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2 稲沢市環境基本条例                  

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第６条） 

 第２章 基本的施策（第７条－第１２条） 

 第３章 総合的推進のための施策（第１３条－第１７条） 

 第４章 効果的推進のための施策（第１８条－第２０条） 

 第５章 稲沢市環境審議会（第２１条－第２６条） 

 付則 

 私たちのまち稲沢市は、肥沃な土壌、温和な気候に育まれた豊かな自然環境と多くの歴

史的文化的遺産の恵みを受け、古くから植木、苗木の生産で栄え、緑豊かなまちとして、

これまで産業、文化、住まいが調和したまちとして発展し続けてきた。 

 しかしながら、今日の私たちの生活を支えてきた大量生産、大量消費、大量廃棄を基調

とする社会経済活動や生活様式は、便利さや物質的な豊かさをもたらす一方で、環境への

負荷を増やし、地球温暖化等の地球環境問題を顕在化するに至っている。 

 もとより、すべての市民は、良好で快適な環境の下に健康で文化的な生活を営む権利を

有するとともに、かけがえのない環境を健全で恵み豊かなものとして、将来の世代に引き

継ぐ責務を有している。 

 このような認識の下に、私たちは、市、事業者及び市民がそれぞれの役割を果たし協働

することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築して、人と自然

とが共生することのできる環境都市を実現するため、ここに、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的）  

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民

の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めることに

より、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の世

代の市民の健康で文化的な生活の確保及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他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、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪

臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

(3) 地球環境保全 人の活動による地球温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす
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事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的

な生活の確保に寄与するものをいう。 

 （基本理念）  

第３条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことの

できないものであることにかんがみ、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受する

ことができるように適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減する

ことその他の環境の保全に関する行動が、市、事業者及び市民それぞれの責務に応じた

役割分担の下に積極的に行われるようになることによって、持続的に発展することが可

能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。 

３ 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識して、それぞれ

の事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

 （市の責務）  

第４条 市は、市域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全に関する

施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への負荷の低減に努め

なければならない。 

 （事業者の責務）  

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、

及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ず

る責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、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、その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る環境への負荷の低減に資するように努めるとと

もに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、

役務等を利用するように努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら積極

的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

 （市民の責務）  

第６条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷

の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が

実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

   第２章 基本的施策 

 （公害の防止等）  

第７条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止、廃棄物の適正

処理等に関して必要な措置を講じなければならない。 

 （自然環境の保全）   
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第８条 市は、動植物の生育環境等に配慮することにより、農地、河川等における多様な

自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講じなければならない。 

 （快適な環境の確保）  

第９条 市は、都市の緑化、水辺の整備、良好な景観の確保、歴史的文化的遺産の保全等

を図ることにより、潤いと安らぎのある快適な環境を確保するため、必要な措置を講じ

なければならない。 

 （環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進等）  

第１０条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の

利用が促進されるように、必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の減量、資源の

循環的な利用及びエネルギーの合理的かつ効率的な利用が促進されるように、必要な措

置を講じなければならない。 

 （環境の保全に資する施設の整備等）  

第１１条 市は、下水道、廃棄物の処理施設、公園、緑地その他の環境の保全に資する公

共的施設の整備を積極的に推進するとともに、これらの施設の適切な利用の促進に努め

なければならない。 

 （環境教育の充実及び環境学習の促進）  

第１２条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての関心と理解を深め、又はこれら

の者による自発的な環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境教育を充実し、

及び環境学習が促進されるように、必要な措置を講じなければならない。 

   第３章 総合的推進のための施策 

 （環境基本計画の策定）  

第１３条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、稲沢市

環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めるものとする。 

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) 環境の保全に関する目標 

 (2) 環境の保全に関する施策の基本的方向 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民の意見を反映する措

置を講ずるとともに、稲沢市環境審議会の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 （環境基本計画の実施に当たっての措置） 

