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【基本方針】 

大気環境に与える影響は、自動車交通によるも

のが大きいことから、その対策を中心に、環境負

荷低減の取組を進めます。 

 

○ 大気汚染防止対策 

(1) 自動車排出ガス対策 

自動車公害の防止と渋滞解消のため、緑地帯

を設けた道路整備や新交通システムなどの交通

機関の整備を推進するとともに、以下の取組を

行っています。 

ア 低公害車の普及促進 

窒素酸化物などの大気汚染物質や二酸化炭

素などの温室効果ガスの排出の少ない低公害

車の普及を促進するため、公用車に低公害車

を率先して導入しています。 

イ アイドリングストップ運動の推進 

啓発用ステッカーの配布や懸垂幕の掲示を

行い、ドライバー等に対して駐停車中の不必

要なエンジン稼動の自粛(アイドリングスト

ップ)を呼びかけています。 

(2) 交通対策の推進 

地球温暖化の防止 (19ページ参照) 

(3) 工場・事業場の規制及び指導 

ア 立入検査等の実施 

大気汚染防止法や県条例に基づき、排出基

準や施設の構造・使用・管理基準の遵守状況

などを把握するため、工場・事業場への立入

検査を実施しています。 

イ 季節燃料規制 

市内中心部について、冬期のビル暖房等に

起因する硫黄酸化物の発生を減らすためばい

煙発生施設に対し、地域と季節を限定して使

用する燃料を規制しています。 

(4) アスベスト対策の推進 

建築物の解体等に伴うアスベストの飛散を防

止するため、特定粉じん排出等作業の工事現場

に立ち入り、作業場の隔離、集じん･排気装置の

使用等、作業基準の遵守を指導しています。 

 

 

 

また、吹付けアスベストがある民間建築物に

おける分析調査や除去工事等に対する補助、市

有建築物の計画的なアスベスト除去などを行っ

ています。 

(5) 監視体制の充実 

大気汚染の状況を把握するため、大気測定局

を設置し、常時監視を行っています。 

また、大気測定車により、常設の大気測定局

では把握できない地域の調査を行っています。 

 
 

(6) 緊急時の措置 

大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活

環境に被害が生じるおそれがある場合には、広

島県大気汚染緊急時措置要領に基づき、一般市

民への周知を行うなどの措置により、健康被害

の未然防止に努めています。 

 

○ 悪臭の防止 

悪臭防止法の施行時から、物質濃度による規

制を行っていましたが、複合臭や規制対象外の

物質の臭いについて対応が困難であったことか

ら、平成16年1月から臭気指数による規制方式へ

変更するとともに、規制地域を市域全域に拡大

し、工場・事業場の立入検査を実施しています。 

 

○ 光害(ひかりがい)への対応 

光害は、人により感じ方が微妙に異なるため

客観的な評価が困難で、規制基準がありません。 

このため、環境省が策定したガイドラインを

利用することなどにより、良好な環境の実現に

努めています。 

１ 大気環境 

第２節 健康かつ安全な生活環境を保全し、循環型社会を 

構築する 

測定中の大気測定車 
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【基本方針】 

きれいな水は、大気と同様に、市民が安心して

生活できる環境に欠かせないものです。水環境に

与える影響は、生活排水によるものが大きいこと

から、その対策を中心に環境負荷を低減させる取

組を進めます。 

 

○ 生活排水対策の推進 

(1) 公共下水道の整備 

公共下水道の整備状況は、処理面積14,020ha、

処理人口111万4,290人で、普及率(処理人口/行

政人口)は93.9%となっています。 

＜平成26年3月31日現在＞ 

(2) 農業集落排水処理施設の整備 

農村部において、し尿及び生活雑排水を処理

する農業集落排水処理施設を整備しています。 

(3) 浄化槽の設置の促進等 

家庭用の浄化槽の普及を図るため、住宅等の

所有者の申請に基づき、本市が合併処理浄化槽

の設置と維持管理を行う市営浄化槽事業を実施

しています。 

また、適正な維持管理を推進するため、意識

啓発や法定検査の受検促進を図っています。 

 

○ 工場・事業場対策の推進 

(1) 水質汚濁防止法に基づく指導等 

工場・事業場からの排水については、水質汚

濁防止法等に基づき、立入検査・指導を行って

います。 

(2) 瀬戸内海の環境保全対策 

瀬戸内海の環境を保全するため、日最大排出

水量50㎥以上の特定事業場において、特定施設

(注)の設置や変更には、瀬戸内海環境保全特別措

置法に基づき、本市の許可が必要です。 

また、広島県が定めた総量削減計画に基づき、

日平均排出水量50㎥以上の特定事業場に対し、

定期的に排出水の汚濁負荷量の報告を求めると

ともに、規制・指導を行っています。 
注：特定施設とは、公害対策、環境対策のために規制対象として

定められた施設です。 

 

