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基本目標 4 さわやかな空ときれいな水のある環境負荷の少ないまちをめざします

【基本目標（再掲）】

【施策体系（再掲）】
「さわやかな空ときれいな水のある環境負荷の少ないまちをめざします」の施策体系は以下のとお

りです。

図3-4-1 「さわやかな空ときれいな水のある環境負荷の少ないまちをめざします」の施策体系

私たちの健康で安全・安心な生活を支える重要な要素である良好な大気環境や水環境を大切

に保全していくとともに、快適な生活環境を維持するため、騒音、振動、悪臭等の都市型公害

に対しても、市民ニーズを踏まえ適切に対応していく必要があります。また、近年、顕在化し

ている土壌汚染や環境中に排出される化学物質は、将来の世代へも悪影響を及ぼすおそれがあ

り、その対策が課題となっています。

このため、環境の状況を把握するための調査、公害等の発生源に対する規制、その他環境へ

の負荷を低減するための施策を推進することにより、さわやかな空ときれいな水のある環境負

荷の少ないまちをめざします。

【基本目標】 【施策体系の柱（上位）】 

4-1 大気環境の保全 

4-2 水環境の保全 

4-3 土壌・地盤環境の保全 

4-4 生活環境の保全 

4-5 化学物質対策の推進 

さわやかな空ときれいな水の
ある環境負荷の少ないまちを
めざします 

第3章施策の展開
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１－１　環境教育の推進

（１）現況と課題
ア）現況
大気質については、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダン

トについて環境基準が定められています。

市では、この５項目の状況を把握するために一般環境測定局（以下、一般局という。）10局と自

動車排出ガス測定局（以下、自排局という。）６局を設置しています。

大気質の状況は、光化学オキシダントを除く全項目で環境基準を達成しています。光化学オキシ

ダントは、工場・事業場等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）などの大気汚染

物質が太陽光と化学反応を起こすことにより生成されます。環境基準達成状況は全国的に各都道府

県とも低く、0.1％と報告されています。

環境基準の全項目達成・維持をめざして、引き続き工場・事業場の監視・指導に努めています。

また、石綿による健康被害が社会問題になっていますが、市では、「さいたま市生活環境の保全に

関する条例」の中で、建築物等の解体工事における作業基準を設定し、施工者に対して、石綿を含

む建築材料の使用の有無に関する事前調査の実施、飛散性石綿を扱う際の環境中の石綿濃度の測定、

石綿排出作業後の完了報告書の提出などを義務付けています。

4－１　大気環境の保全
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図3-4-2 二酸化硫黄の年平均値の推移
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図3-4-3 二酸化窒素の年平均値の推移
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図3-4-4 一酸化炭素の年平均値の推移
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図3-4-6 光化学オキシダントの昼間の年平均値の推移
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図3-4-5 浮遊粒子状物質の年平均値の推移
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また、長期暴露による健康への影響が

懸念されるベンゼンやトリクロロエチレ

ン等の有害大気汚染物質について、モニ

タリング調査を継続的に実施していま

す。環境基準が設定されている４物質

（ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロ

ロエチレン、テトラクロロエチレン）に

ついては、全ての地点で基準を満たして

います。

イ）課題
光化学オキシダントの発生は、市外の

工場や事業場から排出された物質が市内

に流れてくることが大きな要因になって

います。そのため、環境基準を達成させるためには、広域的な取組を行っていくことが必要です。

引き続き、環境基準の全項目達成・維持をめざす必要があります。

自動車排出ガスについては、国や県、九都県市など周辺自治体と連携し、ディーゼル車の運行規

制や「自動車NOx・PM法」の車種規制などを推進するとともに、次世代自動車の普及や利用拡大、

円滑な交通量・交通流など環境への負荷の少ない交通体系の確立など、移動発生源対策に努める必

要があります。

平成21年９月に環境基準が新たに設定された微小粒子状物質（PM2.5）は粒径が小さいことから、

気管支や肺の奥深くまで入りやすく健康への影響が大きいとされています。今後、自動測定機での

測定などを実施し、現状を把握するとともに環境基準の達成に努めます。

また、建築物の解体が今後増加することから、石綿の飛散防止対策の徹底が一層重要になります。

（２）個別目標

図3-4-8 光化学スモッグの発令回数の推移
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自動車単体対策、交通量対策、交通流対策、道路構造・沿道対策等の移動発生源対策を推

