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１ 三島市環境基本条例

及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
（平成１２年１１月３０日

条例第３１号）

もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の
確保に寄与することを目的とする。

目次
前文

（定義）

第１章 総則（第１条－第６条）

第２条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

第２章 基本的施策（第７条－第９条）

は、当該各号に定めるところによる。

第３章 重点的に推進すべき施策（第１０条－第１５条）

(1)

環境への負荷

人の活動により環境に加えられる

第４章 効果的な推進のための施策（第１６条－第２４条）

影響であって、環境の保全上の支障の原因となるお

第５章 環境審議会（第２５条）

それのあるものをいう。
(2)

附則

地球環境の保全

人の活動による地球全体の温暖

化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生
私たちのまち三島市は、富士箱根伊豆国立公園に囲まれ、

物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部

全国に誇り得る富士山のゆう水や箱根山西麓の豊かな緑

分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であ

に代表される恵まれた自然と古い歴史に培われた文化に

って、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で

はぐくまれ、先人の努力により、今日の豊かな社会を築い

文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3)

てきた。

公害

環境の保全上の支障のうち、事業活動その

特に、市街地からわき出す水の清れつな流れと四季折々

他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気

に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎ

の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底

を与える郷土の大切な財産となっている。

の底質が悪化することを含む。
）、土壌の汚染、騒音、

しかし、生活の利便性や物質的な豊かさを求めてきた現

振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削

代社会は、一方で大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会

によるものを除く。
）及び悪臭によって、人の健康又

経済システムを生み出し、自然の復元力を超えるような環

は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並び

境への負荷を与えることとなり、地域の環境はもとより、

に人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育

地球環境にまで取り返しのつかない影響を及ぼすおそれ

環境を含む。
）に係る被害が生ずることをいう。

を生じさせている。
今こそ、私たちは、郷土の良好な環境を現在と将来の世
代の市民が享受できるよう、すべての生命の生存基盤であ

（基本理念）
第３条

環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生

る地球環境の保全を普遍的な課題と認識し、今ある環境を

活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢

損なうことなく、自然と共生を図りながら持続的に発展が

を享受するとともに、良好な環境が将来の世代に継承さ

可能な資源循環型社会の実現に寄与すべきときである。

れるよう適切に行われなければならない。

ここに私たちは、先人から引き継がれた水と緑に象徴さ

２

環境の保全及び創造は、人と自然との共生の確保を旨

れるかけがえのないこの環境を守り育て、次の世代へ引き

とし、水と緑に象徴される自然環境に恵まれた本市の地

継いでいくことを責務とし、市、事業者と市民が一丸とな

域特性に生かすことにより行われなければならない。

って、地球的視野に立った環境の保全と創造に取り組むこ

３

とを決意し、この条例を制定する。

環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的
発展が可能な社会の実現を旨とし、市、事業者及び市民
がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担の下に、自主

第１章 総則

的かつ積極的に取り組むことによって行われなければ

（目的）

ならない。

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基

４

環境の保全及び創造は、地域における事業活動及び日

本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明

常生活が地球全体の環境にも影響を及ぼすとの認識の

らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施

下に、地球環境の保全に資するように行われなければな

策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全

らない。
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（市の責務）
第４条

障を防止するため、資源の循環的利用、廃棄物の減量、

市は、前条に定める環境の保全及び創造について

水資源及びエネルギーの有効利用等日常生活に伴う環

の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
環境の保全及び創造に関し、本市の自然的社会的条件に

２

３

境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
２

市民は、基本理念にのっとり、生活排水の浄化、地下

応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する

水の保全、緑化の推進等自然環境の適正な保全に積極的

責務を有する。

に努めなければならない。

市は、その事業の実施に伴う環境への負荷の低減に努

３

前２項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっ

めるとともに、あらゆる施策を通じて、環境への負荷の

とり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が

低減の重要性について、事業者及び市民の意識の啓発に

実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する

努めなければならない。

責務を有する。

市は、環境の保全及び創造を図る上で、事業者及び市
民の果たす役割の重要性にかんがみ、事業者及び市民が

第２章

環境の保全及び創造のために行う活動を支援し、及びこ
れに協力するよう努めなければならない。
４

基本的施策

（環境基本計画）
第７条

市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合

市は、環境の保全及び創造のために広域的な取組を必

的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に

要とする施策について、国、他の地方公共団体等に協力

関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）

を求め、又はこれらからの協力の求めに応じ、その推進

を定めなければならない。

に努めなければならない。

２

環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるもの
とする。
(1)

（事業者の責務）
第５条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

施策の大綱
(2)

行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水等
の処理その他の公害を防止し、及び自然環境を適正に保

(3)

事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障

前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業
活動を行うに当たっては、次に掲げる措置を積極的に講

環境の保全及び創造のために、市、事業者及び市

民のそれぞれが配慮すべき事項

全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
２

環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な

必要な事項
３

市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及

ずるよう努めなければならない。

び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

(1)

るとともに、第２５条に規定する三島市環境審議会の意見

事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は

廃棄されることにより生ずることとなる環境への負荷
を低減し、当該事業活動に係る製品その他の物が廃棄物

を聴かなければならない。
４

となった場合においては、その適正な処理が図られるよ

市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、こ

うにすること。
(2)

れを公表しなければならない。
５

事業活動に係る廃棄物の減量、水資源及びエネル

前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用す
る。

ギーの有効利用、再生資源の原材料への使用等当該事業
活動に伴う環境への負荷を低減すること。
３

（環境基本計画との整合）

前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にの

第８条

市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策

っとり、自らも地域の一員であるとの認識の下に、その

定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整

事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保

合を図らなければならない。

全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の

２

市は、前項に規定する整合を図るために必要な体制を

保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

整備するものとする。

（市民の責務）

（年次報告書）

第６条

市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支

第９条
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市長は、各年度における本市の環境の状況、環境

の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかに

及び環境学習の振興を図るとともに、環境教育及び環境

した報告書を作成し、これを公表しなければならない。

学習が、学校、家庭、地域、職場等において、有機的な
連携を保ちつつ推進されるよう努めるものとする。

第３章 重点的に推進すべき施策
（健康の保護及び生活環境の保全）
第１０条

第４章

市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図

るため、公害その他の環境の保全上の支障となる事象に

効果的な推進のための施策

（環境影響評価の推進）
第１６条

ついて、その適正かつ迅速な処理に努めるものとする。

市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土

地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する
事業を行う事業者が、当該事業の実施に伴う環境への

（自然環境の保全等）
第１１条

影響について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、

市は、水辺地、森林、農地等における多様な自然

その結果に基づき、当該事業に係る環境の保全につい

環境の適正な保全に努めるとともに、生物の多様性の確

て適正に配慮することを推進するため、必要な措置を

保に配慮するものとする。

講ずるよう努めるものとする。
２

（快適な環境の創造等）

前項の規定は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ

第１２条

る土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類す

市は、潤いと安らぎのある環境の創出、良好な景

る事業を市が実施する場合について、準用する。

観の確保、歴史的文化的遺産の保存及び活用等を図るこ
とにより、水や緑に象徴される本市の地域特性を生かし
た快適な環境を創造するとともに、人と自然との豊かな

（規制の措置）
第１７条

触れ合いを確保するよう努めるものとする。

市は、環境の保全上の支障を防止するために必要

があると認めるときは、関係行政機関と協議の上、必
要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

（環境への負荷の少ない社会の実現）
第１３条

市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資する

ため、事業者及び市民による資源の循環的利用、廃棄物

２

（誘導的措置）
第１８条

市は、事業者及び市民が自ら行う環境への負荷の

の減量、水資源及びエネルギーの有効利用等が促進され

低減を図るための活動等を助長するために特に必要が

るよう必要な措置を講ずるものとする。

あると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ず

市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資するため、
市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当

るよう努めるものとする。
２

市は、事業者又は市民に適正かつ公平な経済的負担を

たっては、資源の循環的利用、廃棄物の減量、水資源及

課すことによりこれらの者が自ら環境への負荷を低減

びエネルギーの有効利用等を図るとともに、環境への負

させることとなるよう誘導するための措置について調

荷の低減に資する原材料、製品等の利用に努めるものと

査及び研究を行い、特に必要があると認めるときは、そ

する。

のための措置を講ずるよう努めるものとする。

（地球環境の保全）

（公共的施設の整備等の推進）

第１４条

市は、地球環境の保全に資するため、地球温暖化

第１９条

市は、下水道、一般廃棄物の処理施設その他の環

の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進を図ると

境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備そ

ともに、環境の保全及び創造に関する国際協力の推進に

の他の環境への負荷の低減に資する事業を推進するた

努めるものとする。

め、必要な措置を講ずるものとする。
２

（環境教育の充実及び環境学習の振興）
第１５条

市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備並びに森
林の整備その他の自然環境の適正な整備及びその健全

市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造に関

する理解を深め、これらに関する活動を自発的に行う意

な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ず
るものとする。

欲を増進させるため、環境に関する知識の普及、人材の
育成及び活用、生涯学習の機会の拡充等環境教育の充実
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（市民等の自発的な活動の促進）

第２０条

(1) 学識経験者

市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する団

体（以下「市民等」という。
）が自発的に行う地下水の

(2) 市内の各種団体等を代表する者

保全、緑化の推進、再生資源の回収その他の環境の保

(3) 市民

全及び創造に関する活動を促進するため、技術的な指

(4) 関係行政機関の職員

導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

４

委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。

（情報の提供）
第２１条

５

市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造

審議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の

に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権

互選によりこれを定める。
６

利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関

審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席

する必要な情報を市民等に適切に提供するよう努める

を求めて意見を聴くことができる。
７

ものとする。

前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項
は、規則で定める。

（市民等の意見の施策への反映）
第２２条

附

市は、市民等の意見を環境の保全及び創造に関す

る施策に反映させるため、必要な措置を講ずるものと

則

（施行期日）
１

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。

する。
（三島市環境審議会条例の廃止）
（調査及び研究の実施等）
第２３条

２

市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及

三島市環境審議会条例（平成１１年三島市条例第８号）
は、廃止する。

び実施に資するため、調査及び研究の実施並びに情報
の収集に努めるものとする。

（経過措置）
３

（監視等の体制の整備）
第２４条

前項の規定による廃止前の三島市環境審議会条例（以
下「旧審議会条例」という。
）第１条の規定により置か

市は、環境の状況を把握するために必要な監視、

れた三島市環境審議会は、第２５条第１項の規定により

測定等の体制の整備に努めるものとする。

置かれた審議会となり、同一性をもって存続するもの
とする。

第５章 環境審議会

４

（審議会）
第２５条

の規定により委嘱されている三島市環境審議会の委員

環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定

は、第２５条第３項の規定により委嘱された委員とみな

に基づき、市長の諮問に応じ、本市の環境の保全及び

す。この場合において、委嘱されたものとみなされる

創造に関する基本的事項及び重要事項について調査審

委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成１

議するため、三島市環境審議会（以下「審議会」とい

３年７月２１日までとする。

う。
）を置く。
２

５

審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を
述べることができる。

３

この条例の施行の際現に旧審議会条例第３条第２項

この条例の施行の際現に旧審議会条例第５条第１項
の規定により定められている三島市環境審議会の会長
又は副会長は、それぞれ、第２５条第５項の規定により

審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
２０人以内の委員で組織する。

定められた会長又は副会長は、それぞれ、第２５条第５
項の規定により定められた会長又は副会長とみなす。
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２ 環境マネジメントシステム(ＥＭＳ)の管理･実行体制