○ ゴルフ場農薬対策の推進 

農薬による水質汚濁への対策として、市内の

ゴルフ場で排出水の水質測定を行っています。 

 

 

 

○ 水質浄化の推進、監視体制の充実等 

(1) 水質浄化の推進 

河川のしゅんせつ等により、水質浄化に取

り組んでいます。 

(2) 監視体制の充実等 

水質汚濁事故の未然防止や迅速かつ的確な

対応措置等を実施するため、水質パトロール

に関する民間協力者として、25人の水質監視

員が活動しています。 

＜平成26年3月末現在＞ 

(3) 広域的な取組の推進 

太田川流域振興交流会議や、瀬戸内海環境

保全知事・市長会議に参加し、広域的な取組

を推進しています。 

 

 

【基本方針】 

市民が生活するための基盤である土壌・地盤の

状態を良好に保つための取組を進めます。 

 

○ 土壌環境の保全 

土壌汚染対策推進のため、土壌汚染対策法が

適用される工場及び事業場における有害物質の

取り扱い状況等の情報を必要に応じて利害関係

者に提供するとともに、有害物質の管理状況の

調査や適正管理の指導を行っています。 

 

○ 水の適正な循環の確保 

市街化区域内の歩道の透水性舗装などにより、

雨水の地下浸透を促進しています。 

また、マツダスタジアムにおいて、雨水をグ

ラウンド散水やトイレ用水、敷地内のせせらぎ

水路用水として再利用しています。 

下水再生水については、水資源再生センター

内で再利用しています。

２ 水環境 

３ 土壌環境等 
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【基本方針】 

騒音・振動の発生源は、交通機関が主なもので

すが、工場・事業場、建設作業、さらには、日常

生活に起因する近隣騒音など多様であり、各々必

要に応じた取組を進めます。 

 

○ 自動車騒音・振動対策の推進 

道路整備等に当たり、総合的な交通対策を推

進するとともに、必要に応じて沿道環境対策を

実施しています。 

また、関係機関にも道路騒音等の低減につい

て働きかけを行っています。 

 

道路交通騒音に係る環境基準の適合状況 

(平成25年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 鉄道騒音・振動対策の推進 

測定結果に基づき、鉄道管理者に対して防

音・防振対策を要望しています。 

 

○ 航空機騒音対策の推進 

広島へリポート周辺の一部の地域の住宅に航

空機騒音防止工事を実施しており、航空機の騒

音の実態を把握するための調査を行っています。 

 

○ 工場・事業場の対策の推進 

騒音規制法、振動規制法等に基づき、工場・

事業場等に対して、防音・防振措置、作業方法

の改善等の指導を行っています。 

 

 

また、公害苦情があった事業場等に対しては、

生活環境を保全するため、改善に向けた指導を

行っています。 

 

○ 建設作業対策の推進 

公害苦情があった建設現場等への立入検査を

行い、防音・防振方法、作業方法、作業時間の

変更等の指導を行っています。 

 

○ その他の騒音対策 

カラオケ等の深夜営業騒音や移動販売等の拡

声放送音などについては、啓発用資料配布によ

り注意を呼びかけています。 

また、法令の規制を受けないボイラー、クー

ラー音など日常生活から発生する騒音等につい

ても、発生者の協力を得ながら改善に努めてい

ます。 

 

○ 監視体制の充実 

自動車、鉄道、航空機から発生する騒音や振

動について調査を行い、現況を把握しています。 

 

 

【基本方針】 

ダイオキシン類をはじめとする有害化学物質の

環境調査を行い、市内の汚染状況を把握するとと

もに、必要な規制・指導、監視等の取組を進めま

す。 

化学物質やその環境リスクに対する不安に適切

に対応するため、化学物質に関する正確な情報を

市民、事業者、行政で共有しつつ相互に意思疎通

を図るというリスクコミュニケーションを推進し

ます。 

 

○ 工場・事業場の規制・指導 

本市では、ダイオキシン類対策特別措置法に

基づき、工場・事業場への立入調査等を行って

います。 

 

 

 

 

 

５ 有害化学物質 

昼夜間とも超過 

3.6％(約 4千戸) 

昼夜間とも適合 

94.0％(約 11万戸) 

夜間のみ適合 

0.8％(約 1千戸) 

昼間のみ適合 

1.5％(約 2千戸) 

４ 騒音・振動 
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キシレン

38.2%

トルエン

32.8%

エチルベンゼン

12.4%塩化メチレン

2.3%

塩化第2鉄

2.2%

1,2,4－トリメチル
ベンゼン
2.0%

1,3,5－トリメチ

ルベンゼン

1.8%

n－ヘキサン

1.8% その他

6.6%

PRTR－Pollutant Release and Transfer Register－とは？ 

広島市において排出量・移動量の多い物質 

 

