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エ 行政区別人口 

国勢調査によると、昭和60年(1985年)から平成17年(2005年)の20年間で安佐南区が1.3倍、

安佐北区、佐伯区が1.2倍、西区、安芸区が1.1倍となりました。 

前回との比較でみると、中区、南区が減少から増加に転じ、また西区も横ばいから増加に

転じている一方で、安佐北区、佐伯区は減少傾向となりました。安佐南区は 10.4％増、

7.2％増と一貫して増加を続けています。 
 

表 1 区別人口の推移 
 (各年 10 月１日現在)  

 人  口  増加率（％） 
区 分 昭和 60 年 

(1985 年) 
平成 2 年 
(1990 年) 

7 年 
(1995 年) 

12 年 
(2000 年) 

17 年 
(2005 年) 

60～2 年 2～7 年 7～12 年 12～17 年 

総 数 1,051,748 1,093,707 1,117,117 1,134,134 1,154,391 4.0 2.1 1.5 1.8 

中 区 135,883 134,651 128,360 124,719 127,763 △ 0.9 △ 4.7 △ 2.8 2.4 
東 区 122,668 122,715 124,829 123,258 121,222 0.0 1.7 △ 1.3 △ 1.7 
南 区 147,541 143,938 138,208 135,467 137,874 △ 2.4 △ 4.0 △ 2.0 1.8 
西 区 169,193 178,486 178,838 179,519 184,795 5.5 0.2 0.4 2.9 
安佐南区 169,622 175,211 185,414 204,636 219,343 3.3 5.8 10.4 7.2 
安佐北区 131,019 144,446 154,079 156,387 152,716 10.2 6.7 1.5 △ 2.3 
安 芸 区 68,169 70,039 74,542 75,435 76,656 2.7 6.4 1.2 1.6 
佐 伯 区 107,653 124,221 132,847 134,713 134,022 15.4 6.9 1.4 △ 0.5 
資料：国勢調査(平成 18 年(2006 年)版市勢要覧）            
 

(2) 土地利用 

ア 地目別土地面積 

平成14年(2002年)から平成18年(2006年)までの５か年の地目別土地面積の推移をみると、

田、畑が減少し、住宅地などの宅地が増加する傾向にあります。なお、総面積については旧

湯来町の合併により増加しております。 
 

表 2 地目別土地面積の推移 
単位：千㎡                                                 （各年１月１日現在） 

増 減 
区    分  

14 年 
(2002 年) 

15 年 
(2003 年) 

16 年 
(2004 年) 

17 年 
(2005 年) 

18 年 
(2006 年) H14 年～H18 年 

(02 年～06 年) 
総面積  394,008 393,431 392,612 392,207 422,752  28,744 
宅地  78,963 79,723 80,276 80,638 81,151 2,188 
 商業地区 2,742 2,765 2,783 2,790 2,834 92 
 工業地区 8,529 8,940 8,951 8,943 9,026 497 
 住宅地区 60,320 60,640 61,124 61,439 62,016 1,696 
 その他 5,855 5,859 5,886 5,921 7,275 1,420 

田  31,973 31,627 31,345 31,103 30,837 △ 1,136 
畑  14,785 14,719 14,643 14,550 14,531 △ 254 
山林  245,592 244,807 244,065 243,778 273,792  28,200 
原野  4,250 4,243 4,185 4,171 4,354  104 
池沼  49 50 41 41 41 △ 8 
塩田、牧場、鉱泉地  － － － － 0 0 
雑種地  15,928 15,796 15,624 15,504 15,836 △ 92 
軌道用地  2,469 2,466 2,433 2,422 2,210 △ 259 
資料：平成 18 年(2006 年)版広島市統計書                    
（注）本表は、固定資産税の課税対象となる評価総地積で、公有地、公共用道路、公園などの課税対象外の

土地は含みません。 
平成 17 年度までの宅地の内訳については旧湯来町を除くため総数と一致しません。 
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アストラ
ムライン 

路面電車 

バス 
(市内分) 

ＪＲ 
(市内駅分) 

宮 島 線 
(市内駅分) 

(6) 交通の状況 

ア 公共交通機関の利用状況 

公共交通機関の一日平均乗車人員の推移は、全般的には平成８年度(1996年度)以降減少傾

向にありますが、ＪＲの乗車人員については平成15年度(2003年度)以降微増傾向にあります。 

 