進するとともに、工場・事業場等の固定発生源対策、石綿対策、揮発性有機化合物（VOC）

対策など、大気環境の保全に努めます。

第3章施策の展開
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図3-4-9 有害大気汚染物質の年平均値の推移
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図3-4-7 光化学オキシダントの原因物質
非メタン炭化水素（午前6時から9時）
の年平均値推移
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「大気環境の保全」の指標及び数値目標は下表のとおりです。

表3-4-1 「大気環境の保全」の指標及び数値目標

（３）施策展開の方向
「大気環境の保全」の施策体系は以下のとおりです。

図3-4-10 「大気環境の保全」の施策体系

施策体系の柱（下位）の施策・事業等、実施の方向性は以下のとおりです。

①固定発生源対策の推進
【工場・事業場からの大気汚染防止】
・工場・事業場への立入検査により、大気汚染物質の削減に向け、燃料の良質化や適切な施設の
維持管理及び排出基準等の遵守について指導します。

・野焼き防止については、パンフレット等における啓発や現地調査による指導により、未然防止
に努めます。

【石綿対策】
・建築物解体時における石綿の飛散防止を徹底するため、作業基準等の遵守に関し立入検査で確
認し、石綿の除去作業を適正に実施するよう指導します。

・一般環境中の石綿モニタリング調査を継続的に実施し、石綿濃度の実態把握に努めます。
【揮発性有機化合物（VOC）対策】
・光化学オキシダントの主な原因である揮発性有機化合物（VOC）について、工場・事業場への
立入検査をすることにより、VOC排出量の削減に向け、適切な施設の維持管理や排出基準の遵

守について指導します。

現況値 
（平成21年度） 

目標値 
（平成32年度） 

一般局における大気汚染に係る環境基準達成率 
（二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質） 
（環境対策課） 

自排局における大気汚染に係る環境基準達成率 
（二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質） 
（環境対策課） 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

有害大気汚染物質に係る環境基準達成率 
（ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、 
テトラクロロエチレン） 
（環境対策課） 

100％ 100％ 

0.26ppmC 0.20ppmC
光化学オキシダントの原因物質の濃度 
（非メタン炭化水素(午前６時から９時)の年平均値） 
（環境対策課） 

次世代自動車登録台数【再掲 表3-3-1】 
（交通環境政策課） 9,875台 

12,000台 
（平成24年度） 

【施策体系の柱（上位）】 【施策体系の柱（下位）】 

①固定発生源対策の推進 

②移動発生源対策の推進 

大気環境の保全 
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・規制の対象でない工場・事業場に対しても、VOC排出量の削減に向けた施設などの改善を助言
し、また、事業者の創意工夫による自主的取組を推進します。

②移動発生源対策の推進
【自動車単体対策の推進】
・大気汚染物質の常時監視を継続して行い、自動車排出ガス汚染の実態把握に努めるとともに、
九都県市など周辺自治体と連携して、次世代自動車等の導入促進、ディーゼル自動車排出ガス

規制等により、広域的な自動車排出ガス対策を推進します。

・道路交通騒音・振動については、継続して調査し、道路の適正維持、低騒音舗装等により緩和
に努めます。

・市は電気自動車普及のための施策であるE-KIZUNA
イ － キ ズ ナ

Project
プロジェクト

等を実施し、公用車への次世代自動

車の導入を率先して推進するとともに、市民や事業者に対して次世代自動車の導入が促進され

るよう、補助制度の創設などの優遇策や充電設備を充実させたセーフティネットワークの構築

を推進します。【再掲３－１（３）②】

・市は率先してエコドライブの実践に努めます。
・市民、事業者等に対しては次世代自動車の導入やエコドライブの普及を推進します。
【交通量対策】
・鉄道やバスといった公共交通機関の利用を呼びかけるとともに、近距離の移動には自転車の利
用や徒歩を呼びかけるなど、環境負荷の少ない移動手段への転換を推進します。【再掲１－３

