戦

略計画 SPEED'98－」が公表され、内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質としてノニルフェ

ノール等の 65 物質を選定し、優先的にリスク評価を行うこととなった。 
さらに、平成１4 年 4 月からは、事業者による化学物質の管理の促進を目的とした「特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「ＰＲＴＲ法」と

いう。）」に基づき、対象事業者は事業活動に伴う化学物質の排出量・移動量の把握及び届出が

義務付けられた。 
 

(2) 現 状 
ア 有害大気汚染物質 
有害大気汚染物質については平成 9 年度から継続して調査を実施しており、平成 14 年度も、

一般環境 2 地点、道路沿道 1 地点、工業地域 1 地点で年 12 回の調査を実施した。その結果は、

全ての地点・項目で環境基準を達成したものの、ベンゼンについては比治山測定局など道路沿

道で高めの値となった。ベンゼンの主な排出源としては、自動車排ガスによる影響が考えられ

る。 
 

表 37  ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝの年間平均値 

  単位：μg/m3                                                        （平成 14 年度） 

測 定 地 点 名 ﾍ ﾞ ﾝ ｾ ﾞ ﾝ 
トリクロロエチレ

ン 

テトラクロロエチ

レン 
ジクロロメタン 

井口小学校（一般環境） 1.2 0.036 0.12 0.70 

安佐南区役所（一般環境） 1.5 0.042 0.24 0.66 

比治山測定局（道路沿道） 2.0 0.12 0.083 0.89 

楠那中学校（工業地域周辺） 1.2 0.24 0.086 1.1 

環 境 基 準 値 3 200 200 150 

 
イ ダイオキシン類 
 (ア) 大気環境調査 
平成 10 年度より継続して調査を実施しており、平成 14 年度も市内 5 地点でダイオキシン類
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の環境中の濃度を測定した。その結果は、全ての地点で環境基準値である 0.6pg-TEQ/m3 を下

回っていた。 
 

表 38  ダイオキシン類の大気環境調査 

単位：pg-TEQ/m3                                                                                              （平成 14 年度） 

調 査 地 点 
第 1回 

（5月） 

第 2回 

（8月） 

第 3回 

（11 月）

第 4回 

（2月） 
年平均値 環境基準値

国 泰 寺 中 学 校 0.11 0.11 0.081 0.11 0.10 

井 口 小 学 校 0.072 0.062 0.069 0.12 0.080 

安 佐 南 区 役 所 0.15 0.097 0.15 0.15 0.14 

可 部 小 学 校 0.14 0.14 0.13 0.095 0.13 

安芸区スポーツセンター 0.31 0.45 0.25 0.29 0.32 

0.6 

 
(イ) 公共用水域（河川・海域）・地下水調査 
平成 12 年度より調査を実施しており、平成 14 年度は河川 9 地点、海域 4 地点において、水

質・底質中のダイオキシン類の濃度を測定するとともに、地下水のダイオキシン類の濃度を 5
地点において測定した｡その結果は、水質については地下水を含め、全ての地点で環境基準値で

ある 1pg-TEQ／L を下回っていた｡また、底質についても全ての地点で環境基準値である 150 
pg-TEQ／g を下回っていた。 

 
表 39  ダイオキシン類の水質・底質環境調査 

単位：水質 pg-TEQ／L、底質 pg-TEQ／g－乾燥重量                          （平成 14 年度） 

水  質 底  質 

調査地点 第 1回 

(7 月) 