第１４条 市は、前条の環境基本計画の実施に当たっては、その効果的な推進及び総合的

な調整を行うため、必要な措置を講ずるものとする。 

 （施策の策定等と環境基本計画との整合）  

第１５条 市は、自らの施策を策定し、又は実施するに当たっては、環境基本計画との整



 
                                                 

 

 68 

合を図るように努めなければならない。 

 （年次報告書の作成、公表等）  

第１６条 市長は、環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について

年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

 （開発事業等に係る環境への配慮の推進）  

第１７条 市は、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、その事業の実施に当たりその事業に係る環境への影響について適正に配慮するこ

とを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

   第４章 効果的推進のための施策 

 （情報の提供及び市民等の意見の反映）  

第１８条 市は、環境の状況その他の環境の保全に関する情報を適切に提供するとともに、

環境の保全に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるため、必要な措置を講ず

るものとする。 

 （市民等の自主的活動の促進）  

第１９条 市は、市民及び事業者が自主的に行う再生資源の回収活動、環境美化活動その

他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

 （国、他の地方公共団体等との協力）  

第２０条 市は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっ

ては、国、他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。 

   第５章 稲沢市環境審議会 

 （設置）   

第２１条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき、稲沢市環境審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務）   

第２２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (1) 環境基本計画に関すること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項 

 （組織）   

第２３条 審議会の委員は、２０人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 関係行政機関の職員 

 (3) 事業者の代表者 

 (4) その他市長が特に必要と認める者 

 （任期）  

第２４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

 （会長及び副会長）  
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第２５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 （委任）  

第２６条 第２１条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 （稲沢市環境審議会条例の廃止）  

２ 稲沢市環境審議会条例（平成８年稲沢市条例第４号）は、廃止する。 

３ この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の稲沢市環境審議会条例第３条に規定

する稲沢市環境審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に第２３条に

規定する稲沢市環境審議会の委員に委嘱された者とみなす。この場合における第２４条

第１項の規定の適用については、同項中「２年」とあるのは、「付則第２項の規定によ

る廃止前の稲沢市環境審議会条例第３条の規定により稲沢市環境審議会の委員に委嘱

された日から２年」とする。 
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3 稲沢市環境審議会規則                                           

 （趣旨）  

第１条 この規則は、稲沢市環境基本条例（平成 15 年稲沢市条例第 22 号）第 26 条の

規定に基づき、稲沢市環境審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。  

 （会議）  

第２条 審議会の会議は、会長が招集する。  

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。  

 (１) 最初の審議会の会議を開催するとき。  

 (２) 審議会の会長及び副会長が欠けたとき。  

３ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。  

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。  

 （専門部会）  

第３条 審議会に、その所掌事務に係る専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置

くことができる。  

２ 専門部会は、会長が指名する委員をもつて構成する。  

３ 専門部会に、部会長を置き、会長が指名する。  

４ 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を会長に報告する。  

 （関係者の出席）  

第４条 審議会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。  

 （庶務）  

第５条 審議会の庶務は、経済環境部環境保全課において処理する。  

 （補則）  

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。  

   付 則  

 この規則は、平成 15 年 10 月１日から施行する。  

   付 則（平成 17 年規則第 94 号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  
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4 稲沢市環境審議会委員名簿               

委 員 氏 名 所 属 等

山村　等 稲沢市医師会

服部 英一 稲沢市歯科医師会

髙木 真寿美 稲沢市薬剤師会

近藤 浩史 愛知県尾張県民事務所

風間 哲郎 稲沢市小中学校校長会

第23条
３号

事業者の代表 上田 能徳 稲沢商工会議所 

佐竹 聖子 一般社団法人　稲沢青年会議所

森永 成郎 豊田合成労働組合

内藤 ひろ子 稲沢市連合婦人会

松村 照清 稲沢緑ライオンズクラブ

澄川 隆昭 祖父江町商工会

小島　隆 平和町商工会

野田 珠生 ＮＰＯ法人祖父江のホタルを守る会

任期：2020(平成32)年3月31日まで（敬称略・順不同）

第23条
１号

学識経験を有
する者

第23条
２号

関係行政機関
の職員

2018(平成30)年7月1日現在

備 考

第23条
４号

その他市長が
特に必要と認
める者

区 分
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５ いなざわ環境市民会議設置要綱             

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いなざわ環境市民会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民、事業者及び市の協働により、稲沢市環境基本条例（平成１５年稲沢市条例