（３）①】

・市は率先してマイカー通勤の自粛などに努めます。
・通勤や通学等では、マイカーに頼るばかりでなく、徒歩、自転車、公共交通機関等を上手に利
用したエコ通勤、ノーマイカーデーの実施を推進します。【再掲３－１（３）②】

・サイクルアンドバスライドの推進や公共交通機関の整備などを進めます。
【交通流対策】
・駐車場案内システムの効率的な運用方法の検討、違法駐車の削減、渋滞の解消など、円滑な交
通を確保するための対策を計画的に推進します。

【道路構造・沿道対策】
・幹線道路沿道には、大気の浄化や防災の機能を有する緑化を推奨するとともに、歩道の車道側
に植樹等を設けるよう努めます。また、自動車騒音、振動の予防に向けて、道路の適正な維持

管理や低騒音舗装等の整備を推進します。

第3章施策の展開
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１－１　環境教育の推進

（１）現況と課題
ア）現況
公共用水域については、河川の利用目的に応じて類型が指定されており、類型ごとに水素イオン

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）等の生活環境

項目について環境基準が定められています。

市では、これらの項目について市内を流れる鴨川、芝川、元荒川、綾瀬川等の10河川23地点で常

時監視を行っています。そのうち、埼玉県の測定計画に基づく調査を行っている5河川のうち主要な

鴨川、荒川及び綾瀬川におけるBODの年間75％

水質値は右図のように推移しています。なお、

カドミウム、シアン等の健康項目の環境基準に

ついては、平成21年度は全地点・全項目におい

て年平均値で環境基準を達成しました。

また、公共用水域の水質保全、都市洪水の防

止などを目的に、公共下水道の整備を促進し、

下水道整備区域内における公共下水道普及率の

向上を図っています。

平成21年度末の公共下水道普及率は86.6％

で、前年と比べ1.6ポイント向上して、目標とす

る平成24年度末における普及率90％に近づいて

います。

イ）課題
今後、水質汚濁の改善のためには、公共下水

道未整備区域の工場・事業場への監視や指導、

公共下水道の整備促進、合併処理浄化槽の普

及・促進、緑地や樹林地の保全の他に、河川水

量確保のための雨水貯留や地下浸透、市民、事

業者、市のパートナーシップによる河川環境の

クリーン作戦の実施などが必要です。また、水生生物の生息の視点からの水質保全についても検討

していく必要があります。

さらに、河川管理者や流域周辺自治体との連携した対策も必要です。

（２）個別目標

４－２　水環境の保全

健全な水循環の保全・再生を推進するとともに、工場・事業場の排水対策や生活排水対策

等を推進するなど、水環境の保全に努めます。
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図3-4-11 河川のＢＯＤ年間75％水質値の
環境基準達成率の推移
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図3-4-12 公共下水道普及率の推移
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「水環境の保全」の指標及び数値目標は下表のとおりです。

表3-4-2 「水環境の保全」の指標及び数値目標

（３）施策展開の方向
「水環境の保全」の施策体系は以下のとおりです。

図3-4-13 「水環境の保全」の施策体系

施策体系の柱（下位）の施策・事業等、実施の方向性は以下のとおりです。

①水質汚濁防止対策の推進
【水質の改善】
・河川の常時監視を実施し、河川の汚濁状況を把握します。工場・事業場の監視及び規制を行い、
排水管理の徹底を指導するとともに小規模事業場の指導に努めます。

・ゴルフ場については、水質を調査し、農薬等の適正管理について指導します。
・主要河川については、国や県、流域周辺自治体との広域的連携により、浄化導水事業など適切
な水質保全対策を行います。油類の流出などの水質異常事故を未然に防止するためには、危険