環境管理総括者 環境管理副総括者
（市長）
（副市長、教育長）

環境管理会議
（部長会議出席者）

内部環境
監査チーム
環境管理責任者
（環境市民部長）

環境管理事務局長
（環境政策課長）

環境管理
副責任者

環境管理
副責任者

環境管理
副責任者（各部長）

学校環境管理責任者
（教育部長）

学校環境管理副責任者
（学校教育課長）

環境管理副責任者補佐
（主管課長）

環境実行責任者
（施設の長ほか）

環境実行責任者
（課長ほか）

環境実行責任者
（校長、園長）

環境実行責任者
（場長：校長）

環境実行推進員
（職員ほか）

環境実行推進員
（課長補佐ほか）

環境実行推進員
（教頭、主任教諭）

環境実行推進員
（栄養士）

ＥＭＳ取扱担当
（職員ほか）

ＥＭＳ取扱担当
（職員ほか）

ＥＭＳ取扱担当
（教職員ほか）

環
境
実
行
組
織

ＥＭＳ実行員（全職員ほか）

（幼稚園、小、中学校の体制）（共同調理場の体制）

（市役所の体制）
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３
(1)

環境基準等
大

気
表１－１ 大気環境に係る環境基準とその評価

項目

評価

環境基準

短期的評価

1 時間値の 1 日平均値が 0．

１時間値の１日平均値が

二酸化硫黄

04ppm 以下であり、かつ１時

0．04ppm 以下であり、か

（ＳＯ２）

間値が 0．1ppm 以下である

つ１時間値が 0．1ppm 以

こと。

下であること。

１時間値の１日平均値が 0．
二酸化窒素

04ppm から 0．06ppm までの

（ＮＯ２）

ゾーン内又はそれ以下であ

一酸化炭素

10ppm 以下であり、かつ、１

（ＣＯ）

時間値の 8 時間平均値が
20ppm 以下であること。

１日平均値の 2%除外値
が 0．04ppm 以下であるこ
と。ただし、１日平均値が
0．04ppm を超えた日が 2
日以上連続しないこと。
１日平均値の年間 98%値

―

が 0．06ppm を超えないこ
と。

ること。
１時間値の１日平均値が

長期的評価

１時間値の１日平均値が

1 日平均値の 2%除外値

10ppm 以 下 で あ り 、 か

が 10ppm 以下であるこ

つ、１時間値の 8 時間平

と。ただし、１日平均値が

均値が 20ppm 以下であ

10ppm を超えた日が 2 日

ること。

以上連続しないこと。
１日平均値の 2%除外値

浮遊粒子状物質
（ＳＰＭ）

１時間値の１日平均値が

１時間値の１日平均値が

が 0．10mg/m3 以下であ

0.10mg/m3 以下であり、 か

0.10mg/m3 以 下 であ り 、

ること。ただし、１日平均

3

つ、１時間値が 0．20 mg/m

かつ、１時間値が 0．20

値が 0．10mg/m3 を超え

以下であること。

mg/m3 以下であること。

た日が 2 日以上連続しな
いこと。

3

１年平均値が 15μg/m 以
微小粒子状物質

下であり、 かつ、１日平均

（PM2.5）

値が 35 μg/m3 以下である
こと。

光化学オキシダント
（Ｏｘ）

１時間値が 0．06ppm 以下で
あること。

１日平均値のうち年間
98%値が 35μg/m3 以下
であること。

年間平均値が 15μg/m3
以下であること。

昼間（5 時から 20 時まで）
の１時間値が 0．06ppm

―

以下であること。

（注１） １日平均値は、１時間値の欠測が１日（24 時間）のうち 4 時間を超える場合には、評価の対象とし
ない。
（注２） 年間の測定時間数が 6，000 時間に満たない測定局については、長期的評価において評価の対
象としない。
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表１－２ 有害大気汚染物質に係る環境基準
物質

基準値

ベンゼン

１年平均値が 0.003mg/m3 以下であること

トリクロロエチレン

１年平均値が 0.2mg/m3 以下であること

テトラクロロエチレン

１年平均値が 0.2mg/m3 以下であること

ジクロロメタン

１年平均値が 0.15mg/m3 以下であること

備考 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については
適用しない

表１－３ 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
光化学オキシダントの日最高１時間値0.06ppmに対応する午前６時から９時までの非メタン炭化水素の３時間平
均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。

表１－４ ばい煙発生施設に係る排出基準

物

質

基 準 値

備

考

ばいじん

0.04～0.60g/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

硫黄酸化物

13.0以下

沼津、三島地域でのＫ値

窒素酸化物

60～2000ppm以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

カドミウム及びその化合物

1.0mg/m3N以下

塩素

30mg/m3N以下

塩化水素

80～700mg/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素

1.0～20mg/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

鉛及びその化合物

10～30mg/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

- 123 -

表１－５ 大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
施設名

規模用件
2
・伝熱面積 10m 以上
・燃焼能力 50リットル/時 以上
・原料処理能力 20トン/日
・燃焼能力 50リットル/時 以上

1

ボイラー

2

ガス発生炉、加熱炉

3

ばい焼炉、焼結炉
（金属の精錬用）
溶鉱炉、転炉、平炉
(金属の精錬または鋳造用）
溶解炉
(金属の鍛練、圧延、熱処理用)
加熱炉
（石油製品、石油化学製品、
コールタール製品の製造用）
加熱炉
（石油精製用）
流動接触分解装置の触媒再生
石油ガス洗浄装置に付属する
硫黄回収装置の燃焼炉
(窯業製品製造用)焼成炉､溶解
炉
（無機化学工業用品または食
品製造用）反応炉（カーボンブ
ラック製造用燃料燃焼装置含)､
直火炉
乾燥炉
（製鉄、製鋼、合金鉄、カーバ
イド製造用）
電気炉

4
5
6
7
8
8-2
9
10
11
12
13

14

15
16
17

・原料処理能力 １トン/日 以上
・火格子面積 1m2以上
2
・羽口面断面積 0.5m 以上
・燃焼能力 50リットル/時 以上
・変圧器定格能力 200kvA以上

・触媒に付着する炭素の燃焼能力
200㎏/時 以上
・燃焼能力 6リットル/時 以上
・火格子面積 1m2以上
・変圧器定格能力 200kvA以上

・変圧器の定格容量 1000kvA以上

・火格子面積 2m2 以上
・焼却能力 200㎏/時 以上
（銅、鉛、亜鉛の精錬用）
・原料処理能力 0.5トン/時 以
ばい焼炉、焼結炉（ベレット焼 上
成炉含、溶鉱炉、転炉、溶解炉 ・火格子面積 0.5m2 以上
乾燥炉
・羽口面断面積 0.2m2 以上
・燃焼能力 20リットル/時 以上
（カドミウム系顔料または炭酸
カドミウム製造用）
・容量 0.1m3以上
乾燥施設
（塩素化エチレン製造用）
塩素急速冷凍装置
・塩素処理能力 50㎏/時 以上
（塩素第二鉄の製造用）
溶解槽
廃棄物焼却炉
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18
19
20

21

22
23

24
25
26
27
28

表１－５ 大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(続き)
（活性炭製造用〔塩化亜鉛を
・燃焼能力 3リットル/時 以上
使用するもの〕用）反応炉
（化学製品製造用）
塩素反応施設、塩化水素反応 ・塩素処理能力 50㎏/時 以上
設、塩化水素吸収施設
（アルミニウム精錬用）
・電流容量 30kA 以上
電解炉
（燐、燐酸、燐酸質肥料、複合 ・燐鉱石処理能力 80㎏/時 以上
肥料製造用〔原料に燐石を使 ・燃焼能力 50リットル/時 以上
するもの〕）
・変圧器定格容量 200kvA 以上
反応施設、濃縮施設、焼成炉
溶解炉
2
（弗酸製造用）
・伝熱面積 10m 以上
濃縮施設、吸収施設、蒸留施 ・ポンプ動力 １Ｋｗ 以上
（トリポリ酸ナトリウム製造用
・原料処理能力 80㎏/時 以上
〔原料に燐鉱石を使用するもの
・火格子面積 1m2 以上
＝j
反応施設、乾燥炉、焼成炉
・燃焼能力 50リットル/時 以上
（鉛の第２次精錬〔鉛合金の製
・燃焼能力 10リットル/時 以上
造含・
鉛の管、板、線の製造用）
・変圧器定格容量 40kvA 以上
溶解炉
（鉛蓄電池製造用）
・燃焼能力 4リットル/時 以上
溶解炉
・変圧器定格容量 20kvA 以上
3
（鉛系顔料の製造用）
・容量 0.1m 以上
溶解炉、反射炉、反応炉、
・燃焼能力 4リットル/時 以上
乾燥施設
変圧器定格容量 20kvA 以上
（硝酸の製造用）
・硝酸の合成、漂白、濃縮能力
吸収施設、漂白施設、濃縮施 100㎏/時 以上
コークス炉
・原料処理能力 20トン/時 以上

29

ガスタービン

30

ディーゼル機関

31

ガス機関

32

ガソリン機関

・燃焼能力 50リットル/時 以上
・燃焼能力 35リットル/時 以上

表１－６ 指定物質排出施設に係る排出基準
物

質

基 準 値

備

考

ベンゼン

50～1500mg/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

トリクロロエチレン

150～500mg/m3N以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる

テトラクロロエチレン

300～500mg/m3N 以下

施設の種類、規模、設置日によって異なる
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(2) 水

質
表２－１ 生活環境の保全に関する環境基準 （ 河 川 ）
基 準 値

利用目的の

類型

適 応 性

ｐＨ

ＢＯＤ

ＳＳ

ＤＯ

大腸菌群数

25 mg/l

7.5 mg/l

50MPN/

水道１級自然環境保
ＡＡ 全及びＡ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上

1 mg/l

8.5 以下

以下

以下

以下

100ml以下

Ａ

水道２級水産１級水
浴及びＢ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上

2 mg/l

25 mg/l

7.5 mg/l

1000MPN/

8.5 以下

以下

以下

以下

100ml以下

Ｂ

水道３級水産２級及
びＣ以下の欄に掲げ
るもの

6.5 以上

3 mg/l

25 mg/l

5 mg/l

5000MPN/

8.5 以下

以下

以下

以下

100ml以下

該当水域

水域類型
ごとに指定

Ｃ

水産３級工業用水１
級及びＤ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上

5 mg/l

50 mg/l

5 mg/l

8.5 以下

以下

以下

以下

Ｄ

工業用水２級農業用
水及びＥ以下の欄に
掲げるもの

6.0 以上

8 mg/l

8.5 以下

以下

100 mg/l

2 mg/l

以下

以下

する水域
－

－

ごみ等の
Ｅ

工業用水３級環境保
全

6.0 以上

10 mg/l

浮遊が認

2 mg/l

8.5 以下

以下

められな

以下

－

いこと
備 考
１ 基準値は、日間平均値とする。
２ 農業用利水点については、ｐＨ6.0以上7.5以下、ＤＯ5mg/l以上とする。
参 考
生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）に係る環境基準の達成状況の評価
生活環境項目に係る環境基準の達成状況の評価は、当該水域の水質を代表する環境基準点における測定値に
よって評価される。環境基準の達成の判定は、年間の日間平均値の全データのうち７５％以上のデータが基準値を
満足しているものを達成地点とすることとされている。（昭和４６年１２月２８日付け環境庁告示「水質汚濁に係る環境
基準について」第２の（２）による。）