第２２号）に基づき策定された稲沢市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）の円

滑な進行管理を推進するため、いなざわ環境市民会議(以下｢環境市民会議｣という。)を設

置する。 

（所掌事務） 

第３条 環境市民会議は、次に掲げる事項について調査、提言等を行う。 

(1) 環境基本計画の推進及び環境基本計画に掲げた取組みの具体化に関すること。 

(2) その他環境保全に関すること。 

（組織）  

第４条 環境市民会議は、委員２０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。 

(1) 市民及び各種環境活動団体に所属する者 

(2) 事業者又は事業者団体に所属する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（運営） 

第６条 環境市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、環境市民会議を代表し議事を運営する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

４ 環境市民会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、最初の環境市民会議は、市長

がこれを招集する。 

５ 会長は、議事に必要があると認めたときは、委員以外のものを環境市民会議に出席さ

せて意見を聴くことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 委員に報酬、旅費等は、支給しない。 

（市の責務） 

第８条 市は、環境市民会議の運営に当たって必要な物品を無償で貸与又は支給するとと

もに、その活動に対して積極的な支援を行うものとする。 

２ 市は、環境市民会議から指摘、提言のあった事項について関係者、有識者等と調整を

図りながら具体的な環境施策に反映させるよう努めるとともに広く市民に周知するものと

する。 
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（庶務） 

第９条 環境市民会議の庶務は、経済環境部環境保全課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長と副会長が協議し決定する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年１１月１１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１7 年 4 月１日から施行する。 
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6 いなざわ環境市民会議委員名簿               

2018(平成30)年5月12日現在

委 員 氏 名 所 属 等 備 考

日比野 登 祖父江支所地区 まちづくり推進協議会

高橋 正憲 明治市民センター地区 まちづくり推進協議会

川原 柳子 大里東市民センター地区 まちづくり推進協議会

金原 正和 小正市民センター地区 まちづくり推進協議会

佐藤 栄司 稲沢ライオンズクラブ

吉川 武秀 三菱電機株式会社 稲沢製作所　

牧野 新吾 日本軽金属株式会社 名古屋工場　

阪口 裕一 豊田合成株式会社

兼田 秀隆 稲沢市さわやか隊　

石倉 良雄 稲沢市さわやか隊　

３
号

前２号に掲
げる者のほ
か､市長が
必要と認め
る者

任期：2020(平成32)年3月31日まで（敬称略・順不同）

区 分

１
号

市民及び各
種環境活動
団体に所属
する者

２
号

事業者又は
事業者団体
に所属する
者
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７ 計画策定の経緯                    

 

1  策定準備 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

●稲沢市環境基本計画策定方針等の決定 

2018（平成３0）年 ４月○○日 関係各課へ平成 2027（平成 39）年までの計画聴取 

 

●稲沢市環境行政推進会議 （委員 13 名） 

2018（平成３0）年 8 月 20 日 環境基本計画素案について 

  

２ 市民参加 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

●パブリックコメント 

2018（平成 30）年 10 月 15 日～11 月 14 日       

稲沢市環境基本計画素案について実施 

            （市内に在住・在勤・在学される方、市内に事務所等

を有する方、法人、その他団体を対象） 

  →意見提出件数  件 

 

●いなざわ環境市民会議 （委員 10 名） 

2018（平成 30）年 9 月 27 日 稲沢市環境基本計画素案について 

 

●稲沢市議会 

2018（平成 30）年 11 月 22 日 稲沢市環境基本計画素案について 

 

