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第 7節 広島市環境基本計画の進捗状況 

 

 「広島市環境基本計画」の諸施策の実効性を高めるため、計画の中に設定した 40 項目の「数値

管理指標」について、平成 14 年度の計画の進捗状況を把握したので、その概要を以下に示す。 

 

1 自然環境が保全され人と自然がふれあうまちを目指し、将来の世代へ継承する 

施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁

生物の多様性の

確保 

【p.20】 

身近な生態系に関す
る調査に基づき、身
近な生態系の状況の
指標化を行う 

・ホームページにより、一般市民からのホタルなどの身

近な生物についての情報を収集 

p.20 

森林面積 ・平成 14 年度末現在 46,306ha（市域総面積の 62.4%）で、

平成 9 年度末現在 46,880ha に比べ 574ha（1.2%）の森

林が減少 

p.21 

森林整備面積 [定量

目標：「流域森林総合

整備計画」に掲げる

事業量] 

・造林面積 43.80ha は前年度(60.48ha)に比べ 27.6％減少

であるが、計画に掲げる事業量（39.00ha）を達成 

・保育等面積 567.57ha は前年度(522.26ha)に比べ 8.7％

増加で、計画に掲げる事業量(497.00ha)を達成 

p.22 

森林の保全及び

適正な整備 

【p.21～p.26】 

森林ボランティア

（もりメイト）育成

人数 [定量目標：30

人／年] 

・育成人数 30 人 p.25～ 

 p.26 

水辺の保全・創造 

【p.27】 

自然海岸延長及び干

潟・藻場面積 

・自然海岸延長   データなし 

・干潟面積 161.8ha（平成 8 年度） 

・藻場面積 53,395m2（平成 8 年度） 

p.27 

農地の保全 

【p.28】 
経営耕地面積 

 

・平成 12 年の経営耕地面積は 2,284ha で、平成 7 年

(2,787ha)に比べ約 503ha（18%）減少 

※ 面積は 5 年毎に公表 

p.3 

自然とのふれあい施

設等の利用者数 

 

 

 

・森林公園（154,659 人） ・安佐動物公園（432,156 人） 

・植物公園（130,630 人） ・花みどり公園 （81,380 人） 

・青少年野外活動センター （59,185 人） 

・こども村                (72,350 人)  

・少年自然の家(2 施設)   (104,500 人) 

以上 8 施設の利用者数の合計 1,034,860 人は、前年度

(1,078,343 人)に比べ 43,483 人（4.0%）減少 

※ 安佐動物公園を新規追加 

p.28～ 

 p.34 

自然とふれあう

ことのできる場

や機会の確保 

【p.28～p.38】 

自然とのふれあい事

業の参加者数 

・森林公園自然体験活動推進事業 
森林体験メニュー        （7,221 人） 
昆虫体験メニュー        （5,403 人） 

・森林（もり）だくさん体験 
森林公園管理ボランティア育成事業  （58 人） 
森林・林業体験学習事業 
キッズフォレスターズスクール    （234 人） 

・安佐動物公園自然体験活動     （13,767 人） 
・植物公園自然体験活動推進事業    （8,316 人） 
・太田川流域振興交流会議 

第 1回太田川こども大会       (120 人) 
第 2 回太田川こども大会       (120 人) 
第 3 回太田川こども大会       (120 人) 
太田川源流こどもたんけん           （76 人） 
太田川支流水内川でカヌーに乗ろう   （22 人） 
「魅惑の里」自然環境保全事業    (150 人) 
食と水と文化を考える「体験学習」  (28 人) 

・広島地球ウォッチングクラブ 
環境マップづくり          (156 人) 
似島自然探検会 (62 人) 自然環境体験会(57 人) 

・わくわく太田川こども探検隊事業    (81 人) 
以上 17 事業の参加者数の合計 35,991 人は、前年度
(37,800 人)に比べ 1,809 人(4.8％)減少 
※ 安佐動物公園、植物公園事業を新規追加 

p.34～ 

 p.38 

p.111 ～

p.112
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２ 健康かつ安全な生活環境を保全し、循環型社会を創造する 