○ PRTR制度による対策の推進 

「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」で定めら

れた、環境への排出量等を把握する制度(PRTR

制度)に基づき、届出のあった化学物質の排出

量等を、ホームページ等で公開しています。 

 

○ 監視体制の充実 

大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別

措置法で常時監視が義務付けられている有害

大気汚染物質やダイオキシン類については、市

内環境中の状況を把握するため、環境調査を行

っています。 

 

 

【基本方針】 

市民・事業者・行政の互いの協力により、ごみ

の発生を極力抑制し、どうしても発生するごみは、

経済的、技術的に可能な限り有効に利用し、最終

的に利用できないものは、適正に処分することに

より、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷の

低減を目指します。 

 

○ 廃棄物等の発生抑制（リデュース） 

(1) 環境意識の向上 

公民館等でのリサイクル講習会やごみの減

量・リサイクルに関するイベントなどを開催し

ています。 

(2) 環境教育・環境学習の推進 

ごみ減らそうデー店頭キャンペーンなどを

行っています。 

 

 

(3) 買い物袋持参運動の実施 

事業者及び消費者との協働により買い物袋

持参運動を展開しており、レジ袋無料配布の中

止に市内全域で取り組んでいます。 

平成22年6月からは、毎月1日を「広島市ごみ

減らそうデー」として、更なるごみ減量・リサ

イクルを推進しています。 

(4) 地域における活動の推進 

「広島市地域環境指導員設置要綱」に基づき、

地域環境指導員約4,000人が、地域でごみ減量

等の分別指導、意識啓発、研修会等の活動を行

っています。 

(5) 市民、事業者への情報提供 

ごみの排出量やリサイクル量、ごみ減らそう

デーの協力事業者や市民団体の取組等をホー

ムページ等に掲載しています。 ６ ゼロエミッションシティ広島の推進 

PRTRは、人体に害を及ぼす恐れのある多種多様な化
学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境に
排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外
にどのくらい運び出されたかなどのデータを把握・集
計し、公表する仕組みです。 
平成24年度の化学物質の排出量・移動量は1,414tで

した。最も排出量・移動量が多いのは輸送用機械器具
製造業(全体の49.3%)でした。 
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○ 再利用(リユース)、再生利用(リサイクル) 

の推進 

(1) 家庭ごみのリサイクルの推進 

可燃ごみの約4割を占める生ごみの資源化･

減量を図るため、生ごみリサイクル講習会の実

施や生ごみ処理機等の購入補助（平成25年度で

終了）などを行っています。 

(2) 事業ごみのリサイクルの推進 

再生可能な紙ごみの清掃工場への搬入規制、

「秘密文書リサイクルシステム」への参加の働

きかけなどを行っています。 

(3) 熱回収（サーマルリサイクル）の推進 

清掃工場でのごみ焼却余熱を、発電、給湯・

冷暖房及び近隣施設への温水供給に利用して

います。 

(4) 焼却残渣のリサイクルの推進 

安佐北工場の焼却灰をセメント原料とする

再生利用の推進に取り組んでいます。 

(5) 産業廃棄物排出業者への指導 

多量排出事業者(年間500t以上を排出する

者)に対し、減量化に向けた指導を行うととも

に、最終処分されている産業廃棄物のうち、特

にリサイクル技術が進展している汚泥などに

ついて、リサイクルの推進を図っています。 

(6) 建設副産物のリサイクルの推進 

本市が発注する建設工事については、建設副

産物（建設発生土、コンクリート塊、アスファ

ルト・コンクリート塊、木材及び建設汚泥など）

の再資源化などに努めています。 

(7) 再使用（リユース）の促進 

西部リサイクルプラザにおいて、放置自転車

の補修再生後の販売などを行っています。 

 

○ 廃棄物の適正処理の推進 

(1) 一般廃棄物処理施設の管理と整備 

紙ごみなどの搬入規制物を排除するととも

に、災害等に対応できる処理能力の確保に取り

組んでいます。 

また、整備に当たっては、地域住民との対話

を十分図るとともに、環境の保全について適正

な配慮を行っています。 

(2) 産業廃棄物処理施設の整備 

廃棄物の不法投棄などの不適正処理事案の

発生を未然に防止し、市民の生活環境の保全を

図るため、産業廃棄物の民間処理施設の適正な

整備を促進しています。 

整備に当たっては、生活環境に配慮するとと

もに、周辺住民の理解を得るよう指導を行って

います。 

(3) 産業廃棄物排出事業者等への指導・監督 

処理業者に対する立入検査や、排出事業者へ

の産業廃棄物管理票の適正運用の指導等によ

り、廃棄物処理法の遵守を指導・監督していま

す。 

また、自動車リサイクル法に基づく、使用済

自動車の適正処理等についても指導・監督を行

っています。 

さらに、ISO14001認証の取得や、優良産廃処

理業者認定制度の促進などにより、優良事業者

の育成を図っています。 

 