物関連施設への指導や事故防止に向けた普及・啓発を図るとともに、緊急時には他の自治体と

連携して適切に対応します。

【環境の監視と調査研究の充実】
・河川の水質保全のために、河川の監視体制、水質の調査、水質汚染の削減・防止に向けた研究
などの充実を図ります。

②生活排水対策の推進
・河川等の公共用水域の汚濁負荷量を削減するために、公共下水道の整備により水洗化を促進す
るとともに、雨天時の合流改善対策として貯留管の整備などを行います。

【施策体系の柱（上位）】 【施策体系の柱（下位）】 

①水質汚濁防止対策の推進 

②生活排水対策の推進 

③水循環の保全・再生 

水環境の保全 

現況値 
（平成21年度） 

目標値 
（平成32年度） 

水質汚濁に係る環境基準達成率 
（BOD75％水質値達成地点/測定地点） 
（環境対策課） 

公共下水道普及率 
（下水道計画課） 

公共施設への雨水貯留タンク設置数（学校） 
（環境対策課） 

水道使用量（市民一人一日あたり） 
（経営企画室） 

74％ 

86.6％ 

3件 

305R

85％ 

90.0％ 
（平成24年度） 

15件 
（平成25年度） 

順次減少 

第3章施策の展開
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・公共下水道の事業計画認可区域外においては、合併処理浄化槽の普及・促進、浄化槽の適正な
維持管理を指導します。

③水循環の保全・再生
・樹林地の保全や緑地、公園等の整備により水源のかん養機能の維持に努めます。地下水の揚水
規制などにより、湧水や伏流水、地下水の再生を図ります。

・雨水浸透を促進するために、透水性舗装や、公共施設への雨水浸透マスなどの整備を率先して
行うとともに、市民や事業者には、雨水浸透マスの普及・啓発に努めます。

・適切な水利用のためには、公共施設において率先して、節水機器の導入やこまめな止水などの
節水対策に努めるとともに、雨水利用システムの導入、排水や下水処理水の雑用水としての再

利用などを推進します。

・市民や事業者には、節水機器の導入や漏水の早期発見の指導、節水や雨水利用等による水の有
効利用に向けた普及・啓発に努めます。
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（１）現況と課題
【土壌・地下水汚染】
ア）現況
土壌については、カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム等27物質について、また、地

下水についても26物質について、環境基準が定められています。

過去に利用したトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物やカドミウム等の重金属による土壌・

地下水汚染が、ISO取得や再開発の際の調査で発見されるようになりました。また、近年法令の整備

が進み、「埼玉県生活環境保全条例（平成14年施行）」（現在は平成21年施行の「さいたま市生活環

境の保全に関する条例」）、「土壌汚染対策法（平成15年施行）」に基づき土壌汚染の調査が行われて

います。平成21年度末時点の土壌汚染箇所数は14件となっています。このうち、地下水汚染を生じ

ている箇所は10件あります。

地下水に関しては、テトラクロロエチレン等28物質について環境基準が定められており、平成21

年度の常時監視調査では、概況調査の2地点で硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素が、1地点で砒素
ひ そ

が環

境基準を超える濃度で確認されました。

また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について

は12地点、砒素については3地点で汚染井戸周

辺地区調査を実施し、硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素については5地点、砒素については1地点で

環境基準を超える濃度で確認されました。地下

水の定期モニタリング調査では、平成21年度は、

市内17地点で調査を行い、6地点で硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素、1地点で砒素が環境基準を超

える濃度で確認されました。

イ）課題
土壌汚染や地下水汚染の未然防止対策を推進するとともに、土壌汚染や地下水汚染が発覚した時

の事業者に対する指導や市民への情報提供など、対応を迅速かつ的確に行う必要があります。

【地盤沈下】
ア）現況
平成21年度は、市内の85か所で地盤沈下の観測を行いました。なお、最近5年間の累積で最大沈

下量を示した地点は大宮区下町で、平成17年度から21年度の5年間の累積沈下量は19.9mm、平成

21年度に最大沈下量を示した地点は岩槻区鹿室で2.1mmでした。また、市内3か所で地下水位、地

盤沈下の監視を行っており、地下水位･地盤ともに大きな変動はありませんでした。

イ）課題
今後も、地盤沈下の未然防止に向けて、地下水揚水量の削減や水の合理的利用など地下水源の保

全を図るとともに、地盤沈下の継続的な監視を行うなど、地盤沈下の防止に努める必要があります。
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図3-4-14 地下水の常時監視調査に係る
環境基準達成率の推移
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（２）個別目標