表２－２ 大場川本流の水域類型
指定水域名
大場川水域

名

称

該当類型

達成期間

出逢橋から上流の大場川本流

Ａ

直ちに達成

出逢橋から下流の大場川本流
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Ｂ

５年以内

表２－３ 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域・地下水）・排水基準
項目

環境基準（環境基本法）

カドミウム
全シアン

0.003

排水基準（水質汚濁防止法）
0.1

以下

検出されないこと

1

以下

－

1

以下

有機燐化合物

以下

鉛

0.01

以下

0.1

以下

六価クロム

0.05

以下

0.5

以下

砒素

0.01

以下

0.1

以下

総水銀

0.0005 以下

0.005 以下

アルキル水銀

検出されないこと

検出されないこと

ＰＣＢ

検出されないこと

0.003 以下

ジクロロメタン

0.02

以下

0.2

以下

四塩化炭素

0.002

以下

0.02

以下

1,2-ジクロロエタン

0.004

以下

0.04

以下

1,1-ジクロロエチレン

0.02

以下

1

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04

以下

0.4

以下

1,1,1-トリクロロエタン

1

以下

3

以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006

以下

0.06

以下

トリクロロエチレン

0.03

以下

0.3

以下

テトラクロロエチレン

0.01

以下

0.1

以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002

以下

0.02

以下

チウラム

0.006

以下

0.06

以下

シマジン

0.003

以下

0.03

以下

チオベンカルブ

0.02

以下

0.2

以下

ベンゼン

0.01

以下

0.1

以下

セレン

0.01

以下

0.1

以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10

以下

アンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

－

以下

－
100

以下

ふっ素

0.8

以下

8

以下

ほう素

1

以下

10

以下

1.4 ジオキサン

0.05

以下

0.5

以下

備考 １ 環境基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る環境基準値は、最高値とする。
２ 「検出されないこと」とは、その測定結果が当該方法の定量限界値を下回ることをいう。
３ 有機燐化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。
４ 健康項目に係る環境基準の達成状況の評価については、基準値が主として長期間摂取に伴う健康影響を
考慮して算定された値であることから、全シアンを除き、同一測定点における年間の総検体の測定値の年
間平均値により評価することとされている。全シアンについては、同一測定点における年間の総検体の測
定値の最高値により評価するとされている。
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表２－４ 排水基準 生活環境項目（河川）

項目
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）

排水基準

排水基準（狩野川上乗せ）

（水質汚濁防止法）

静岡県条例

5.8 以上 8.6 以下

5.8 以上 8.6 以下

160 以下

15～160 以下

(日間平均 120 以下)

(日間平均 10～120 以下)

200 以下

30～200 以下

(日間平均 150 以下)

(日間平均 20～150 以下)

ｎ－ヘキサン抽出物質（鉱油）

5

以下

2～5 以下

ｎ－ヘキサン抽出物質（動植物油）

30

以下

5～30 以下

フェノ－ル

5

以下

銅

3

以下

1～3 以下

亜鉛

2

以下

1～5 以下

溶解性鉄

10

以下

10

以下

溶解性マンガン

10

以下

10

以下

クロム

2

以下

2

以下

大腸菌群数

5

3,000 以下

ニッケル

以下

3,000 以下

－

2

以下

備考
１ 排水基準は、水質汚濁防止法等に定める特定施設を持つ事業場であって、１日当たりの平均的な排出水
の量が 50m3 以上である事業場に係る排出水について適用する。
２ 静岡県条例で定める排水基準のうち、ＢＯＤ及びＳＳについては、特定施設の種類、規模、設置日によっ
て異なる排水基準値を適用する。

表２－５ 生活環境の保全に関する排水基準（畜房施設等に係る上乗せ排水基準）
項目

基準値（㎎／l）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

110～250 以下

(日間平均

浮遊物質量

130～300 以下

(日間平均 100～220 以下)

（ＳＳ）

80～180 以下)

備考
１ 排水基準は、水質汚濁防止法等に定める畜房施設等を持つ事業場であって、１日当たりの平均的な排出
水の量が 7.5m3 以上である事業場に係る排出水について適用する。
２ 排水基準は、特定施設の種類、規模、設置日によって異なる基準値を適用する。
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(3) 騒 音 ・ 振 動
表３－１ 騒音に係る環境基準
基
地域の類型

準

値

該当地域
昼間（６時～２２時）

夜間（２２時～６時）

５５ｄＢ以下

４５ｄＢ以下

６０ｄＢ以下

５０ｄＢ以下

第１種・第２種低層住居専用地域
Ａ
第１種・第２種中高層住居専用地域
第１種・第２種住居地域、準住居地域
Ｂ
市街化調整区域（御園の一部を除く）
近隣商業地域、商業地域
Ｃ

準工業地域、工業地域
市街化調整区域のうちB以外の地域

表３－２ 騒音に係る環境基準 （ 道路に面する地域 ）
基

準

値

地域の区分
昼間（６時～２２時）

夜間（２２時～６時）

６０ｄＢ以下

５５ｄＢ以下

６５ｄＢ以下

６０ｄＢ以下

A地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
B地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
備 考

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

表３－３ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準
該当区域

該当地域

地域の類型

基準値

第１種・第２種低層住居専用地域
第１種・第２種中高層住居専用地域
Ⅰ
静岡県内に施設された新幹線
鉄道の起動の中心線から両側
にそれぞれ400ｍ以内の地域

７０ｄＢ以下
第１種・第２種住居地域、準住居地域
市街化調整区域
近隣商業地域、商業地域

Ⅱ

７５ｄＢ以下
準工業地域、工業地域
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表３－４ 特定工場等において発生する騒音の規制基準

区域の区分

昼 間

該当地域

朝

・

夕

夜 間

８時～１８時

6～8時・18～22時

２２時～６時

第１種区域

第１種・第２種低層住居専用地域

５０ｄＢ

４５ｄＢ

４０ｄＢ

第２種区域

第１種・第２種中高層住居専用地域
第１種・第２種住居地域、準住居地域、
市街化調整区域（御園の一部を除く）

５５ｄＢ

５０ｄＢ

４５ｄＢ

第３種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域
市街化調整区域のうち上記に該当しない地域

６５ｄB

６０ｄB

５５ｄB

第４種区域

工業地域

７０ｄＢ

６５ｄＢ

６０ｄＢ

備 考
１ 第２種区域、第３種区域、第４種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別 養護老人ホームの敷地
の周囲おおむね５０ｍの区域内における規制基準は、基準値の欄に掲げる値から５ｄＢを減じた値とする。
２ 第１種区域と第３種区域、第２種区域と第４種区域がその境界を接している場合、当該第３種区域、第４種区域の当該
境界線から３０ｍの区域内における規制基準は、基準値の欄に掲げる値から５ｄＢを減じた値とする。

表３－５ 特定工場等において発生する振動の規制基準
区域の区分

該当区域

昼 間

夜 間

８時～２０時

２０時～８時

1

第１種・第２種低層住居専用地域

６０ｄＢ

５５ｄＢ

2

第１種・第２種中高層住居専用地域
第１種・第２種住居地域、準住居地域、
市街化調整区域（御園の一部を除く）

６５ｄＢ

５５ｄＢ

1

近隣商業地域、商業地域、準工業地域
市街化調整区域のうち上記に該当しない地域

７０ｄＢ

６０ｄＢ

2

工業地域

７０ｄＢ

６５ｄＢ

第１種区域

第２種区域

備 考
指定区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別擁護老人ホームの敷地の周囲おおむね５０ｍの区域内に
おける規制基準は、基準値の欄に掲げる値から５ｄＢを減じた値とする。
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表３－６

特定建設作業に関する騒音・振動 規制基準

規制内容

区域区分

規制基準

１号

騒音：８５デシベル

２号

振動：７５デシベル

１号

午前７時から午後７時

２号

午前６時から午後１０時

１号

１日あたり１０時間

２号

１日あたり１４時間

特定建設作業の場所の敷地境界における基準値

作業可能時刻

最大作業時間
１号
最大作業期間

連続６日間
２号
１号

作業日

日曜その他の休日を除く日
２号

※ ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。

区域区分

１号区域

第１，２種低層住居専用地域
第１，２種中高層住居専用地域
第１，２種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
市街化調整地域
工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホーム
の周囲８０メートルの区域内

２号区域

工業地域のうち１号区域以外の地域
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表３－７

騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度
時間の区分

区域の区分

a区域

ｂ区域

c区域

該

当

地

域

車線等

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
市街化調整区域

昼

間

夜

間

（6時～22時）

（22時～6時）

1車線

65ｄB

55ｄB

2車線以上

70ｄB

65ｄB

近接区域

75ｄB

70ｄB

1車線

65ｄB

55ｄB

75ｄB

70ｄB

75ｄB

70ｄB

2車線以上
近接区域
1車線

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

2車線以上
近接区域

備 考
１ 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び
４車線以上の市町村道をいいます。
２ 「幹線交通を担う道路に近接する空間（区域）」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの
距離によりその範囲を特定します。
(1) ２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 １５メートル
(2) ２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル

表３－８ 振動規制法の道路交通振動の要請限度

昼 間

夜 間

８時～２０時

２０時～８時

第１種区域

第１種・第２種低層住居専用地域
第１種・第２種中高層住居専用地域
第１種・第２種住居地域
準住居地域
市街化調整区域（御園の一部を除く）

６５ｄＢ

６０ｄＢ

第２種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
市街化調整区域のうち上記に該当しない地域

７０ｄＢ

６５ｄＢ

区域の区分

該当地域
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（４）悪臭
表４－１ 事業場における規制基準

規制方法

指数

規制地域

基準

市外化区域（住居区域）

10

市街化区域（住居区域を除く）

13

市街化区域を除く市全域

15
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（５）土壌汚染
表５－１ 土壌の汚染に係る環境基準
項目
カドミウム

基準値
検液１L につき 0.01 ㎎以下
農用地において、検液１L につき 0.01 ㎎以下かつ米１kg につき 0.4mg 未満

全シアン

検液中に検出されないこと

有機燐

検液中に検出されないこと

鉛

検液１L につき 0.01 ㎎以下

六価クロム

検液１L につき 0.05 ㎎以下

砒素

検液１L につき 0.01 ㎎以下
農用地(田)において、検液１L につき 0.01 ㎎以下かつ土壌１kg につき 15mg 未満

総水銀

検液１L につき 0.0005 ㎎以下

アルキル水銀

検液中に検出されないこと

ＰＣＢ

検液中に検出されないこと

銅

農用地(田)において、土壌１kg につき 125mg 未満

ジクロロメタン

検液１L につき 0.02 ㎎以下

四塩化炭素

検液１L につき 0.002 ㎎以下

1,2-ジクロロエタン

検液１L につき 0.004 ㎎以下

1,1-ジクロロエチレン

検液１L につき 0.02 ㎎以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

検液１L につき 0.04 ㎎以下

1,1,1-トリクロロエタン

検液１L につき１㎎以下

1,1,2-トリクロロエタン

検液１L につき 0.006 ㎎以下

トリクロロエチレン

検液１L につき 0.03 ㎎以下

テトラクロロエチレン

検液１L につき 0.01 ㎎以下

1,3-ジクロロプロペン

検液１L につき 0.002 ㎎以下

チウラム

検液１L につき 0.006 ㎎以下

シマジン

検液 1L につき 0.003 ㎎以下

チオベンカルブ

検液１L につき 0.02 ㎎以下

ベンゼン

検液１L につき 0.01 ㎎以下

セレン

検液１L につき 0.01 ㎎以下

ふっ素

検液１L につき 0.8 ㎎以下

ほう素

検液１L につき 1 ㎎以下

備考
１ 基準値のうち検液中濃度に係るものは、付表に定める方法で検液を作成して測定を行う。
２ 「検出されないこと」とは、公定法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界値を下回ることをいう。
３ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る基準値は、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ現状にお
いて当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１L につき 0.01 ㎎、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg 及び
0.01mg を超えていない場合にはそれぞれ検液１ｌにつき 0.03 ㎎、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg 及び 0.03mg 以下とする。
４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。
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（６）ダイオキシン類
表６－１ ダイオキシン類に係る環境基準・耐容１日摂取量 (TDＩ）
区分