図 3 公共交通機関の一日平均乗車人員の推移 

資料：広島市統計書より作成 
(注)１「ＪＲ（市内駅分）｣には、向洋、海田市駅を含みます。 

２「バス(市内分)」には､平成15年度(2003年度)から､それまでの広島電鉄㈱、広島バス㈱、広島交
通㈱、中国ジェイアールバス㈱、芸陽バス㈱及び備北交通㈱に加え､エイチ・ディー西広島㈱、
第一タクシー㈱、広交観光㈱、㈲エンゼルキャブのデータを含み、平成16年度(2004年度)から、
さらに㈱ささき観光のデータを含みます。 

 

イ 車種別自動車登録台数 

市内の登録自動車台数は、平成17年度末現在64万770台で前年度末に比べ1.1％増加しまし

た。これを車種別にみると、乗用車が37万1,842台(総数の58.0％)でほぼ横ばい、軽自動車

が18万5,667台(同29.0％)で同3.9％増、貨物用が５万6,288台(同8.8％)で同1.0％減、小型

二輪自動車が 1 万2,042台(同 1.9％)で2.9％増などとなっています。 

このほか、小型特殊自動車の軽自動車登録台数が4,939台、原動機付自転車が13万1,378台

あり、原動機付自転車のうち11万1,372台は手軽に乗れる 50cc 以下のものです。 

 

表 6 車種別登録自動車台数 
単位：台 

貨 物 用 
年 度 総 数 

普通車 小型車 
被けん 
引 用 

乗合用 
特 殊 
用途用 

乗用車 
特殊車
(大型) 

小型二輪 軽自動車 

平成 16 年度末 
(2004 年度末) 633,813 16,392 40,053 467 2,110 9,927 371,451 3,049 11,708 178,656 

17 年度末 
(2005 年度末) 640,770 16,447 39,354 487 2,134 9,772 371,842 3,025 12,042 185,667 

資料：平成 18 年(2006 年)版市勢要覧(平成 17 年度(2005 年度)に合併した旧佐伯郡湯来町の数値を含む) 
（注）小型二輪自動車は 250cc を越えるものを指します。 

(万人／日) 
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第 2節 今日の環境

１ 環境問題の概要 

我が国においては、昭和30年代(1955年～1964年)後半に始まった高度経済成長期に、重化学

工業を中心とする工業生産が飛躍的に増大し、また、新幹線、空港、高速自動車道等の交通網

が整備されるなど、国民の生活は裕福・至便になりました。しかし、これら産業活動に伴って

大気汚染や水質汚濁、騒音・振動などの都市型特有の諸問題が生じてきました。 

これらの諸問題に対応し公害対策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和42年(1967年)に

「公害対策基本法」が制定されました。昭和45年(1970年)の臨時国会を「公害国会」と位置付

け、公害追放の世論の盛り上がりを背景に「水質汚濁防止法」等公害関係14法が制定されまし

た。また、翌年には環境関係諸法の施行等の事務を一元的に行う環境庁が設置されました。 

公害関係法令の整備・充実や多くの事業者の努力などによって、産業型公害の危機的な状況

はかなり改善されてきましたが、一方では、生活排水を主因とする水質汚濁や自動車の使用に

伴う大気汚染等我々の日常生活や通常の事業活動に起因する環境問題＝都市生活型公害が各地

で発生しています。 

都市生活型公害は、従来の公害問題のように原因企業と被害住民という構造ではなく、不

特定多数のものが原因者であり、原因者が同時にその影響を受ける者になっている点が大き

く異なっています。 

昭和60年(1985年)頃から、経済のグローバル化が進み、原材料のみならず、部品や製品の輸

出入や海外旅行者数が増大する一方で、開発途上国における人口増加、貧困、自然破壊等、社

会問題とも複雑に関連する環境問題が生じました。 

また、多種多様な化学物質の使用は、環境ホルモン等の新たな環境問題を発生させ、人類を

含む地球上の全ての生物種に脅威を与えています。 

このように原因が複雑多様化し、被害の程度が地球規模で次世代にも影響を及ぼす問題を

「地球環境問題」と総称しています。 

その中でも、特に地球温暖化は今日における人類最大の課題であり､平成９年(1997年)に京

都で開催された｢気候変動枠組条約第３回締約国会議(COP3)｣において採択された「京都議定

書」が､平成17年(2005年)２月に発効しました。 

京都議定書は､先進国等の温室効果ガス排出量の削減に関する具体的な数値約束を初めて定

め､目標達成のための政策・措置の選択が各国に委ねられたこと､各国の数値約束が差異化され

たことなど重要な意味を持ち、京都議定書の発効により国際社会は地球温暖化防止のための意

味のある一歩を踏み出しました。 

我が国においては、平成14年(2002年)６月に京都議定書を受諾し、現在､その目標達成に向

けた各種施策が展開されています。 
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第３節 総合的な施策の推進