「土壌・地盤環境の保全」の指標及び数値目標は下表のとおりです。

表3-4-3 「土壌・地盤環境の保全」の指標及び数値目標

（３）施策展開の方向
「土壌・地盤環境の保全」の施策体系は以下のとおりです。

図3-4-15 「土壌・地盤環境の保全」の施策体系

施策体系の柱（下位）の施策・事業等、実施の方向性は以下のとおりです。

①土壌・地下水汚染対策の推進
【土壌・地下水汚染対策】
・工場・事業場の移転や建替えに際して、土壌・地下水汚染の状況を調査するよう指導するとと
もに、汚染が明らかになった場合は、浄化対策や市民への周知などの指導を行います。

・地下水については、引き続き監視し、汚染の早期発見に努めるとともに、汚染の除去方法など
の調査及び研究を推進します。

【環境の監視と調査研究の充実】
・土壌や地下水の保全のために、土壌汚染や地下水汚染に対する監視体制、土壌汚染や地下水汚
染の削減・防止に向けた研究などの充実を図ります。

②地盤沈下の防止
【地盤沈下の防止】
・水準測量や観測井戸における地下水位の常時監視を行うなど、地盤沈下の状況を把握するため
の監視を引き続き行います。

・地盤沈下の防止のために、工場や事業場等による地下水の揚水を規制するとともに、建築物用
地下水の使用抑制を指導します。また、雨水の地下浸透を促進することにより、地下水量の確

保に努めます。

【環境の監視と調査研究の充実】
・地盤沈下の防止のために、地盤沈下に対する監視体制、地盤の状況に関する調査、地盤沈下の
防止に向けた研究などの充実を図ります。

有害物質等による土壌・地下水汚染対策や、人為的な地盤沈下対策等を推進するなど、土

壌・地盤環境の保全に努めます。

現況値 
（平成21年度） 

目標値 
（平成32年度） 

単年度沈下量2cm以上の面積 
（環境対策課） 0km２ 0km２ 

【施策体系の柱（上位）】 【施策体系の柱（下位）】 

①土壌・地下水汚染対策の推進 

②地盤沈下の防止 

土壌・地盤環境の保全 
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（１）現況と課題
【騒音・振動】
ア）現況
自動車騒音の環境基準の維持達成をめざして、市では、平成17年度に市内の高速自動車国道、一