項目

基準値

大気
環境基準

pg-TEQ/m3 以下

0.6

水質

１ pg-TEQ/ｌ以下

水底の底質

150 pg-TEQ/ｇ以下

土壌

1000 pg-TEQ/ｇ以下

耐容 1 日摂取量

－

4

pg-TEQ/kg/日以下

表６－２ ダイオキシン類に係る大気関係の特定施設及び排出基準
基準値（ng-TEQ/m3N）

適用施設
No

種類

新設

既設

1

焼結鉱製造に用いる焼結炉であって、原料処理能力が 1t/時以上のもの

0.1

1

2

製鋼に用いる電気炉であって、変圧器定格容量が 1000kVA 以上のもの

0.5

5

1

10

1

5

4t/時以上

0.1

1

2～4t/時

1

5

2t/時未満

5

10

3

亜鉛回収に用いる焙焼炉、焼結炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料処理能力
が 0.5t/時以上のもの
アルミニウム合金製造に用いる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及

4

び乾燥炉では原料処理能力が 0.5t/時以上のもの、溶解炉では容量が 1t 以上
のもの
廃棄物焼却炉であって、火床面積が 0.5m2 以上

5

又は焼却能力が 50kg/時以上のもの

焼却能力

表６－３ ダイオキシン類に係る水質関係の特定施設及び排出基準（抜粋）
適用施設

基準値
（ng-TEQ/m3N）

No

種類

1

硫酸塩パルプ製造又は亜硫酸パルプ製造に用いる塩素又は塩素化合物による漂白施設

2

塩化ビニルモノマー製造に用いる二塩化エチレン洗浄施設

3

アルミニウム製造又はアルミニウム合金製造に用いる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉から発
生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
別表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗

4

浄施設及び湿式集じん施設別表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉の灰貯留施設であっ
て、汚水又は廃液を排出するもの

5
6
7

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１２号の２及び第１３号に掲げる施設
下水道終末処理施設（第１号から第５号及び第７号に掲げる施設の汚水又は廃液を含む
下水を処理するものに限る）
第１号から第５号に掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第１号から
第５号に掲げる施設の汚水又は廃液を含むものに限る）の処理施設
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10

４ 環境用語解説
エチル水銀なども含まれる。有機水銀化合物による中

ア行

毒症状は、水銀と結合している有機物によって大きく

１■ISO14000（環境 ISO）

異なり、低級アルキル水銀は、体内での分解・排泄が

環境管理に関する国際規格の総称。シリーズ規格の

されにくく、特に強い中枢神経障害を起こす。

内容は、環境マネジメントシステム、環境監査、環境ラ
ベル、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメ

７■暗騒音

ントなど、広範囲にわたっている。このなかで中心となる
のは ISO14001 で、環境マネジメントシステム（解説 45

ある音を対象として考える場合、その対象音がないと
きにもその場所に存在する騒音をいう。

参照）の仕様について定めている。

８■一酸化炭素（CO）
２■アイドリングストップ

炭素やその化合物が不十分な酸素供給の中で燃焼

大気汚染や騒音の防止、地球温暖化の原因となる二
酸化炭素の排出を抑制するために、自動車の駐停車時

する時に生じる、無色無臭の非常に有毒な気体。血液
中のヘモグロビンと結合し、酸素の供給を阻害する。

における不必要なエンジンの使用を止めること。

９■一般項目（生活環境項目）
３■悪臭

環境基本法の生活環境に係る環境基準に指定され

いやな「におい」、不快な「におい」の総称。

ている項目をさし、河川の場合は、pH、BOD、SS、DO 、

環境基本法（1993）により、「大気汚染」や「水質汚

大腸菌群の項目の指定がされている。これらの項目は

濁」などと並んで典型七公害のひとつになっている。し

水質の良否を判断する際に用いられている。

かし、同法および悪臭防止法（1971）では、「悪臭」の定
義がされていない。

10■硫黄酸化物（ＳＯｘ）

一般的には、嗅覚を通じて、気分を悪くさせたり、頭痛・

硫黄と酸素の化合物をいい、石油・石炭などの硫黄

食欲減退などを起こさせるなどの原因となる程度の影響

分を含む燃料が燃焼して生成する。大気汚染では、と

があれば「悪臭」としているものと理解され、悪臭防止法

くに亜硫酸ガス（ＳＯ ２：二酸化硫黄）に注目して測定が

で規制がなされている。

行われている。浮遊粉じんと共存して作用することが多
く、四日市ぜんそく、川崎ぜんそく等の主要な原因物

４■悪臭防止法

質といわれている。

典型的な感覚公害である悪臭を防止することを目的
として 1971 年に制定され、その後数回にわたり改正さ

11■一般廃棄物

れてきた。悪臭の原因となる典型的な化学物質を『特定
悪臭物質』として規制する方法、及び、種々の悪臭物質

住民の日常生活や事業活動から発生する廃棄物のう
ち、産業廃棄物以外のものを一般廃棄物という。

の複合状態が想定されることから物質を特定しないで
『臭気指数』を規制する方法の 2 通りの方法がある。

12■雨水浸透施設（マス）
地表面の舗装化が進む都市部等において、雨水の

５■アメニティ

地下浸透を促す施設をいい、浸透マス、透水性舗装、

｢心地良さ｣を表すラテン語に由来する英語。清らか

浸透池などが挙げられる。河川への雨水流出量の抑制、

な水辺や豊かな緑、美しい街並み、歴史的雰囲気など、

地下水のかん養、地盤沈下の抑制、街路樹の保護育

身の回りの環境の快適さのこと。

成といった効果を持つ。

６■アルキル水銀（R－Hg）

13■エコアクション 21（ＥＡ21）

アルキル基と水銀とが結合した有機水銀化合物で、

環境庁（現環境省）が策定した、中小事業者の環

この中には、水俣病の原因物質ともなったメチル水銀、

境への取組を促進するとともに、その取組を効果的･
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効率的に実施するため、IS014001 をベースとつつ、

18■エコライフみしま

中小事業者等でも容易に取り組めるようにした環境

地域の環境情報や環境活動等を広く市民に紹介す

経営（環境マネジメント）システム。財団法人地球環

ることを目的にした、市民がつくる市民のための地域環

境戦略研究持続センターが平成 16 年 10 月より「エコ

境情報誌。市民環境大学卒業生等有志により年２回

アクション 21 認証・登録制度」を実施している。

発刊されている。平成 15 年４月 15 日創刊。

14■エコスクール

19■エコリーダー

環境に配慮した学校施設や、環境に配慮した活動に

三島市民環境大学（主催：三島市・日本大学国際関

取り組む学校などを指す。日本で用いられる「エコスク

係学部）の卒業生で、所定の出席回数を満たし、規定

ール」の概念と、ヨーロッパの概念とは、やや意味を異

のレポートを提出した受講生で、環境活動の普及、推

にする。

進に先導的な役割を担う意欲のある方をエコリーダー

日本では、文部科学省等による「エコスクールパイロ

と呼んでいる。

ット・モデル」事業として太陽光発電型、省エネルギー・
省資源型、自然共生型、などの事業タイプ別に、平成

20■NGO（Non-governmental Organization）

18(2006)年度までに合計 609 校が認定され、三島市立
錦田小学校もこれに含まれている。

非政府組織の略称。国際協力団体及び国際的な活
動を行っている環境団体や女性団体をはじめ、日本各

最近では、施設整備と環境教育などソフト事業を一

地にある自主的な組織など、さまざまな団体がある。

体に進める事例も各地で見られてきている。
なお、ヨーロッパでは、ヨーロッパ環境教育財団

21■NPO（Non-profit Organization）

（Foundation for Environmental Education in Europe）が、

民間非営利団体の略称。広義には公益･学校･宗

学校での主体的な環境に配慮した活動に対して、その

教･医療・福祉などの各法人や共同組織、ボランティア

学校をエコ・スクールとして認定・更新している。

グループも含まれる。一般的には、正式に組織され、
公益的で利益配分をしない自発的な民間の活動をす
る団体。

15■エコマーク商品
環境保全に役立つと認められている商品につけられ
るマークで、平成元(1989)年から（財）日本環境協会で

22■MSDS（Material Safety Data Sheet）

実施している。環境保全商品の普及、環境問題の情報

化学製品を安全に取り扱うために必要な情報（名称・

提供、環境保全意識の高揚等を図ることを目的としてい

製造企業名・化学物質の性状・取り扱い法・危険性や

る。

有害性の種類・安全対策・緊急時の対策など）を記載し
たもので、化学製品に係わる事故を未然に防止すること
を目的に、化学製品の供給事業者から取り扱い事業者

16■エコマネー
環境、福祉、コミュニティ、教育、文化など、今の貨

へ、該当製品ごとに配布する説明書。

幣で表しにくい価値を、コミュニティのメンバー相互の

日本では、化学物質排出把握管理促進法の制定によ

交換により、多様な形で伝える手段のこと。資源や時間、

って、PRTR 制度が導入されると同時に、政令で定める

知識、情報、エネルギーを交換できるので、エコロジ

第一種指定化学物質、第二種指定化学物質、またこれ

ー・マネー（エコマネー）と呼ばれている。

らを含む一定の製品（「指定化学物質等」 ）について、
MSDS の添付が義務づけられている。

17■エコライフ
日常生活で、環境への負担を少なくし、地球環境に

23■オキシダント

やさしい生活を行うことを「エコライフ」という。「エコライ

酸化作用のある物質の総称である。大気中で、炭化

フ｣を進めるためには、生活様式を省資源・省エネルギ

水素や窒素酸化物などの汚染物質が紫外線の作用で

ー型に変えていくことが必要であり、具体的には、節

光化学反応を起こすことによって生成される。その中で

電・節水・リサイクル・エコクッキングの促進、ごみの減

酸素より生成するオゾン（Ｏ ３ ）のしめる割合が高い。オ

量などに取り組むことを意味している。

キシダント濃度は光化学スモッグ発生の指標とされて
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いる。

にともなって発生する硫黄酸化物や窒素酸化物は大気
汚染や酸性雨の主な原因となっているほか、二酸化炭
素は地球温暖化の大きな原因となっており、資源の有

24■屋上（壁面）緑化
都市におけるヒートアイランド現象の緩和を主な目的

限性の観点からも、環境問題解決の観点からも、化石

として、ビル等の屋上（壁面）に草木を植えること。屋上

燃料使用量の削減、化石燃料に頼らないエネルギーの

（壁面）緑化は、この他にも大気汚染物質を浄化する、

確保が大きな課題となっている。

植物や土壌の保水作用により急激な雨水流出を抑制し、
都市型水害を防ぐなどの効果がある。

30■家電リサイクル法
正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。平成
10(1998)年５月に成立し、平成 13(2001)年４月より施行