施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁

ばい煙発生施設から排
出される硫黄酸化物及
び窒素酸化物排出量 

・硫黄酸化物排出量約 515,000m3N は前年度(約 593,000 
m3N)に比べ 13%減少（平成 13 年度） 

・窒素酸化物排出量約 1,263,000 m3N は前年度(約
1,200,000 m3N)に比べ 5.2%増加（平成 13 年度） 

p.51 

大気汚染に係る環境基
準の達成状況 
 

（二酸化硫黄） 
・一般環境大気測定局のうち測定した４局全てで環境
基準に適合。これは前年度と同じ結果 

（二酸化窒素） 
・一般環境大気測定局(７局)全てで環境基準に適合。
前年度と同じ結果 

・自動車排出ガス測定局(４局)全てで環境基準に適合。
前年度（２局）より増加 

（浮遊粒子状物質） 
・一般環境大気測定局（７局）のうち４局で環境基準
に不適合。前年度（０局）より不適合が４局増加 

・自動車排出ガス測定局（４局）のうち３局で環境基
準に不適合。前年度（０局）より不適合が３局増加 

（光化学オキシダント） 
・一般環境大気測定局(７局)全てにおいて環境基準に
不適合。前年度と同じ結果 

（一酸化炭素） 
・自動車排出ガス測定局のうち測定した２局で、環境
基準に適合。前年度と同じ結果 

p.39～ 
 p.47 

光化学オキシダント注
意報の発令回数 

・広島地区の発令回数 4回は前年度(3 回)に比べ増加 
・可部地区・海田地区の注意報の発令回数は 0 回（前
年度 0回） 

p.5 

市域内の低公害車の登
録台数 
 

・電気自動車           19 台 
・天然ガス自動車         266 台 
・ハイブリッド車         840 台(推計値) 
・低燃費・低排出ガス車(ガソリン) 54,600 台(推計値) 
〈参考〉 
市域内の自動車保有台数(小型二輪含む) 610,179 台 

p.49 

大気汚染の防止 
【p.39～p.51】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考指標＞ 
大気汚染に係る公害苦
情件数 

・苦情件数 58 件 
・解決件数 58 件（解決率 100%） 
苦情件数は、前年度(68 件)に比べ 14.7%減少 

p.75～ 
p.78 

水質汚濁に係る環境基
準の達成状況 
 

（健康項目） 
・河川 29 地点、海域 8地点全てで環境基準に適合。前

年度と同じ結果 
（生活環境項目） 
・環境基準適合率は、河川の BOD が 89.4％で、前年度
(89.9％)とほぼ同様、海域の COD が 50.4％で、前年
度(43.3％)より増加 

（その他） 
・栄養塩類(窒素・燐)について、広島湾北部、南部と
も環境基準に適合。前年度と同じ結果 

・地下水の概況調査で、ヒ素 1 地点とふっ素 2 地点で
環境基準に不適合。ヒ素は前年度と同じ。ふっ素は
前年度より 1 地点増加 

・地下水の定期モニタリング調査で、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝが 2 地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ｼｽｰ
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びふっ素が各1地点で環境基準に不
適合。前年度と同じ結果 

p.52～ 
 p.57 

公共下水道の普及率
（処理区域内人口／行
政区域内人口） 
[定量目標：平成 15 年
度末で 92.4%] 

・平成 14 年度末現在 91.1％で前年度末(90.0％)より
1.1％増加 

 

p.57～ 
 p.58 

水質汚濁の防止 
【p.52～p.61】 

＜参考指標＞ 
水質汚濁に係る公害苦
情件数 

・苦情件数 97 件 
・解決件数 97 件（解決率 100%） 
・苦情件数は、前年度(91 件)に比べ 7%増加 

p.75～ 
 p.78 
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施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁

騒音に係る環境基準の
達成状況 

（道路交通騒音） 
・住居約 90,000 戸を評価したところ、昼間・夜間とも

約 8割で環境基準に適合。前年度(約 89,000 戸中約 8
割)とほぼ同じ結果 

（鉄道騒音） 
・新幹線の鉄道騒音は、市内 3 か所 12 地点のうち、2
か所 5地点で環境基準に不適合。前年度と同じ結果 

（航空機騒音） 
・広島西飛行場周辺において、年 2回 10 地点で測定を

実施し、全ての地点で環境基準に適合。前年度と同
じ結果 

p.62～ 

 p.64 

騒音・振動の防止 

【p.62～p.66】 

＜参考指標＞ 
騒音及び振動に係る公
害苦情件数 
 

（騒音） 
・苦情件数   128 件 
・解決件数    128 件（解決率 100%） 
・苦情件数は、前年度(131 件)に比べ 2.3%減少 
（振動） 
・苦情件数     23 件 
・解決件数     23 件（解決率 100%） 
・苦情件数は、前年度(24 件)に比べ 4.2%減少 

p.75～ 

 p.78 

悪臭の防止 

【p.67】 

＜参考指標＞ 
悪臭に係る公害苦情件
数 

・苦情件数   85 件 
・解決件数    85 件（解決率 100%） 
・苦情件数は、前年度(95 件)に比べ 10.5%減少 

p.75～ 

 p.78 

有害化学物質に係る環
境基準の達成状況 
 

（有害大気汚染物質） 
・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､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝについて、
一般環境 2 地点、道路沿道 1 地点、工業地域 1 地点
での年 12 回調査の結果、全ての地点・項目で環境基
準に適合。前年度と同じ結果 