般国道、県道及び4車線以上の市道を142の評価区間に分割し、すべての区間を6ヵ年で監視する計

画を策定しました。平成21年度は、10地点で測定を実施し、13路線26区間について面的評価を行

いました。平成21年度評価区間では、国道122号線（岩槻区平林寺－岩槻区本町）間で昼夜環境基

準達成率が40.0％で最も低い状況でした。また、評価区間全体の昼夜環境基準達成率は93.7％でし

た。

市内の新幹線鉄道の騒音・振動については、北区の吉野町と今羽町の2地点で、軌道中心から25m

と50mの地点で測定しています。平成21年度の騒音レベルは、両地点で環境基準の70dB以下、振

動レベルも両地点とも指針値の70dB以下でした。

平成21年度の規制対象工場・事業場（特定工場等）数は、「騒音規制法」に関して984工場

（6,629施設）、「振動規制法」に関して492工場（3,069施設）でした。また、比較的大きな騒音・

振動を発生する可能性がある特定建設作業については、事前に市長へ届出を行うことが義務付けら

れていますが、平成21年度の届出件数は、騒

音に関するもの274件、振動に関するもの151

件でした。

一方、騒音・振動の発生源の状況に対して、

申し立てがあった苦情件数は、平成21年度は

騒音174件、振動33件でした。騒音に関する

苦情件数は大気汚染に次いで多く、特に家庭

生活や店舗の営業が原因となる近隣騒音、深

夜営業騒音に関する苦情が増えています。

イ）課題
開発等で地域環境は年々変化することから、

市内の道路や鉄道について、計画的かつ継続

的に監視し、生活環境の支障となるような騒

音・振動の発生に対して、適切な対策が図ら

れるよう各管理者に情報提供を行うなど対策

を講ずる必要があります。

【悪臭】
ア）現況
市では、「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物

質濃度及び平成21年度から「さいたま市生活

環境の保全に関する条例」に基づく臭気指数

で悪臭規制を行っています。

苦情があった事業所に対しては、施設の維

第3章施策の展開

４－４　生活環境の保全
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図3-4-16 騒音・振動に関する苦情件数の推移
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図3-4-17 悪臭に関する苦情件数の推移
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持管理の適正化と悪臭の発生防止に努めるよう行政指導を行い、必要に応じて調査を実施していま

す。平成21年度の悪臭に関する苦情は88件で、平成15年度から100件前後で推移しています。

イ）課題
「さいたま市生活環境の保全に関する条例」の施行により、新たに規制対象となった事業場に対し、

規制の周知徹底を図り、基準の遵守を指導する必要があります。また、新たに設置される事業場に

ついては、悪臭防止対策を推進し、公害を未然に防止する必要があります。

【光害・TV電波受信障害・日照障害等】
ア）現況
都市化に伴って発生する光害、ＴＶ電波受信障害、日照障害が近年社会問題になってきています。

市では、光害、ＴＶ電波受信障害、日照障害に対する市民からの苦情への対応を行ってきました。

特に、光害の防止については、平成21年度から「さいたま市生活環境の保全に関する条例」の中で、

照明機器による人の諸活動や動植物に悪影響を与える光害の防止を定め、特にサーチライト等の使

用については原則禁止としています。

イ）課題
都市化の進展に伴い、良好な光環境の創造が課題となっています。

ＴＶ電波受信障害や、日照障害等の解決にあたっては、関係者同士の話し合いが不可欠ですが、

相隣関係による民事的な問題であることから市が積極的に介入することはできません。

（２）個別目標

「生活環境の保全」の指標及び数値目標は下表のとおりです。

表3-4-4 「生活環境の保全」の指標及び数値目標

騒音・振動対策、悪臭対策等を推進するとともに、光害への適切な対応、公害苦情の迅

速・適切な処理など、快適な生活環境の保全に努めます。

現況値 
（平成21年度） 

目標値 
（平成32年度） 

道路交通騒音に係る環境基準達成率 
（環境対策課） 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成率 
（環境対策課） 

騒音・振動・悪臭に関する公害苦情解決率 
（環境対策課） 

93.7%

100%

98.3%

100%

100%

100%
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（３）施策展開の方向
「生活環境の保全」の施策体系は以下のとおりです。

施策体系の柱（下位）の施策・事業等、実施の方向性は以下のとおりです。

①騒音・振動対策の推進
・道路交通騒音・振動、新幹線鉄道騒音・振動に対しては、引き続き監視し、必要に応じ管理者
への要請などを行います。

・工場・事業場からの騒音・振動については、引き続き規制及び指導を行います。
・特定建設作業に伴う騒音・振動、粉塵等については、規制の遵守について指導を行います。
②悪臭対策の推進
・工場・事業場からの悪臭については、規制及び指導を行うとともに、規制基準の周知徹底によ
り、公害の未然防止に努めます。

③光害への対応
・光害の防止については、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に基づき、適切に対応します。

【施策体系の柱（上位）】 【施策体系の柱（下位）】 

①騒音・振動対策の推進 

②悪臭対策の推進 

③光害への対応 

生活環境の保全 

図3-4-18 「生活環境の保全」の施策体系

第3章施策の展開
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１－１　環境教育の推進

（１）現況と課題
【ダイオキシン類】
ア）現況
ダイオキシンについては、平成11年に「ダイ

オキシン類対策特別措置法」が制定されて以来、

対策が講じられてきました。

市では、平成21年度に、一般大気環境９地点、

河川水７地点（５河川）、河川底質６地点（４河

川）、土壌４地点、地下水１地点のダイオキシン

類の濃度調査を実施しました。

平成21年度の一般大気環境については、環境

基準（0.6pg-TEQ/m3）を大きく下回るレベル

を維持しており、河川水については、１地点で

基準を超過しました。

各調査地点のダイオキシン類濃度は年々低下

する傾向にあります。

イ）課題
ダイオキシン類環境調査では、環境基準をほぼ達成している状況にありますが、さらに発生源対

策を進める必要があります。

【公共用水域における内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）】
ア）現況
内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）は、生物の体内でホルモンの働きを乱し、生殖器の奇形