25■オゾン層の破壊
オゾン層は、成層圏の高度 20km～40km 付近に多く

されている。廃家電製品のリサイクルを推進するため、メ

存在し、太陽光からの有害な紫外線を吸収することによ

ーカー、輸入事業者、販売店、自治体、消費者の役割

り地球上の生物を守る働きをしている。現在、大気中に

分担等を定めている。当面は、テレビ、エアコン、冷蔵

放出されたフロンやハロンなどによって成層圏のオゾン

庫、洗濯機の４品目を対象に回収・再利用を図る。

層が破壊され、太陽光による紫外線が地表に達する量
が増大しており、皮膚がんや白内障など人への影響や

31■合併処理浄化槽

生物の成育障害等を引き起こすことが懸念されている。

風呂や台所排水などの生活雑排水と、し尿を合わせ
て処理する浄化槽。し尿だけしか処理できない単独浄
化槽に比べ、水質汚濁物質の削減量が極めて多い。比

26■汚濁負荷量
環境に排出される汚濁物質の量をさし、濃度と排出
量の積で算出する。たとえ濃度が低くても排出量が大

較的安価で容易に設置できることから、小さな集落など
での生活排水処理の有力な方法となっている。

きければ環境への影響は大きいため、環境への影響を
推定する際に用いられる。

32■カレット
ガラスくず全般のことをいう。資源ごみとして回収され
たワンウェーびんその他の使用済みガラス製品、割れた

27■温室効果ガス
二酸化炭素、水蒸気、メタン、亜酸化窒素、フロン等

り傷ついたりして再利用不能となったリターナブルびん

は｢温室効果ガス｣と呼ばれ、地表から放射される赤外

などは、色別に分類され、小さく破砕されてカレットにな

線を吸収し、地球は大気のない場合に比べて温かく保

る。カラー舗装用材料、路盤材その他の骨材、断熱用

たれている。近年、温室効果ガスの増加によって発生

ガラス繊維などにも使われる。

する地球温暖化が懸念されている。

33■環境影響評価（環境アセスメント）
環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業の実施

カ行

に際し、その環境影響を事前に調査、予測、評価する
とともに、その結果を公表して地域住民の意見を聴き、

28■化学的酸素要求量(ＣＯＤ)
Chemical Oxygen Demand の略で、酸化剤を用いて

十分な環境保全対策を講じるようにするもの。我が国

水中の有機物を酸化分解する際に消費される酸化剤の

においては、｢環境影響評価法｣が平成 9（1997）年６月

量を、それに相当する酸素の量として mg／ｌで表したも

に制定され、平成 11（1999）年６月から施行されてい

のである。水の汚れの度合いを示す方法としてよく用い

る。

られ、その数字が大きいほど水中の汚濁物質の量が多
いことを示している。

34■環境家計簿
ライフスタイルの見直しを目指して、日々の生活にお
いて環境に負荷を与える行動などを記録し、点数化し

29■化石燃料
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再

て収支決算のように一定期間の集計を行うもの。家庭に

生産のできない有限性の燃料資源。化石燃料の燃焼

おける電力、ガス、水道などのエネルギーや廃棄物の
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排出量等を定期的に記録し、二酸化炭素の排出量など

を広げていくことを目的として、学校、家庭、企業、地域

を算定するものがある。

社会等を通じて行う教育をいう。

35■環境管理計画

40■環境権

環境管理計画は、長期的視点に立って地域環境の

誰もが、より良い環境を、同等に享受できる権利のこ

望ましいビジョンを明らかにし、その実現のための方策

とで、1972 年の国連人間環境会議で採択された人間

を示すことをねらいとするものであって、土地、水、生物

環境宣言の中でも、「良好な環境の享受は、市民の権

等限りある環境資源を適切に保全、利用するという観

利である」とされている。日本においても環境権は、憲

点から、公害防除、環境汚染の未然防止、より良い環

法第 25 条（生存権）や憲法第 13 条（幸福追求権）とし

境づくり等総合的な環境管理のためのさまざまな施策

て認められるものであり、法的保護下に置かれるべきで

を有機的に結合し、総合的計画的な方策を講じようと

あるという主張もある。近年、日照権、静穏権を求めた

するものである。

訴訟がみられるが、こうした環境権を具体的権利として
要求する市民訴訟が増えている。

36■環境基準
環境基準とは、環境基本法で「大気の汚染、水質の

41■環境騒音

汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につ

ある地点において、音として聞くことができるすべての

いて、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保

音が混ざっている騒音をいう。たとえば、住宅地の遠方

全する上で維持されることが望ましい基準」であると定め

及び近くの自動車や工場の音、人の足音、話し声、楽

ている。これは、行政上の目標として定められているも

器音などが一緒になっている騒音などである。

ので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆ
る規制基準）とは異なる。

42■環境への負荷
人の活動により、環境に加えられる影響で、環境を保
全する上で支障の原因となるおそれのあるものをいう。

37■環境基本計画
環境基本法に基づき、政府全体の（1）環境保全に関

工場・家庭からの排水やごみ、自動車の排気ガスなど

する総合的・長期的な施策の大綱、（2）環境の保全に

のほか、自然を破壊する原因となるものや、二酸化炭素

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

のように蓄積した結果、支障を生ずる可能性のあるもの

要な事項を定めるもの。循環、共生、参加、国際的取組

も含まれる。

を長期的目標に据付け、平成 18(2006)年４月から第三
次環境基本計画として定められている。

43■環境保全型農業
農薬、化学肥料等の使用量の削減や、有機物を積
極的に利用した土づくり等の実施により、環境に与える

38■環境基本法
平成５(1993)年 11 月に施行された、我が国の環境政
策の基本的方向を示す法律。地球環境問題や、都市・

負荷をより少なくし、持続可能な生産を目指した農業を
いう。

生活型環境問題に対処していくために、従来、個別に
行われていた公害対策、自然環境保全の枠を越え、

44■外因性内分泌かく乱化学物質（環境ホルモ

国・地方公共団体・事業者・国民等の社会を構成する

ン）

全ての主体の参加による取組が不可欠との観点から、

環境中にあり、動物の生体内に取り込まれると、正常

環境行政を総合的に推進していくための法制度として

なホルモンの働きを阻害して、内分泌をかく乱させる作

整備された。

用を持つ化学物質をいう。ダイオキシン類、ＰＣＢ、有機
スズ化合物など、およそ 70 種類が疑われる化学物質と
してあげられている。

39■環境教育
人間活動による自然破壊や環境への負荷が問題とな
っている今日において、環境の重要さを認識するととも

45■環境マネジメントシステム（EMS）

に、環境を保全するための行動が必要であるという意識
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企業等の事業組織が、環境保全対策を自主的に進

めるために構築する仕組みをいう。①環境保全に関す

51■クリーンエネルギー

る方針、目標、計画等を定め、②これを実行、記録し、

炭素を含まず、地球環境への影響が少ないエネルギ

③その実行状況を点検して方針等を見直す一連の手

ーで、太陽エネルギー、地熱、風力などの自然エネル

続を実施し、さらにこの手順を繰り返すことによって取組

ギー、及び水素エネルギーがある。

を高めていこうとするもの。

52■グリーン購入／グリーンコンシューマー
製品やサービスを調達する際に、価格や機能、品質

46■間伐材
主な木の生育を助けたり、採光をよくしたりする

だけでなく、環境への負荷が極力少ないもの（エコマー

ために、適当な間隔で木を伐採することで、森林の

ク製品に代表される環境保全型製品など）を優先的に

健康を守ることを間伐と呼び、伐採された材木を間伐

選択すること。また、環境に配慮した製品を買おうという

材という。平成 13（2001）年４月に施行された「グリーン

消費者をグリーンコンシューマーという。

購入法」で、間伐材が環境物品として位置付けられた
ことから、今後リサイクルが進み、同時に森林の保全も

53■Ｋ値

進むものと期待される。

大気汚染防止法において硫黄酸化物の排出基準と
してとりいれられている定数であり、施設ごとに、煙突の
高さに応じた硫黄酸化物の許容排出量を求める際に使

47■規制基準
これ以上は超えてはならないという、行政上の取り締

用される。Ｋ値は地域ごとに定められており、施設が集

まり基準であり、事業者等がこれに違反した場合には、

合して設置されている地域ほど規制が厳しく、その値も

強制手段（行政処分や罰則）が定められている。

小さい。

48■貴重種

54■健康項目

一般には、固有性、希少性、立地依存性、脆弱性や

環境基本法の人の健康の保護に関する環境基準に

学術上の重要性などからみて貴重と考えられる生物種

定められている項目をさし、カドミウム、全シアン、鉛、六

を指す（ecologically valuable species）。希少種の同義

価クロム、ヒ素等の 26 項目が指定されている。これらの

語、または希少種・重要種などを総合的に表す語として

物質は慢性毒性もあり、また急性毒性も強く、人の健康

使用されることが多い。

を阻害する物質である。

49■９０％レンジ

55■原因者負担の原則（Polluter pays Principli）

蓄積度数曲線の上端及び下端でそれぞれ５％の度

経済開発協力機構が 1972 年に採択した「公害防止

数を除いたレベル幅のことである。指示値が不規則か

費用は公害発生の原因者が負担する」という決議が基

つ大幅に変動する場合の騒音レベルの表わし方の一

となり、公害対策の基本理念となっている。

つで、騒音規制法では、工場騒音、建設作業騒音など
大きさの決定方法として、90％レンジの上端値が採用さ

56■光化学オキシダント

れている。一般に、90％レンジの上端値を「L５」、90％レ
ンジの下端値を「L95」で表わす。

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、強い紫外線を
受け、光化学反応を起こして生成するオゾン、アルデヒ
ド、PAN 等の総称で、主成分はオゾンである。眼や気道
の粘膜を刺激する等の健康被害や植物の葉の組織破

50■近隣騒音
飲食店でのカラオケなどの営業騒音、商業宣伝など

壊などを生じさせる。

の拡声機騒音、一般家庭のピアノ・クーラーからの音、
ペットの鳴き声などの生活騒音の総称である。単に音の

57■光化学スモッグ

大きさだけでなく、日頃のつきあいなどが関係するため、
主観的・心理的要素がからむ傾向が強い。

工場、自動車などから排出される窒素酸化物や炭化
水素が一定レベル以上の汚染の下で紫外線による光
化学反応で生じた『光化学オキシダント』や視程の低下
を招く粒子状物質（エアロゾル）を生成する現象、あるい
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はこれらの物質からできたスモッグ状態のことをいう。

63■コミュニティバス
通常の路線バスではカバーしにくいような地域やル
ートの公共交通需要に対応するために、自治体の支

58■公害
環境基本法第２条では、公害とは、「事業活動その他

援を受けて導入されるバスサービスをいう。

の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚
染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が
悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤
の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを

サ行
64■最終処分場

除く。）、及び悪臭によって、人の健康または生活環境

リサイクルや中間処理できない廃棄物を最終処分（埋

に係る被害が生ずることをいう。」と定義している。最近

め立て）するための処分場のこと。廃棄物の種類により、

では、環境全体の調和や秩序をみだすものとして「環境

一般廃棄物最終処分場と産業廃棄物最終処分場に分

汚染」、あるいは「環境破壊」という言葉と同じ意味で「公

けられる。また、処分する廃棄物の種類により、構造上、

害」を幅広くとらえようとする傾向がある。

管理型最終処分場、遮断型最終処分場、安定型最終
処分場がある。最終処分場の残余年数の引き伸ばしが
大きな問題となっている。

59■公害防止協定
行政庁や住民等が、公害発生企業等と「協定」を結
びこれを公表することによって、公害を防止するもので

65■里山

ある。公害防止協定の法的解釈は紳士協定説と契約説

人里に近い集落周辺の低山地帯を総称し、雑木林

があり、内容の法的拘束力の解釈について対立があ

や竹林、ため池、棚田、畑などを含めた生活エリアを指

る。

す。林産物、肥料、薪炭の生産などに利用されてきた。
近年、住民に身近な自然として評価されるようになり、生
物の生息空間のつながりとしても大きな役割を担う。

60■公共用水域
水質汚濁防止法の定義では、「公共用水域とは、河
川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他の公共の用に供さ

66■砂漠化

れる水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水
路、その他公共の用に供される水路」をいう。

気象的要因に過放牧・過耕作や薪炭材採取等の人
為的要因も加わり、乾燥地の生物生産力が減退する
「砂漠化」が進んでおり、地球温暖化によりさらに進行す
ることが心配されている。現在、砂漠化の進行をくいとめ

61■交通需要管理施策（TDM）
1 人乗りマイカー通勤の削減、公共交通機関への転
換、時差通勤など、交通需要側への規制、誘導、啓発

るために植林活動、農業技術援助等の砂漠緑化の試
みが行われている。

などの需要調整によって交通渋滞などを解決しようとす
る施策。

67■産業廃棄物
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、燃え殻、
汚泥、廃プラスチック、がれき類など廃棄物処理法で定