第 2 回 

(11 月) 
年平均値

環境基準値 

（年平均値）
(7 月) 環境基準値 

八幡川  泉橋 0.18 0.28 0.23  0.33 

太田川  安芸大橋 0.061 0.047 0.054  0.34 

鈴張川  宇津橋 0.11 0.047 0.079  0.34 

根谷川  根の谷橋 0.13 0.054 0.092  0.33 

三篠川  深川橋 0.27 0.094 0.18  0.38 

古川   大正橋 0.19 0.17 0.18  0.33 

府中大川 新大州橋 1.0 0.93 0.97 1 0.55 

府中大川 下鶴江橋 0.14 0.097 0.12  0.33 

瀬野川  貫道橋 0.20 0.19 0.20  0.35 

広島湾  江波沖 0.051 0.040 0.046  9.0 

広島湾  井口港沖 0.042 0.038 0.040  13 

広島湾  金輪島南 0.045 0.035 0.040  8.4 

海田湾  海田湾中央 0.069 0.053 0.061  20 

150 

 
表 40  ダイオキシン類地下水調査 

        単位：pg-TEQ／L                 （平成 14 年度） 
調査地点 調査結果 環境基準値 

安 芸 区 阿戸町 0.021 

安佐南区 沼田町伴 0.15 

安佐北区 可部町桐原 0.021 

安佐北区 白木町三田 0.023 

佐 伯 区 五日市町石内 0.020 

1 
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 (ウ) 土壌環境調査 
平成 12 年度より調査を実施しており、平成 14 年度は市内 28 地点において一般環境把握調

査を実施するとともに、本市江波下水処理場及び南工場の発生源周辺地域における各 10 地点の

計 20 地点において発生源周辺状況調査を実施した。結果は全ての地点で環境基準値である

1,000 pg-TEQ／g を大きく下回っていた。 
 

表 41  ダイオキシン類の土壌環境調査 

    単位：pg-TEQ／g                            （平成 14 年度） 

一般環境把握調査 発生源周辺状況調査 環境基準値 

調査地点 調査結果

中区吉島西三丁目 0.045 

中区舟入南二丁目 0.018 

中区西白島町 0.011 

東区温品七丁目 0.042 

東区牛田新町一丁目 0.68 

東区戸坂新町三丁目 0.054 

南区宇品御幸四丁目 0.034 

南区皆実町一丁目 0.13 

南区仁保一丁目 0.056 

南区上東雲町 0.018 

西区古江西町 0.0068 

西区己斐中三丁目 0.047 

西区三篠町一丁目 0.021 

西区山田新町二丁目 0.072 

安佐南区西原二丁目 0.039 

安佐南区川内五丁目 0.048 

安佐南区八木九丁目 0.094 

安佐南区毘沙門台三丁目 0.010 

安佐北区亀山五丁目 0.018 

安佐北区安佐町大字久地 0.022 

安佐北区口田二丁目 0.047 

安佐北区三入東一丁目 0.016 

安芸区阿戸町 0.0099 

安芸区船越五丁目 0.21 

安芸区矢野西四丁目 0.067 

佐伯区楽々園六丁目 0.072 

佐伯区河内南二丁目 0.039 

佐伯区利松三丁目 0.031 

 

江波下水処理場周辺地域（11 月） 

調査地点 調査結果 

中区舟入南三丁目 1.2 

中区舟入南一丁目 0.0038 

中区吉島町 2.0 

西区南観音七丁目 1.1 

西区観音新町三丁目 0.037 

西区観音新町一丁目 1.3 

中区江波東二丁目 0.39 

中区舟入南六丁目 2.0 

中区江波東一丁目 0.19 

中区江波西二丁目 1.5 

 

 

南工場周辺地域（11 月） 

調査地点 調査結果 

南区東雲一丁目 0.61 

南区本浦町 0.029 

南区青崎二丁目 5.8 

南区東青崎町 1.4 

南区大州五丁目 1.1 

南区大州四丁目 2.5 

南区仁保南二丁目 1.4 

南区東霞町 0.37 

安芸区船越一丁目 0.60 

東区曙二丁目 0.58  

1,000 

 
ウ 内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン) 

 市内環境中の汚染状況を把握するため、環境ホルモン作用が疑われている物質のうち、環境

省が優先的にリスク評価を行っている物質及び過去の検出状況等を勘案して 25 物質について、

公共用水域の河川 3 地点、海域 2 地点で実態調査を行った。調査の結果、水質から環境ホルモ

ン作用が確認されているノニルフェノール、4-オクチルフェノールを含む全ての物質が検出され

なかった。底質では 9 物質が検出されたが、検出された数値についてはいずれも環境省が平成

10～13 年度に実施した全国調査での検出範囲内だった。 
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表 42  環境ホルモン調査結果 