や性行動異常を引き起こす恐れのある物質で、平成10年ごろから注目されています。

市は平成14年度から、３河川（芝川、鴨川、綾瀬川）５地点で、河川水に含まれる13種類の内分

泌かく乱化学物質の調査を行っています。平成21年度の公共用水域における予測無影響濃度超過率

は80.0％で、前年度と同じ結果となりました。

河川の底質（川底の土・泥等）に含まれる内分泌かく乱化学物質については、５物質を対象とし

て、河川水の調査と同じ、市内の３河川５地点で調査しました。その結果、２～５種類の内分泌か

く乱化学物質がいずれの地点でも確認されました。

イ）課題
内分泌かく乱化学物質は、事業活動、農業、生活に伴って排出されるとされています。工場・事

業場や農業等で使用される化学物質の適正管理の徹底に努める必要があります。また、内分泌かく

乱化学物質は、生態系や人間の健康への影響が十分に解明されていないことから、国や県と連携し

て情報収集に努めるとともに、化学物質による汚染状況の把握、市民や事業者などへの情報の提供、

調査・研究等に努める必要があります。

４－５　化学物質対策の推進
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図3-4-19 大気中のダイオキシン類濃度の推移
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（２）個別目標

「化学物質対策の推進」の指標及び数値目標は下表のとおりです。

表3-4-5 「化学物質対策の推進」の指標及び数値目標

（３）施策展開の方向
「化学物質対策の推進」の施策体系は以下のとおりです。

施策体系の柱（下位）の施策・事業等、実施の方向性は以下のとおりです。

①化学物質による環境リスクの低減
・大気・水質及び土壌・地下水のダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質、有害大気汚染物質等
の監視を行い、環境中の化学物質の状況把握に努めます。

・化学物質の使用抑制や安全性のより高い物質への転換を推進します。
・工場・事業場に対しては、ダイオキシン類についての監視、規制及び指導を行うとともに、化学
物質の排出量及び移動量の把握、化学物質の自主管理体制の整備を促進するように指導します。

②環境コミュニケーションの推進
・化学物質等による環境リスク（人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ）に関する正確な情報
について、化学物質を取り扱う事業者自らの積極的な情報提供や行政から公表される化学物質

排出量データ等を市民・事業者・市が共有し、相互に意思疎通を図ることで信頼関係を構築す

る「環境コミュニケーション」を実施し、環境リスクの低減を促進することで、より安全・安

心な生活環境を実現します。

また、市内の市民活動団体や企業が主催する講演会等において、環境を題材とした「出前講

座」の実施や環境に関する研修会・シンポジウム等を開催することで、事業者自らが積極的に

環境コミュニケーションを実施するよう啓発を行います。

現況値 
（平成21年度） 

目標値 
（平成32年度） 

ダイオキシン類一般大気環境基準達成率 
（環境対策課） 

ダイオキシン類水質土壌環境基準達成率 
（環境対策課） 

環境コミュニケーションの実施回数 
（環境対策課） 

100％ 

94.4％ 

2回 

100％ 

100％ 

10回 
（平成25年度） 

【施策体系の柱（上位）】 【施策体系の柱（下位）】 

①化学物質による環境リスクの低減 

②環境コミュニケーションの推進 

化学物質対策の推進 

図3-4-21 「化学物質対策の推進」の施策体系

ダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質その他の化学物質による環境リスクを低減すると

ともに、環境コミュニケーションを推進するなど、化学物質対策を推進します。

第3章施策の展開



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 140
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 140
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