１ 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例 

本市の環境行政の根幹として、環境の保全及び創造に関する基本理念や市･市民･事業者の責

務、施策の基本方針を定める「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」を平成11年

(1999年)３月に制定し、同年４月１日から施行しました。 

 

図 4 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例の体系図 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 

第１章 総  則 

第３章 環境審議会 

(制定の趣旨)  環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市を目指し、健全で恵み豊かな環境を保全するととも
に、よりよい環境を築き、これを将来の世代に引き継いでいくために制定する。(前文) 

目  的  市民の健康で安全かつ快適な生活の確保のため、環境の保全及び創造に関する基本理念、本
市・事業者・市民の責務、施策の基本的事項を定める。(第１条) 

(用語の定義) 環境への負荷、地球環境保全、公害(第２条) 

各主体の責務と協働   ●本市の責務(第４条)     ●市民の責務(第６条) 
●事業者の責務(第５条)    ●三者の協働(第７条) 

基 本 理 念   暮らしやすい豊かな環境の継承           自然に恵まれたまちづくりの実現 
(第３条)   豊かな環境を保ちながら発展していくまちづくりの実現  地球環境をまもるための活動の推進 

●環境月間(第８条) 

第１節 地域の環境の保全及び創造(まちや自然をまもるための指針) 
●環境の保全上の支障を防止するための措置(第１０条)  ●自然との触れ合いの確保(第１２条) 
●河川等における環境の保全等(第１１条) 

●年次報告(第９条) 

第２節 環境に配慮した都市の形成の推進(環境に配慮したまちをつくるための指針) 
●環境に配慮した都市構造の形成(第１３条)    ●水の健全な循環等(第１７条) 
●開発事業における環境への配慮の促進(第１４条) ●都市緑化の推進(第１８条) 
●環境に配慮した建築物の普及(第１５条)     ●良好な都市景観の形成(第１９条) 
●環境への負荷の少ないエネルギーの利用等(第１６条) 

第３節 環境に配慮した行動様式の推進(まちに住むためのルールづくりに関する指針) 
●環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進(第２０条) ●市民等の自発的な活動の促進(第２４条) 
●資源の循環的な利用等の推進(第２１条)     ●事業者の自主的な取組の促進(第２５条) 
●情報の提供(第２２条)             ●環境への負荷の低減に資する産業の振興(第２６条) 
●環境教育の推進等(第２３条)          ●ごみの散乱の防止(第２７条) 

第４節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進 
●交通体系の整備等(第２８条)          ●環境への負荷の少ない自動車の購入等の促進(第３１条) 
●自転車及び歩行者を主体とした道路の整備(第２９条) ●自動車の停止時の原動機の停止(第３２条) 
●自動車の効率的な使用等(第３０条) 

第５節 地球環境保全の推進   ●地球環境保全に貢献できる施策の推進等(第３３条) 

第６節 施策の総合的かつ計画的な推進 
●環境基本計画(第３４条)             ●調査及び研究の実施等(第３７条) 
●施策の策定等に当たっての配慮(第３５条)     ●環境影響評価の推進(第３８条) 
●国、他の地方公共団体等との協力(第３６条) 

●環境の保全及び創造に関する基本的事項を審議する附属機関の設置(第３９条) 
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表 7 広島市環境影響評価条例の対象事業 
 

対 象 事 業 の 種 類  規模の要件の概要 

1 道路の新設又は改築の事業   

① 自動車専用道路･指定都市高速道路 新設又は改築(車線の増加に係る部分の長さが 1 ㎞以上) 

② 林道 新設(幅員 6.5m 以上、かつ、長さが 3 ㎞以上)又は改築

(幅員 6.5m 以上、かつ、幅員の増加に係る部分の長さが

3 ㎞以上) 

③ ①～②以外の道路 新設(4 車線以上、かつ、長さが 3 ㎞以上)又は改築(4 車

線以上、かつ、車線の増加に係る部分の長さが 3 ㎞以上) 

2 ダムの新築、堰の新築又は改築その他河川工事の事業   

① ダム 新築(貯水面積が 40ha 以上) 

② 堰 新築(湛水面積が 40ha 以上)又は改築(湛水面積が 20ha 以

上増加し、かつ、改築後の湛水面積が 40ha 以上) 

③ 放水路 新築(土地の形状変更面積が 40ha 以上) 

3 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業 建設又は施設の改良(改良に係る部分の長さが 1 ㎞以上) 

4 空港その他の飛行場又はその施設の設置又は変更の事

業 

飛行場の設置又は滑走路の新設、延長(250m 以上の延長) 