３ 策定 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

●稲沢市環境審議会 （委員 13 名） 

2018（平成 30）年 10 月 2 日 第１回会議 第３次環境基本計画素案について 

 いなざわ環境市民会議の意見報告 

2018（平成 31）年  月  日 第２回会議 第３次環境基本計画（案）について 

パブリックコメント、いなざわ環境市民会議、 

第 1 回環境審議会の意見をふまえて 

2019（平成 31）年 3 月  日  第３回会議 稲沢市環境基本計画（最終案）について 

 

2019（平成 31）年 ３月３1 日 策定   
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８ 環境基準                       

（１） 大気汚染に係る環境基準 

環境基本法（1993（平成５）年法律第 91 号）第 16 条第１項の規定に基づく大

気汚染に係る環境基準を以下に示します。 

大気汚染に係る環境基準 

物質名 

二酸化硫黄 

 

（ＳＯ２）
※ 

二酸化窒素 

 

（ＮＯ２） 

一酸化炭素 

 

（ＣＯ）※ 

浮遊粒子状 

物質 

（ＳＰＭ） 

光化学 

オキシダント 

（Ｏｘ） 

環境上の 

条件 

１時間値の１

日 平 均 値 が

0.04ppm 以

下であり、か

つ１時間値が

0.1ppm 以下

であること。 

 

１時間値の１

日 平 均 値 が

0.04ppm か

ら 0.06ppm

までのゾーン

内又はそれ以

下 で あ る こ

と。 

１時間値の１

日 平 均 値 が

10ppm 以下

であり、かつ

１時間値の８

時間平均値が

20ppm 以下

であること。 

１時間値の１

日 平 均 値 が

0.10mg/ｍ 3

以下であり、

かつ１時間値

が 0.20mg/

ｍ 3 以下であ

ること。 

１ 時 間 値 が

0.06ppm 以

下 で あ る こ

と。 

 

 

 

 

 

 

（２）水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法（1993（平成５）年法律第 91 号）第 16 条第１項の規定に基づく水質

汚濁に係る環境基準を以下に示します。 

人の健康の保護に関する環境基準 

項  目  名 基  準  値 項  目  名 基  準  値 

カドミウム 

全シアン 

鉛 

六価クロム 

砒素 

総水銀 

アルキル水銀 

ＰＣＢ 

-------------------------- 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

0.003mg/ℓ以下 

検出されないこと 

0.01mg/ℓ以下 

0.05mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.0005mg/ℓ以下 

検出されないこと 

検出されないこと 

----------------- 

0.02mg/ℓ以下 

0.002mg/ℓ以下 

0.004mg/ℓ以下 

0.1mg/ℓ以下 

0.04mg/ℓ以下 

 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

1,3-ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

ふっ素 

ほう素 

1,4-ジオキサン 

1mg/ℓ以下 

0.006mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.002mg/ℓ以下 

0.006mg/ℓ以下 

0.003mg/ℓ以下 

0.02mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

10mg/ℓ以下 

0.8mg/ℓ以下 

1mg/ℓ以下 

0.05mg/ℓ以下 

物質名 ベンゼン 
トリクロロ 

エチレン 

テトラクロロ 

エチレン 
ジクロロメタン 

環境上の 

条件 

１ 年 平 均 値 が

0.003mg/ｍ3 以

下であること。 

１ 年 平 均 値 が

0.2mg/ｍ 3 以下

であること。 

１ 年 平 均 値 が

0.2mg/ｍ 3 以下

であること。 

１ 年 平 均 値 が

0.15mg/ｍ3以下

であること。 
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生活環境の保全に関する環境基準（河川） （湖沼を除く。） 

項目 

 

 