62■コージェネレーションシステム
１つのエネルギーから電気・熱など複数の有効なエネ

めた 19 種類に該当するもの。一般廃棄物に比べて量、

ルギーを取り出して利用するシステムのこと。一般的に

多様性、含有物質の有害性などの面で環境に与える影

はガスタービン、ガスエンジン等により発電を行うと同時

響が大きい。

に、その廃熱を利用するシステム（熱電供給）のみを指
す場合と、それらの動力を発電以外に利用するシステ

68■酸性雨

ム（熱動力供給）等を含める場合とがある。通常の発電

雨水に工場や自動車から出された硫黄酸化物や窒

による熱効率が 40％以下であるのに対し、コージェネレ

素酸化物などの大気汚染物質が取り込まれて、強い酸

ーションでは、70～80％と極めて高い熱効率が期待で

性（pH5.6 以下）を示すようになった雨のことをいう。

きる。
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活の楽しみを覚える等の力をつけることを目指す。平成

69■シアン（CN）
青酸カリウムや青酸ソーダなどに含まれる物質で、体

17(2005)年６月に食育基本法制定、平成 18(2006)年３

内に入ると呼吸困難を起こし、死にいたらしめる猛毒で

月末には家庭や学校、地域などで取り組むべき課題を

あり、経口致死量は、0.06ｇ／人といわれている。メッキ、

列挙し、数値目標も掲げた食育基本計画が策定されて

金属精錬、写真工芸、医薬、農薬の製造、有機合成な

いる。三島市でも、食育基本計画を平成 20 年 3 月に策

どに広く用いられている。

定した。

70■資源循環型社会

76■振動

大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして、

公害として問題にされる振動とは、工場の活動、建設

廃棄より再使用・再生利用を第一に考え、新たな資源

作業、交通機関の運行などにより、人為的に地盤振動

の投入をできるだけ抑えることや、自然生態系に戻す

が発生し、建物を振動させて物的被害を与えたり、日常

排出物の量を最小限とし、その質を環境を攪乱しない

生活に影響を与えることにより問題にされる振動をいう。

ものとするもの。このような循環型社会づくりは環境保
全型の社会づくりの重要な柱のひとつである。

77■振動規制法
工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って
発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を

71■静岡県環境基本計画
静岡県環境基本条例（平成８(1996)年３月制定）の基

行うとともに、道路交通振動に係る措置を定めること等

本理念である「健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と

により、生活環境を保全し国民の健康の保護に資する

将来世代への継承」を図るため、平成９(1997)年３月に

ことを目的として 1976 年に制定された法律。

策定された。平成１８年３月に第２次計画を中間的に見
直し、改訂された。

78■振動レベル
振動レベル計を用いて振動感覚補正を通して測った
鉛直振動加速度レベルのことである。一般に振動の大

72■臭気指数
人間の嗅覚により臭いの程度を判定する測定法を用
いて、臭いの強さを指数化したもの。

きさを表わし、その単位としては「デシベル」（ｄｂ）が用い
られる。

全ての臭いが規制の対象となり、また住民の悪臭に
対する被害感覚と一致しやすくなる。

79■新エネルギー
従来使っていた石油、石炭、原子力、天然ガス、水力
などのエネルギーに対し、今後研究開発・導入が図られ

73■重金属
比重が４以上の金属で、金、銀、鉄などのほか、水銀、

る石炭液化・ガス化、太陽エネルギー、深部地熱、水素

鉛、カドミウム、銅、マンガンなどがある。体内に蓄積さ

エネルギー、風力、バイオマスなどの新規開発エネルギ

れると急性、慢性の中毒症状を示すものが多い。

ーをいう。

74■循環型社会形成推進基本法

80■水源（地下水）かん養機能

循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる
法律で、平成 12(2000)年５月に制定された。廃棄物・リ

雨水を地表及び地中に一時的に蓄え、河川や地下
水等の水源が枯渇しないようにする機能をいう。

サイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基
盤を確立し、循環型社会の形成に向け実効ある取組の

81■水質汚濁防止法

推進を図るもの。

昭和 45（1970）年にそれまでにあった「水質保全法」
と「工場排水規制法」を統合してできた法律。国民の健
康保護と生活環境の保全を目的として、工場・事業場か

75■食育
心身の健康の基本となる食生活に関するさまざまな

らの河川への排水の規制や有害物質の地下浸透の禁

教育を行うこと。食べる物を選ぶ力、食べ方、調理法、

止が規定されている。全国一律の排水基準のほか、都

味覚形成、食べ物の生育に関する知識や豊かな食生

道府県による上乗せ排水基準を設けることができる。
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球環境保全上の重要な課題となっている。

82■水生生物
海洋・湖沼・河川・地下水等の水中で生活している生

環境省のレッドデータブックでは、絶滅危惧 I（類

物をいう。水生生物の分類は様々で、例えば生活様式

絶滅の危機に瀕している種）、同 II 類（絶滅の危機が増

により、底生生物、漂泳生物、固着生物等に分けられる。

大している種）に位置づけられたものが“絶滅危惧＝絶

環境省では、水生生物を生物指標とした水質調査を呼

滅のおそれのある種“とされているが、一般的には、環

びかけている。当該調査は、サワガニ、トビケラ、ヒル、イ

境省や都道府県発行のレッドデータブックに記載さ

トミミズ等 30 種類の水生生物を対象とする生息調査を

れている動植物種（準絶滅危惧種なども含む）全般に

実施し、その結果によって、その地点の水質階級の評

対して使われている。

価をするものである。この 30 種類の水生生物は、「きれ
いな水」、「少しよごれた水」、「きたない水」、「大変きた

88■ゼロ・エミッション

ない水」の四つの水質階級の指標生物として分類され
ている。

廃棄物や排熱の自然界への排出（エミッション）をゼ
ロにすること。具体的には、一産業・社会部門における
廃棄物・排熱を極力その中で再利用するとともに、他部
門での活用を含め、全体として廃棄物等をなくすこと。

83■生活雑排水
一般の家庭から排出される汚水のうち、し尿及び水
洗便所からの排水を除いたすべての排水で、主に炊事、

89■騒音

風呂、洗たくなどから出される排水をいう。近年、都市部

「好ましくない音、ない方がよい音」の総称である。し

への人口集中により、都市部の河川・湖沼での水質悪

たがって騒音という特別な音があるわけではなく、それ

化の重大な要因として問題になっている。

を聞く人の主観的な判断によるものである。多くの人が
騒音とする音、しばしば騒音とされる音として、①概して
大きい音、②音色の不快な音、③音声聴取を妨害する

84■生物化学的酸素要求量（BOD）
水中の有機物が、微生物によって酸化されるときに

音、④休養・安眠を妨害する音、⑤勉強・事務の能率を

必要とされる酸素の量で、河川の有機性汚濁を測る代

妨げる音、⑥生理的障害を起こす音などがあげられる。

表的な指標である。単位は mg/ｌで表され、数値が大き
いほど汚濁の程度が高い。

90■騒音規制法
「工場及び事業場における事業活動並びに建設工
事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必

85■生物の多様性
種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性

要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を

を含んだ概念。健全な自然環境が維持されるためには、

定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の

生物の多様性を確保することが不可欠である。

保護に資すること」を目的として、1968 年に制定された
法律。

86■節水コマ
給水栓のハンドル開度による水圧変化を少なくし、栓

91■騒音レベル

を開いたときの無駄な水を削減するもの。水道の蛇口か

騒音計による測定値を騒音レベルという。周波数特

らは１分間流しっぱなしで 11～13 ㍑の水が流れている

定によりＡ特性とＣ特性があるが、聴覚に最もよく対応す

が、節水コマを取り付けることによって１分間に最大約６

るといわれるＡ特性が用いられる。単位は「デシベル」（ｄ

㍑の節水になる。

B）が用いられる。

87■絶滅危惧種

92■総水銀（T－Hg）

さまざまな要因により個体数が減少し絶滅の危機に

水銀化合物には、有機水銀化合物と無機水銀化合

瀕している種・亜種を指す。進化の過程では絶滅するこ

物があるが、これらを合わせたものをいう。一般に水銀

とも自然のプロセスだが、今日の絶滅は、自然のプロセ

化合物は毒性をもち、中枢神経障害などをひき起こす。

スとはまったく異なり、さまざまな人間活動の影響のもと、

その中でも、メチル水銀は水俣病の原因となった物質

かつてない速さと規模で進んでおり、絶滅の防止は地

であり、毒性が強い。
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93■総量規制
地域内の汚染物質の排出総量を許容量以下に

98■地球温暖化

押さえることによって、環境を良好な状況に維持

大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、フロン

しようとする規制方式をいう。「総量規制」は、

等）の濃度が人間活動により上昇し、温室効果が高まる

環境基準等の目標を維持達成するための条件と

ことにより地球の気温が上がる現象をいう。このまま推移

して許容負荷量を定め、各企業等からの汚染物質

すれば、21 世紀末までに全地球平均気温が 1.1～

の排出総量がそれ以下になるように規制するも

6.4℃上昇し、これに伴い海面が約 18cm～59cm 上昇す

のである。

ると予測され、異常気象の発生、農業生産や生態系へ
の影響が懸念されている。
国際的には、平成４(1992)年にブラジルのリオ・デ・ジ

タ行

ャネイロで開催された地球サミット（ＵＮＣＥＤ：環境と開
発に関する国連会議）において署名され、平成６(1994)

94■ダイオキシン類
有機塩素系化合物の一つ。ポリ塩化ジベンゾパラジ

年に発効した「気候変動に関する国際連合枠組み条

オキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化

約」を中心に地球温暖化防止対策が展開されている。

ビフェニールの３物質がダイオキシン類として定義され

平成９(1997)年に京都で開催された第３回締約国会議

ている。廃棄物の焼却などに伴って発生する。

（ＣＯＰ３）では二酸化炭素等温室効果ガスの排出量削
減目標が設定された（京都議定書。平成１７(2005)年２
月発効）。

95■大気汚染防止法
昭和 43（1968）年に、それまであった「ばい煙の排出
の規制等に関する法律」を大幅改訂する形で制定され

99■地球環境問題

た、大気汚染を防止するための規則を定めた法律。ば

国境を越えた地球規模の環境問題を指し、地球温暖

い煙及び自動車の排気ガスの定義を拡大し、都道府県

化、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、森林破壊、野

による上乗せ基準の設定を可能にした。

性生物種の減少、砂漠化、有害廃棄物の越境移動、及
び開発途上国等の公害があげられる。それぞれの問題
は、因果関係が相互に複雑に絡み合って引き起こされ

96■炭化水素（ＨＣ）
炭素と水素からなる化合物の総称である。炭素原子

ている。先進国での大量生産、大量消費、大量廃棄と

の連なり方により鎖式炭化水素と、環式炭化水素とに大

いった経済社会活動、さらには人類のこれまでの技術

別される。すべて完全に酸化すれば水と二酸化炭素に

文明の責任を問う内容を含んでいるといえる。

なる。自動車の排ガス中や、石油タンク等から大量に放
出される。光化学スモッグの原因物質の一つになって

100■地産地消

いる。

地域生産地域消費（ちいきせいさん・ちいきしょうひ）
の略語で、地域で生産された農産物や水産物をその地
域で消費すること。

97■炭素税
二酸化炭素の排出に対する課徴金制度のこと。環境

食や環境に対する安全・安心志向の高まりを受けて、

税は、二酸化炭素排出も含めて、もう少し広義な意味で

消費者と生産者との「顔が見える」関係の構築に資する

環境に負荷を与えるもの（環境の利用者）に対する課徴

地域発の動きとして注目されている。国は、地産地消が

金制度を指す。温室効果ガスの一つで地球温暖化の

食料自給率の向上に必要であると位置づけ、推進体制

主原因物質とされている二酸化炭素排出（環境に負荷

の整備や地域計画の策定などを支援している。

を与える営み等）に課税・課徴金制度を導入するもので、
その財源を環境保護や新エネルギー開発等に活用す

また、食育や地域活性化につながるなど、生産、消
費の両者から大きな期待が寄せられている。

る場合もある。二酸化炭素排出量削減（環境問題解決）
のために経済的手段の導入を図るものである。オランダ

101■窒素酸化物（ＮＯｘ）

やスウェーデンなど EU 諸国を中心に多くの先進国で既
に導入されている。

窒素と酸素の化合物をいい、公害用語としては、一
酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ ２）の総称として用い
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られる。燃料中や空気中の窒素が燃焼過程で酸化され、