5 電気工作物の設置又は変更の工事の事業   

① 水力発電所 設置(1.5 万 kW 上)又は変更(1.5 万 kW 以上)の工事 

② 火力発電所 設置(5 万 kW 以上)又は変更(5 万 kW 以上)の工事 

6 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更

の事業 

  

① 廃棄物焼却施設 設置(8t/h 以上)又は変更(8t/h 以上の増加) 

② し尿処理施設 設置(100kl/日以上)又は変更(100kl/日以上の増加) 

③ 最終処分場 設置(3ha 以上)又は変更(3ha 以上の増加) 

7 公有水面の埋立て又は干拓の事業 埋立て又は干拓の区域の面積が 25ha 以上(特別区域 15ha

以上) 

8 土地区画整理事業 施行区域の面積が 40ha 以上(市街化調整区域を 20ha 以上

含む場合は 20ha 以上) 

9 住宅団地の造成事業 施行区域の面積が 20ha 以上 

10 工業団地の造成事業   

① 面積 施行区域の面積が 10ha 以上 

② 排出ガス量 工業団地における排出ガス量の合計が 4 万 N/h 以上 

③ 排出水量 工業団地における排出水量の合計が 5,000 /日以上 

11 流通業務団地の造成事業 施行区域の面積が 10ha 以上 

12 スポーツ･レクリエーション施設等の新設又は増設の事

業 

  

① 都市公園又は第二種特定工作物 新設(形状変更区域の面積が 20ha 以上) 

② ゴルフコース 新設(形状変更区域の面積が 5ha 以上)又は増設(形状変更

区域の面積が 5ha 以上) 

13 下水道の終末処理場の新設又は増設の事業 終末処理場の新設又は増設(計画処理人口 10 万人以上増

加) 

14 工場又は事業場の新設又は増設の事業  

① 敷地面積 形状変更区域の面積が 10ha 以上 

② 排出ガス量 工場又は事業場からの排出ガス量が 4 万 N/h 以上 

③ 排出水量 工場又は事業場からの排出水量が 5,000 /日以上 

15 土石等の採取の事業 新設(20ha 以上)又は増設(20ha 以上) 

16 大規模建築物の新築の事業 建築物の高さが100ｍ以上、かつ、延べ面積が10万㎡以上 

17 墓地又は墓園の新設の事業 形状変更区域の面積が 20ha 以上 

18 複合用地の造成事業 施行区域の面積が 20ha 以上(工業、流通系を含む場合は

10ha 以上) 
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５ 広島地域公害防止計画 

公害防止計画は、環境基本法第17条の規定に基づき、現に公害が著しく、かつ公害の防止に

関する施策を総合的に講じなければ、公害の防止を図ることが著しく困難である地域等につい

て、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、環境大臣の指示により関係都道府県

知事が作成し、環境大臣の同意を得て策定されるものです。 

広島地域では、昭和50年度(1975年度)に「広島･呉地域公害防止計画」（計画範囲：広島市、

呉市、府中町、海田町、熊野町及び坂町）を策定し、５年ごとに改定しながら公害の防止に関

する諸施策を推進してきました。 

平成18年(2006年)３月には、広島市の区域を計画の範囲とした「広島地域公害防止計画」が

策定され、自動車交通公害及び広島湾海域の水質汚濁を主要課題に掲げ、交通流、交通量対策、

生活排水対策等を実施することとしています。 

 

 

６ 広島市環境審議会 

「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」第39条の規定に基づき、市長の附属機関と

して広島市環境審議会を平成12年(2000年)１月に設置しました。 

環境審議会は市長の諮問に応じ、①環境基本計画に関すること、②環境の保全及び創造に関

する基本的事項等を審議します。 

委員の任期は２年で、学識経験者、関係行政機関の職員、各種団体の関係者、その他市長が

必要と認める者のうちから市長が委嘱することとしており、平成18年度(2006年度)は20名が委

員に就任しています。 

 

 

７ 広島市環境調整会議(庁内組織) 

環境の保全及び創造に関する本市の施策について総合的に調整･推進するため、「広島市環

境調整会議」を平成12年(2000 年)１月に設置しました。 

この会議は、 

① 環境局担任副市長を会長、その他の副市長を副会長、各局長等を委員とする「会議」 

② 会議の円滑な運営を図るため、環境局次長を幹事長、環境局環境政策課長を副幹事長及

び各局等の庶務担当課長を幹事とする「幹事会」 

③ 幹事会の事務を補佐するため、個別の事項について調査検討を行うことを目的に必要に

応じて設置される「分科会」 

から構成されています。 

 