類型 

利用目的の 

適 応 性 

基   準   値 

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） 
大腸菌群数※ 

AA 

水 道 １ 級        

自然環境保全        

及びＡ以下の        

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1 ㎎/ℓ 

  以下 

25 ㎎/ℓ 

  以下 

7.5 ㎎/ℓ 

  以上 

50MPN 

/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 

8.5 以下 

2 ㎎/ℓ 

  以下 

25 ㎎/ℓ 

  以下 

7.5 ㎎/ℓ 

  以上 

1,000MPN 

/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 

8.5 以下 

3 ㎎/ℓ 

  以下 

25 ㎎/ℓ 

  以下 

5 ㎎/ℓ 

  以上 

5,000MPN 

/100mℓ 

  以下 

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 

8.5 以下 

5 ㎎/ℓ 

  以下 

50 ㎎/ℓ 

  以下 

5 ㎎/ℓ 

  以上 
－ 

Ｄ 

工業用水２級        

農 業 用 水        

及びＥの欄に        

掲 げ る も の        

6.0 以上 

8.5 以下 

8 ㎎/ℓ 

  以下 

100 ㎎/ℓ 

  以下 

2 ㎎/ℓ 

  以上 
－ 

Ｅ 

工業用水３級        

 

環 境 保 全        

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/ℓ 

  以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2 ㎎/ℓ 

  以上 
－ 

 

 

（注）1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

     2.水   道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

        〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

        〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

     3.水   産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び 

            水産３級の水産生物用 

         〃   ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の 

            水産生物用 

        〃   ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

      4.工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの 

        〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

        〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 

      5.環 境 保 全      ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む｡)において不快感を生じな 

            い限度 

 
●稲沢市内の河川には、環境基準が設定されている地点はありませんが、流出先となる 

 日光川、五条川・新川は、いずれも D 類型に指定されています。 
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（３）土壌に係る環境基準 

環境基本法（1993（平成５）年法律第 91 号）第 16 条第１項の規定に基づく土

壌汚染に係る環境基準を以下に示します。 

土壌の汚染に係る環境基準 

項        目 環  境  上  の  条  件 

カドミウム 
検液１ℓにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、

米１kg につき１mg 未満であること。 

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 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液１ℓにつき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液１ℓにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）

においては、土壌１kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液１ℓにつき 0.0005mg 以下であること。 

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（田に限る。）において、土壌１kg につき 125mg 未

満であること。 

ジクロロメタン 検液１ℓにつき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１ℓにつき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液１ℓにつき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液１ℓにつき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液１ℓにつき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１ℓにつき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液１ℓにつき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液１ℓにつき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液１ℓにつき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ  検液１ℓにつき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１ℓにつき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液１ℓにつき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液１ℓにつき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液１ℓにつき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液１ℓにつき 0.05mg 以下であること。 
 

（４）騒音に係る環境基準 

環境基本法（1993（平成５）年法律第 91 号）第 16 条第１項の規定に基づく騒

音に係る環境基準を以下に示します。 

 

騒音に係る環境基準の地域の類型指定及び環境基準 

地域の 

類型  

基  準  値 

昼間（6:00

～22:00） 

夜間（22:00

～6:00） 

Ａ及びＢ ５５dB以下 ４５dB 以下 

Ｃ ６０dB以下 ５０dB 以下 

Ａ：専ら住居の用に供される地域 

（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及び第２種中高層住居専用地域） 

Ｂ：主として住居の用に供される地域 

（第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び、   

都市計画区域で用途地域の定められていない地域） 

Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

（近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域） 
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道路に面する地域の騒音に係る環境基準 

地域の区分 
基  準  値 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 

Ａ類型の地域のうち２車線以上の車線を有

する 道路に面する地域 
６０dB 以下 ５５dB 以下 

Ｂ類型の地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域及びＣ類型の地域の

うち車線を有する道路に面する地域 

６５dB 以下 ６０dB 以下 

特

例 
幹線交通を担う道路に近接する空間 

７０dB 以下 

＊４５dB 以下 

６５dB 以下 

＊４０dB 以下 

備考： 

１ 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。 

２ ＊は屋内へ透過する騒音に係る基準（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓

を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、この基準によることができる。） 

 

 