 単位：水質μg／L、底質μg／kg                       （平成 14 年度） 

底     質 

河 川 海 域 

物 質 名 水質
八幡川

郡橋 

瀬野川

貫道橋

太田川

安佐大

橋 

広島湾

江波沖

海田湾 

海田湾 

中央 

平成 10～13 年度 

全国調査結果の 

検出範囲 

ポリ塩化ビフェニル 0.17 55 42 N.D.～2,200 

トリブチルスズ化合物 34 44 N.D.～300 有機スズ

化合物 トリフェニルスズ化合物 3 1 N.D.～18 

4-t-ブチルフェノール N.D.～5.5 

4-n-ペンチルフェノール N.D.～N.D. 

4-n-ヘキシルフェノール N.D.～N.D. 

4-n-ヘプチルフェノール 

N.D. 

N.D.～N.D. 

ノニルフェノール 79 N.D.～12,000 

4-t-オクチルフェノール N.D.～170 

アルキル 

フェノー

ル類 

4-n-オクチルフェノール 

N.D. 

N.D. 
N.D.～N.D. 

ベンゾ(a)ピレン 59 130 N.D.～3,800 

ベンゾフェノン N.D.～29 

4-ニトロトルエン N.D.～4 

芳香族 

化合物 

オクタクロロスチレン 

N.D. N.D. 

N.D.～N.D. 

ビスフェノール A 8 37 N.D.～270 

2,4-ジクロロフェノール N.D. N.D. N.D.～230 

フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 160 2,400 N.D.～210,000 

フタル酸ブチルベンジル 49 N.D.～1,400 

フタル酸ジ-n-ブチル 82 N.D.～2,000 

フタル酸ジシクロヘキシル N.D.～170 

フタル酸ジエチル N.D.～32 

フタル酸ジペンチル N.D.～16 

フタル酸ジヘキシル N.D.～17 

フタル酸

エステル

類 

フタル酸ジプロピル N.D.～N.D. 

アジピン酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 

N.D.
N.D. 

N.D. N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D.～66 

「N.D.」とは、検出下限値を下回ること｡ 
 

(3) 対 策 
ア ダイオキシン類 
ダイオキシン類の排出については、段階的に規制が強化されており、平成 12 年 1 月から、（規

制の猶予期間があった）小型焼却炉等についても排出基準が適用された。このため、小型焼却

炉の多くは廃止され、届出施設数は大幅に減少した。さらに、平成 14 年 12 月からは、排出基

準が大幅に厳しくなった恒久基準が適用されている。 
平成 14 年度末のダイ特法に基づく特定施設の工場･事業所数と施設数は、64 工場･事業場、

144 施設で、その内訳は大気関係が 85 施設、水質関係 59 施設であり、全体の 93％の 134 施設

が廃棄物焼却炉の関係施設となっている。 
平成 14 年度の工場・事業場への立入調査件数は延べ 133 件であり、このうちダイ特法に基

づいて排出基準の遵守状況を確認するために、小型焼却炉・乾燥炉を設置している 9 工場 10
施設を対象に排出ガス測定を実施した。結果は全ての施設で排出基準を下回っていた。 
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イ ＰＲＴＲ制度 
  平成 13 年度の特定化学物質の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく

広島市への届出件数は総数で 270 件だった。業種別届出件数では、燃料小売業が 171 件と最も

多く、以下、製造業、自動車整備業、一般廃棄物処理業だった。 
  化学物質の排出量・移動量の合計は 2,412 トンだった。最も多いのは製造業の 2,310 トンで

全体の 96％を占めており、以下、下水道業（58 トン）、燃料小売業（12 トン）自動車整備業（12
トン）だった。また、排出先としては、大気への排出量が最も多く 89％を占めている。大気な

どの環境中等へ、排出（移動）されている物質のうち、最も多かったのはトルエンで、排出（移

動）量は 1,123 トンだった。以下、キシレン（860 トン）、塩化メチレン（108 トン）、エチル

ベンゼン（107 トン）だった。 
 

図 42  広島市において排出量・移動量の多い物質 
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