的うるささ）との対応に優れており、「騒音に係る環境基

ＮＯが生成する。これは、空気中で徐々にＮＯ ２ に変化

準」では、測定結果の評価に等価騒音レベルを採用し

する。発生源としてはボイラー等を代表として広範囲に

ている。一般には、等価騒音レベルを「Leq」で表す。

存在し、排出口の小さい自動車がとくに都市部では問
題になっている。ＮＯ２はＮＯより呼吸器に対する影響が

108■透視度

大きく、また吸入されたＮＯ ２ の大部分は呼吸器に摂取

水の濁りや着色の状態を知る方法の一つで、内径 32

され、呼吸器以外の組織や反応にも影響を及ぼすとい

～35mm のガラス管の底に５号活字を書いた板を沈め、

われる。光化学スモッグの原因物質の一つになってい

液層を何 cm までにすれば活字の確認ができるかにより、

る。

水の汚れを調べる方法である。透視度が大きいほど水
の濁りは小さいことを示している。

102■中央値
累計度数曲線の 50%の度数レベルでのレベル値のこ

109■透水性舗装

とである。指示値が不規則に変動する騒音レベルの表
し方の一つである。一般に、中央値を「Ｌ50」で表す。

雨水浸透施設の一つとして主に公園や道路、駐車場
等で導入されている。空隙率の高いアスファルト等を採
用することにより、雨水を表面流出させることなく地下に
浸透させる舗装。

103■低公害車
ガソリン車やディーゼル車に比べて窒素酸化物や粒
子状物質の排出が少ない自動車のこと。電気自動車、

110■特定化学物質

天然ガス自動車、エタノール自動車、水素自動車、ソー

ＰＣＢによる環境汚染問題を契機として、ＰＣＢ類似の

ラーカーの他、エンジンと電気モーターを組み合わせた

性状（難分解性、高蓄積性及び慢性毒性）を有する化

ハイブリッド車、低燃費かつ低排出ガス認定車などが含

学物質の規制を目的として、昭和 48 年 10 月に「化学物

まれる。

質の審査及び製造等の規制に関する法律」が公布され
た。同法により、新規の化学物質については、難分解性、
高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかが、その製造

104■低周波音
低い周波数の音で、周波数がおおむね数百ヘルツ

又は輸入前に審査（新規化学物質の事前審査）され、

以下の音をいう。近年高架橋を走るトラック、ボイラーの

それらの性状をすべて有する化学物質を「特定化学物

燃料音などによって発生する低周波音による苦情が出

質」として指定し、製造、輸入、使用等の規制を行ってき

てきている。

た。その後、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンに
よる地下水汚染問題等を契機に 61 年５月の同法の改
正により、従来の特定化学物質が第一種特定化学物質

105■定量下限
一定量の試料に含まれる特定の物質の量を特定の

とされ、新たに高蓄積性はないものの難分解性であり、

方法で分析するとき、その分析において、はかることが

かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質が指定化学物

できると公に認められている最小の濃度をいう。

質として指定されることとなった。指定化学物質につい

106■デポジット制度

ては、製造量等の監視を行い、当該指定化学物質によ

デポジットとは「預り金」を意味する。製品を販売する

り相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずる

に当たって、一定金額を預かり金として上乗せして販売

おそれがあると見込まれる場合には有毒性の調査がな

し、消費者が容器等を返却すると預かり金が払い戻され

される。その結果、慢性毒性等があることが判明した場

る制度。容器等の再利用と資源の回収率を高めるため

合には、「第二種特定化学物質」として指定さる。第二

に効果的である。

種特定化学物質については、取扱いに係る技術上の
指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示が義務づ
けられるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等の規制

107■等価騒音レベル
変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値であり、

が行われることとなった。なお、平成 18 年９月現在、第

音響エネルギーの総曝露量を時間平均した物理的指

一種特定化学物質として 15 物質、第二種特定化学物

標である。睡眠影響やアノイアンス（人に感じられる感覚

質として 23 物質が指定されている。
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ど継続的に人為が加えられていることにより成立してい

111■特定建設作業
建設作業のうち、特に騒音・振動による生活環境の

る森林をいう。

悪化をもたらすものとして法律や条例で届出が義務づ
けられている作業の総称である。

119■２％除外値（９８％値）
日平均値で示されている環境基準の適否を長期的
に評価する時に用いる。年間の有効な日平均値を大き

112■特定工場
特定施設を設置している工場・事業場をいう。

い順に並べた場合、上位の値は変動幅が大きく、異常
値や突発的な不確定な要素が多いといわれる。そのた
め測定値数の２％に相当する高濃度測定値を除外した

113■特定施設
工場や、事業場に設置されている各種の施設のうち、

残りの値のうち、最高値を２％除外値と称する。

生活環境の悪化をもたらすものとして法律や条例で届
出が義務づけられている施設の総称である。

120■熱帯雨林の破壊
世界の熱帯雨林は、かつて陸地面積の 16％を占め
ていたが、現在では６％にすぎず、集団的な焼畑移動

114■毒性等量（TEQ）
ダイオキシン類の毒性を、毒性の一番強い

耕作や、商業材の不適切な伐採により年々減少してい

2,3,7,8-TCDD（四塩化ジべンゾダイオキシン）に換算し

る。熱帯雨林の破壊にともなって貴重な生物資源や、そ

た量として表す符合。

こに住む住民の生活基盤が失われたり、陸上の水循環
に影響を与え、気候変動、砂漠化、地球温暖化が心配
される。熱帯雨林は、炭酸ガスを吸収し酸素を供給する

115■都市生活型公害
都市地域における経済活動の拡大と人口の集中が
結びついて生ずる交通公害、水質汚濁、近隣騒音など

など人類全体に多大な恵みをもたらすかけがいのない
財産であるといえる。

による生活環境の悪化のことをいう。都市生活型公害は
発生源が個々に小さく、移動したり、広く分散したりして

121■濃度規制

いて、発生源対策のみで十分対応しきれない場合が多

工場・事業場などから排出されるばい煙等の中に含

く、土地利用の適正化、交通体系、物流システム、生活

まれる汚染物質の割合を一定量以下にするために、排

排出物の処理システムなどの都市構造対策の推進が必

出濃度を法等で規制することであり、規制方法を論ずる

要であるといわれている。

際、総量規制（前記参照）に相対するものとして用いら
れる。

ナ行

122■ノーカーデー

116■二酸化硫黄（SO２）

自動車による都市部の交通渋滞や大気汚染の改善

石油や石炭など、硫黄分を含んだ燃料の燃焼により
発生する。二酸化硫黄は呼吸器への悪影響があり、四

のため、自動車の利用を自粛し、公共交通機関などを
利用して通勤する日を設けること。

日市ぜんそくの原因となったことで知られる。

123■野焼き
117■二酸化窒素（NO2）

法律で認められた方法以外で物を燃やす行為、すべ

石油や石炭などの窒素分を含んだ燃料の燃焼により

てをいう。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、

発生する。高温燃焼の過程でまず一酸化窒素が生成さ

「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を

れ、これが大気中の酸素と結びついて二酸化窒素にな

焼却してはならない」との規定があり、家の庭先などで

る。呼吸器系に悪影響を与える。

木くず・紙くず・廃プラスチック等のごみを燃やすことは
野焼きになる。例外規定は以下のとおり。
①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために

118■二次林
伐採後再生した森林など、過去に人為が加えられ、
その影響を受けている森林、または、現在も下草刈りな

必要なもの
②災害の予防、応急対策・復旧のために必要なもの
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③風俗習慣上又は宗教上の行事

れる。

（どんど焼き・塔婆の供養焼却等）
④農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの

129■排出権取引制度

（焼き畑・畔草や下枝の焼却等）

予め各工場や国ごとに排出できる汚染物質の量を権

⑤焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

利として割り当てておき、その割当を超えて排出しようと

（落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等）

する工場や国は、余裕のある工場や国から排出権を買

また、焼却炉でごみを燃やす場合も構造基準（ダイオ

って生産し、社会全体として最も安い費用で汚染物質

キシン対策特別措置法）を満たしていない焼却炉につ

の排出を減らしていくという仕組みである。この制度は、

いては使用が禁止されている。家庭用の焼却炉は、ほ

理論的には最も効率のよい制度として早くから注目され、

とんどの場合この構造基準を満たしていないため、市で

米国では 1976 年頃から硫黄酸化物や粒子状物質の削

はごみは燃やさないで、市のごみ集積場に出すよう呼

減対策の手法として導入されてきた。最近では、米国の

びかけている。

酸性雨対策の一環として利用されているほか、地球温
暖化防止対策の一環として二酸化炭素排出権の売買

３

124■ｇ／ｍ Ｎ

制度は EU 内では 2005 年１月から実施されており、国内

工場の煙突の煙や炭坑などの塵埃(じんあい)の中に

でも検討が行われている。

含まれるすすなどの微粒子の濃度を表す単位。

130■ばいじん
ノルマル

燃焼、加熱及び化学反応などにより発生する排出ガ

125■ｎ － へキサン抽出物質（油分）
水中に含まれる比較的発揮しにくい炭化水素、炭化

ス中に含まれる固体の粒子状物質をいう。

水素誘導体、グリース油状物質等の総称で、通常油分
と言っている。工場排水の場合は、鉱物油及び動植物

131■ハイブリッド自動車

とに分けて基準を定めている。

エンジンとモーターの 2 つの動力源をもち、それ
ぞれの利点を組合わせて駆動することにより、省エ
ネと低公害を実現する自動車。

ハ行
126■ばい煙

132■パークアンドライド

燃焼、加熱及び化学反応などに伴って発生する硫黄
酸化物、窒素酸化物、ばいじんなどをいう。

従来都心部まで自動車を乗り入れていた通勤者等
が、自宅の最寄り駅に近接した駐車場に駐車し、そ
こから都心部へは公共の鉄道やバスなどで移動する
よう誘導するシステム。

127■バイオマス
太陽エネルギーが植物の光合成によって生体内に

都心部への自動車の乗り入れ規制や、有料化等の

固定、蓄積されたもので、生物の体やふん尿などを意

施策を抱き合わせて実施すれば、その促進がより効

味する。バイオマスには、炭素や水素が含まれるため、

果的となる。パーク＆ライドを行うことによって自

燃やせばエネルギー源となる。木炭や薪（まき）などはこ

動車の走行距離が減り、二酸化炭素の排出が軽減さ

のバイオマスの一種。現在、代替エネルギーとして注目

れ温暖化防止につながっていく。また、大都市の大

を浴びている。

気汚染対策、渋滞緩和などにも効果がある。

128■廃棄物

133■パートナーシップ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ごみ、

市民･事業者･市など立場が違う者同士が、地域単

粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、

位で環境保全やまちづくりなど共通の目標、理念をも

動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形又

ち、その実現に向けた取組を行うときの協調的関係の

は液状のもの、と規定されている。廃棄物は、一般廃棄

こと。

物と産業廃棄物に分類される。また、処理方法の区分
によって可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどにも分けら
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1000 分の１、マイクログラム(μｇ)の 100 万分の１、ミリグ