（ダイオキシン類） 
・大気については 5 地点で調査した結果、全ての地点
で環境基準に適合。前年度と同じ結果 

・水質について河川 9 地点、海域 4 地点、地下水 5 地
点で調査し全て環境基準に適合。前年度と同じ結果 

・土壌について一般環境 28 地点、発生源周辺 20 地点
で調査し全て環境基準に適合。前年度と同じ結果 

p.68～ 

 p.70 

有害化学物質対

策の推進 

【p.68～p.72】 

 

PRTR 制度に基づく化学
物質の排出量・移動量 

・PRTR 法施行後、14 年度がはじめての調査 
・化学物質の排出量・移動量は 2,412 ﾄﾝ(平成 13 年度) 

p.72 

ごみ排出量 
[定量目標：「広島市一
般廃棄物（ごみ）処理
基本計画」に掲げる減
量目標の達成] 

・ごみ総排出量は 443,866 ﾄﾝで、前年度(451,164 ﾄﾝ)
に比べ約 7 千ﾄﾝ(1.6％)減少し、減量目標値 460,620
ﾄﾝを達成（排出量実績/減量目標値＝0.964） 

p.82 

ごみ減量優良協力店
（あららの店）の登録
店舗数 

・平成 14 年度末の登録店舗数は 172 店で、前年度と同
数 

p.85 

事業系一般廃棄物減量
化計画書における紙ご
みの資源化量 

・平成 13年度の資源化量は 30,869 ﾄﾝで、前年度（27,725
ﾄﾝ）に比べ 3,144 ﾄﾝ(11.3％)増加 

p.85～ 

 p.86 

ミニオフィス町内会方
式による紙ごみ回収量 

・紙ごみ回収量は 184 ﾄﾝで、前年度(156 ﾄﾝ)に比べ 28 ﾄ
ﾝ(17.9％)増加 

p.85 

一般廃棄物の減

量とリサイクル、

適正処理の推進 

【p.82～p.86】 

秘密文書回収量及び再
生品納品量 

・秘密文書回収量は 964 ﾄﾝで、前年度(991 ﾄﾝ)に比べ
27 ﾄﾝ(2.7％)減少 

・再生品（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ）納品量は約 56 万個で、前年
度に比べ約 5 千個(0.9％)増加 

p.85～ 

p.86 

産業廃棄物対策

の推進 

【p.86～p.89】 

廃棄物の発生量及び減
量化率 
[定量目標：「広島市産
業廃棄物処理指導計
画」に掲げる減量化率
の達成 

・平成 10 年度の産業廃棄物の発生量 209.9 万ﾄﾝ 
・平成 10 年度の産業廃棄物の減量化率 87.3% 
・「広島市産業廃棄物処理指導計画」は現在のところ未

策定であるため、国が平成 13 年度に定めた基本方針
(*)における減量化率の目標値を本市の目標値とし
ている。（目標値：平成 17 年度 92%、平成 22 年度：
93%） 

*「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」 

p.87 
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施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁

市域内の自動車保有台

数 

・平成 13 年度末の自動車保有台数(小型二輪含む)は

610,179 台で、前年度末(604,898 台)に比べ 5,281 台

(0.9%)増加 

p.8 環境への負荷の

少ない交通体系

の構築 

【p.92～p.94】 公共交通機関の利用者

数 

・平成 13 年度末の公共交通機関の１日当りの利用者総

数は約 573,000 人で、前年度(約 586,000 人)に比べ

13,000 人（2.2%）減少 

p.8 

 

 

３ 潤いと安らぎのある都市環境を保全し、創造する 

施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁 

都市の緑の保全

と緑化の推進 

【p.95～p.99】 

市民１人当たりの公園

緑地面積 

[定量目標：「広島市緑

の基本計画」に掲げる

目標水準（約 20ｍ2／

人・平成 22 年度）の達

成] 