134■ヒートアイランド
首都圏などの大都市圏においては、典型 7 公害とは

ラム（mｇ）の 10 億分の１。ダイオキシン類などの有害化

全く異なったヒ－トアイランド現象と名付けられた現象が

学物質について、生涯摂取しても健康に影響がないと

現れている。都市では高密度のエネルギ－が消費され

判断される１日あたりの摂取量である「耐容１日摂取量」

ており、加えて都市の地面の大部分はコンクリ－トやア

（ＴＤＩ）などの単位として用いられる。

スファルトなどの乾燥した物質で覆われているため水分
の蒸発による温度の低下がなく、日中蓄えた日射熱を

138■非メタン炭化水素

夜間に放出するため、夜間気温が下がらない状態にな

大気中に存在するメタン以外の炭化水素の総称。光

る。この結果、都市部では郊外と比べて気温が高くなり

化学オキシダント発生の原因となるため、自動車や事

等温線を描くとあたかも都市を中心とした「島」があるよう

業所などの発生源についての排出規制が実施されて

に見えることから、ヒ－トアイランド現象と呼ばれている。

いる。

このような現象は東京などの大都市ではすでに日常生
活の中で実感できる程までになっている。例えば東京

139■ｐｐｂ

の年平均気温を見ると、1870 年代の約 14℃からこの

１ppm の 1000 分の１を１ppb という。

120 年の間に 2℃も上昇し、年平均湿度も約 77％から約
63％に下がっており、ヒ－トアイランド現象がその一因と

140■ｐｐｍ

考えられている。特に夏には、エアコンの排熱が室外の

微量の割合を表す単位で、濃度や含有率を示すの

気温をさらに上昇させ、また上昇した気温がエネルギ－

に用い、100 万分の１を１ppm という。気体状態の大気汚

需要をさらに増大させるという悪循環を生み出す。 こ

染物質濃度を示す場合、１ppm とは、１ｍ３の大気中に１

れに対し、緑地は、植物が葉面から水が蒸発する際に

ｃｍ３の汚染物質が含まれていることを表す。

周りの熱を奪うため気温を調節する機能を持ち、都市内
河川や海域などの水辺もヒ－トアイランド現象を緩和す

141■ｐｐｔ

る効果を持っているといわれており、都市における自然

１ppb の 1000 分の１を１ppt という。

地域の重要性が増している。

142■ＰＲＴＲ法(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)

135■ビオトープ
ドイツ語のＢｉｏ（生物）とＴｏｐｅ（空間、場所）を組み合

平成 11(1999)年７月に制定された法律。有害性のあ

わせた造語で、野生生物が共存している生態系、生息

る化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれて

空間のこと。本来は、生物が生息する最小空間単位を

の移動量を登録して公表する仕組み。国が事業者の報

意味していたが、最近では、都市やその他の地域の植

告や推計に基づき、対象化学物質の大気、水、土壌へ

動物が共生できる生息空間を、保全・復元した場所とし

の排出量や、廃棄物に含まれる形での移動量を集計し、

てとらえられるようになった。

公表する。

136■光害（ひかりがい）

143■ｐＨ

照明器具から漏れた光や必要のない範囲を照らす光

溶液中の水素イオンの濃度を意味し、一般的には水

によって、周辺環境に好ましくない影響を与えている状

素イオンのモル濃度の逆数の常用対数で定義されてい

況のこと。街灯や広告の明かり、野球場の照明など原因

る数である。（pH=－log〔H+〕）。溶液の酸性・アルカリ性

はさまざまで、都市上空では夜空が明るすぎて天体観

の度合を表わし、pH=7 で中性、pH<7 で酸性、pH>7 で

測に支障が出ることもある。また、農作物の生育不良や

アルカリ性である。

動物の生体リズム・代謝機能異常なども報告されてい
る。

144■浮遊物質（ＳＳ）
Suspended Solid の略で、流径２mm～１ミクロンの水に
溶けない懸濁物の総称である。重要な汚濁指標のひと

137■ピコグラム（pg）
１兆分の１グラムを表す重さの単位。ナノグラム(ｎｇ)の

つで、ＳＳが多くなると、水はにごって光の透過を妨げ、
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水域の自浄作用を阻害したり魚類の呼吸に悪影響を及

150■ミックス古紙

ぼす。一般に水域の正常な生活活動を維持するには、
25mg／ｌ以下が望ましいとされている。

三島市で平成 18(2006)年４月から分別回収されてい
る資源古紙の分類のひとつ。紙箱や包装紙など新聞紙、
雑誌、ダンボール、牛乳等紙パック以外の紙を指す。地
域によって「ミックスペーパー」や「雑がみ」などと呼ばれ

145■浮遊粒子状物質（SPM）
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、その粒径が

ているものとほぼ同様のもの。

0.01mm 以下のものをいう。人の気道や肺胞に沈着し、
呼吸器疾患の増加を引き起こす恐れがある。工場の事

151■緑の基本計画

業活動や自動車の走行などのほか、海塩粒子など自然
現象によるものもある。

「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」の
略称で、そのまちの緑の将来のあるべき姿とそれを実現
させる方法を示すもの。平成６(1994)年６月の都市緑地
保全法改正に伴って創設され、市町村に策定すること

146■プレサイクル
消費の段階で、ごみにならないもの、リサイクルしや
すいものを選ぶこと。たとえば、ワンウェイびんや缶、

が義務づけられた。三島市は平成 15(2003)年３月に策
定した。

PET ボトルなどの使い捨て容器ではなく、リターナブル
びんを選ぶことがあげられる。また、過剰包装を避けるこ
ともプレサイクルである。

ヤ行
152■有害化学物質
化学物質の中には、人体や生態系への影響が深刻

147■フロン（フルオロカーボン）
ふっ素を含む炭化水素化合物の総称。洗浄剤、冷媒、

に懸念されるものがあり、それらを総称して有害化学物

発泡剤等に広く用いられていたが、クロロフルオロカー

質という。現在、世界では、工業的に使われるものだけ

ボン（ＣＦＣ）をはじめとするいくつかのフロンは、オゾン

でも約 10 万種類の化学物質が流通している。

層を破壊する物質であることが指摘され、世界的に全廃
の方向に向かっている。我が国でも「特定物質の規制

153■有機塩素系化合物

等によるオゾン層の保護に関する法律」により、回収・再

炭素あるいは炭化水素に塩素が付加された化合物の

利用・破壊の促進を図っている。フロンは、温室効果ガ

総称。ほとんどの有機塩素化合物は人工的に合成され

スの一種として地球温暖化にも寄与していることから、

る。付加された塩素が多いほど不燃性、脂溶性があり、

地球温暖化防止対策と併せた対策が必要となってい

溶媒、農薬として使用された。しかし、化合物により差は

る。

あるが、その難分解性、蓄積性、毒性のために、地下水
汚染、食物連鎖による生物体内濃縮、オゾン層の破壊な
ど環境破壊、生体影響が表面化した。

148■粉じん
気体中に浮遊している微細な個体の粒子状物質の

154■有機塩素系溶剤

総称であり、公害用語としては、物の破砕、選別などの
機械的処理または堆積により生ずる物質をいう。

公害用語としては、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン、1,1,1－トリクロロエタン等の総称である。強い脱
脂作用を持つため、金属、機械部品などの脱脂洗浄剤、
ドライクリーニング用の洗浄剤などに使われている。使

マ行

用当初は毒性が不明であったが、発ガン性や肝毒性な
どが指摘され、地下水がこれらの物質で汚染されている

149■マニフェスト
排出業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産
業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名など

ことが判明したため、新たな環境汚染として問題になっ
ている。

を「管理票（マニフェスト）」に記載し、産業廃棄物の流
れを自ら把握・管理する方法。 制度としては、平成

155■有機物

10(1998)年 12 月から実施されている。

炭素の酸化物や金属の炭酸塩など、少数の簡単なも
の以外のすべての炭素化合物の総称である。元来は有
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機体を構成する化合物及び有機体によって生産される
化合物という意味で名付けられたものであって、生物の
生活力によらなければ生成されないものと考えられてい

ラ行
160■リサイクル

たが、現在では有機物の合成が可能になったため、言
葉と概念だけが今でもそのまま使われている。

廃棄物として処分される物を改修し、再生利用するこ
と。紙、アルミ、ガラス、鉄、プラスチックなどの回収が行
われている。

156■ユニバーサルデザイン
障害者・高齢者・健常者の区別なしに、すべての人

161■リデュース

が使いやすいように製品、建物、環境などをデザインす

ごみを出さないこと。「ごみの発生抑制」ともいわれる。

ること。ユニバーサルデザインの領域は製品、施設、都

生産工程で出るごみを減らしたり、使用済み製品の発

市などの目に見えるものから、サービスやシステムなど

生量を減らすことを指す。消費者が製品を長く使うことも

の目に見えないものまで多岐にわたる。

リデュースのひとつである。

157■容器包装リサイクル法

162■リフューズ

正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品

ごみになるものを買わないこと。「ごみの発生回避」と

化の促進等に関する法律」。平成９(1997)年 4 月に施行

もいわれる。リデュースとの区別が難しく、リフューズを

された。循環型社会をつくるため、商品の容器や包装の

含めないで３Ｒと呼ばれることもある。

廃棄物を、消費者は分別排出、市町村が分別収集、容
器の製造事業者や容器を利用する事業者が収集され

163■リユース

たものを再商品化することを促進する法律である。

一度使用して不要になったものをそのままの形でもう
一度使うこと。具体的には、不要になったがまだ使える
ものを他者に譲ったり売ったりして再び使う場合や、生

158■要請限度
自動車騒音・振動により、人の健康や生活環境が害

産者や販売者が使用済み製品、部品、容器などを回収

されないとされる最低限度値。この限度を越えているこ

して修理したり洗浄してから、再び製品や部品、容器な

とにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれて

どとして使う場合がある。

いると認められるときは、都道府県公安委員会に交通
規制等の措置を執るように要請することができる。環境

164■レッドデータブック

基準同様、地域の区分別、時間帯別に定められてい
る。

環境省などが、日本の絶滅のおそれのある野生生物
の種について、それらの生息状況等をとりまとめたもの。
全世界レベルのレッドデータブックを編纂している IUCN
（国際自然保護連合）で、より定量的な評価基準に基づ

159■溶存酸素（ＤＯ）
水中に溶けている酸素の量を mg／ｌで表わしたもの

く新たなカテゴリーが平成 6（1994）年に採択されたこと

で、溶存酸素自体は温度と気圧によって飽和量が定ま

を受け、我が国においても平成 7（1995）年からレッドデ

っている。しかし、水中に汚染源となる有機物が増えると、

ータブックの見直し作業を開始している。

それを分解する微生物によって酸素が消費されるため、

新しいレッドデータブックは、レッドリストの公表後に

溶存酸素は減少する。通常溶存酸素の補給は、大気か

作成しており、平成 18 年８月までに全てを刊行済みで

らの溶け込みや藻類等の光合成によるが、水中での消

ある。

費とのバランスでその水域の溶存酸素量が定まり、汚濁
が進めば溶存酸素量は低くなる。なお、溶存酸素量が

165■レッドリスト

一定値以下になると魚類等の生息も制約され、さらに減

レッドデータブックに揚げるべき日本の絶滅の恐れの

少すると生息しなくなる。また 1.0mg／ｌ以下になると、水

ある野生生物の種のリストのこと。環境省では、平成 12

底に蓄積した泥から硫化物、メタンガス等が発生するよ

（2000）年４月までに動植物全ての分類群についてレッ

うになる。

ドリストを作成、公表している。
平成 14 年度からレッドリストの見直し作業に着手し、
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生息状況や生息環境の変化等最新の知見に基づいて
検討を行い、 平成 18 年 12 月には、鳥類、爬虫類、両
生類及びその他無脊椎動物の４分類群の新たなレッド
リストを取りまとめて公表、また、平成 19 年８月には、残
りの哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物Ⅰ及
び植物Ⅱの６分類群について、新たなレッドリストを公表
した。

166■ロハス（LOHAS）
Lifestyles of health and sustainability の略。健康で持
続的なライフスタイルのこと。また、それを志向する市場
のこと。
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