・平成 14 年度末の都市公園の開設状況は、1,054 か所、

860.2ha 

・市民１人当り 7.59 ㎡で、前年度(7.48 ㎡)より 0.11

㎡(1.5%)増加 

 

※ 公園緑地の中心的施設の都市公園については、目

標年次（平成 22 年）には約 10ｍ2／人とすることを

目標としている。（「広島市緑の基本計画」） 

p.98 

水辺空間の整備 

【p.99～p.100】 

環境に配慮した河川及

び海岸の整備延長 

・河川については、親水性護岸、ホタル護岸、護岸緑

化など総延長約 8.5km を整備 

・海浜については、宇品内港地区の緑地整備及び五日

市地区の人工干潟整備を実施 

p.99 

～p.100

 

４ 地球環境の保全に積極的に貢献する 

施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁 

部門別エネルギー消費

量 

・2001 年度の部門別エネルギー消費量(単位：1,000kl) 

  ・産業部門  421 （20.1%）  

・家庭部門   557 （26.5%） 

・業務部門   437 （20.8%） 

  ・運輸部門   684 （32.6%）    

    計   2,099 （100%） 

p.103 

 

温室効果ガスの排出量 ・2001年度の排出量は636.8万ﾄﾝ-CO2で、基準年度（1990

年度）の排出量 636.5 万ﾄﾝ-CO2 に比べ 0.3 万ﾄﾝ-CO2 

(0.05%)増加 

p.103 

 

地球温暖化の防

止 

【p.103～p.104】 

 

市内における新エネル

ギーの導入状況 

（公共・産業等用太陽熱） 

・平成 14 年度末現在のソーラーシステムの設置数は 20

件(前年度 20 件)で、主に給湯用に使用 

 （公共・産業等用太陽光発電） 

・平成 14 年度末現在の 10ｋW 以上の設置数は 12 件(前

年度 8件) 

(天然ガスコージェネレーション) 

・平成 14 年度末現在、29 施設(前年度 23 施設)が設置 

（ごみ焼却余熱利用） 

・清掃工場 5施設のうち 4施設にごみ発電、全ての施設

からのごみ焼却余熱を、施設内の給湯、冷暖房等に利

用 

 （消化ガス利用） 

・下水処理場 1 施設において消化ガス発電を導入（発電

能力 650kw） 

p.103 ～

p.104
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５ 市民・事業者・市の協働により環境の保全と創造に取り組む 

施 策 数値管理指標 平成 14 年度の進捗状況 対照頁 

環境情報の収集

と提供 

【p.109】 

広島市環境局のホーム

ページへのアクセス件

数 

・市民、事業者等による「広島市環境局のホームペー

ジ」へのアクセスは 43,033 件で、前年度(23,221 件)

に比べ 19,812 件（85.3%）増加 

p.109 

「環境サポーター」の

登録人数 

[定量目標：50 人／年

（平成 15 年度まで）] 

・登録者数は 59 人 

・平成 7 年度から平成 14 年度までの総登録者数は 410

人 

p.113 ～

p.114

環境教育・学習の

推進 

【p.110～p.116】 

「出前環境講座」の開

催回数及び受講者数 

・開催回数は 17 回で、前年度(13 回)に比べ 4回増加 

・受講者数は 1,369 人で、前年度(1,007 人)に比べ 362

人増加 

p.114 

(財)広島市ひと・まち

ネットワークが運営す

る「広島まちづくりボ

ランティア情報ネッ

ト」の「環境保全」の

分野に登録されている

団体数 

・平成 14 年度末現在「環境保全」の分野に登録されて

いる団体数は 31 団体で、前年度末(30 団体)に比べ 1

団体増加 

 

 ※ 平成 14 年度から「広島まちづくりボランティア

情報ネット」は「ひろしま情報 a-ネット」に改称 

p.117 ～

p.118

市民、事業者等の

自主的な活動の

促進 

【p.117～p.118】 

市内における ISO14001

規格の認証取得済事業

所数 

・平成 14 年度末現在の認証取得事業所数は 94 事業所

で、前年度(63 事業者)に比べ 31 事業所(49.2%)増加 

p.118 

市の率先取組の

推進 

【p.119～p.121】 

広島市役所環境保全実

行計画に掲げる定量目

標の達成状況 

・数値目標 14 項目のうち「石けんなど洗剤使用量」、「廃

棄公用車からのフロン回収率」及び「建設発生土のリ

サイクル率」の 3 項目が平成 17 年度の数値目標を達

成 

p.119 

 