（５）ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 

ダイオキシン類対策特別措置法（1999（平成 11）年法律第 105 号）第７条に基

づく環境基準を以下に示します。 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 

媒 体 基 準 値 備  考 

大 気 
0.6 pg-TEQ＊

/m3以下 

大気の汚染に係る環境基準は、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。 

水 質 

（水底の底

質を除く） 

1 pg-TEQ   

/ℓ以下 

水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、   

公共用水域及び地下水について適用する。 

水底の 

底 質 

150 pg-TEQ  

/ｇ以下 

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 

土 壌 

1,000 

pg-TEQ   

/ｇ以下 

土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所  

であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌   

については適用しない。 

備考：１ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

   ２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

   ３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の

量が 250 pg-TEQ/ｇ以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

  
＊TEQ（毒性等量：Ｔoxicity Ｅquivalency Ｑuantity） 
 

 毒性等量とは、ダイオキシン類（異性体）の濃度（毒性の強さ）を表示する際に、毒性の最も強い異性体

である 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した数値です。 
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9  用語解説          

 

あ行 

 

アイドリング  停車時にアクセルを踏まないでもエンジンが

自然に回っている状態のこと。不必要なアイドリングを自粛する

ことで、大気汚染物質である二酸化窒素や地球温暖化の原因とな

る二酸化炭素などの排出を抑制できます。 

 

悪臭  悪臭防止法では、アンモニアなどの 22 物質を不快な 

においの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として

定めています。しかし、臭いは人の主観的要素が強く、量や接触

時間によってその感じ方が異なることから、臭気指数を用いた 

規制についても設けられています。 

 

アスベスト（石綿）  天然に産出する繊維状鉱物で、優れた

耐熱性・耐摩擦性・防音性・電気絶縁性などの特性をもち、極

めて細い（髪の毛の 5,000 分の１）特徴があります。国内で

使用された石綿の約９割が建材に用いられ、1965（昭和 40）

年代に多用されました。石綿吸引後 15～40 年の潜伏期間を

経て、悪性中皮種、肺がんなどを引き起こす恐れがあります。 

 

アダプトプログラム  「アダプト」は「養子にする」の意味。

ボランティアとなる市民などが里親となり道路・公園などを  

自らの「養子」とみなし定期的・継続的に行う清掃活動をいいま

す。 

 

一酸化炭素（CO）  炭素化合物の不完全燃焼により生成する

無臭の極めて有毒な気体です。血液中のヘモグロビンと結合して、

酸素の供給を阻害し、中枢、末梢神経のマヒ症状をおこします。

大気の汚染に係る環境基準が定められています。 

 

一酸化二窒素  大きな温室効果を持つ気体であり、大気中の

寿命（一時的な濃度増加の影響が小さくなるまでの時間）が

121 年と長い気体です。海洋や土壌から、あるいは窒素肥料

の使用や工業活動に伴って放出され、成層圏で主に太陽紫外線

により分解されて消滅します。 

 

一般廃棄物   廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、  

「産業廃棄物（汚泥・廃油・建設廃材など）以外の廃棄物」と   

定義されています。具体的には、家庭から排出される台所ごみ・

紙くずなど人の日常生活に伴って排出されるごみや、     

商店・事務所などから排出されるごみのことをいいます。 

 

ウォームビズ（WARM BIZ）  地球温暖化防止の一環とし

て、秋冬のオフィスの暖房設定温度を省エネ温度の20度にし、

暖かい服装を着用するビジネススタイルのことです。   

「クールビズ」の冬版。 

 

エコツーリズム  地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域

固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理

解され、保全につながっていくことを目指していく仕組み。観光

客に地域の資源を伝えることによって、地域の住民も自分たちの

資源の価値を再認識し、地域の観光のオリジナリティが高まり、

活性化されるだけでなく、地域のこのような一連の取組によって

地域社会そのものが活性化されていくと考えられている。 

 

エコ料理  ごみを出さない料理のこと。必要な量だけ 食品を

購入し、大根の葉なども工夫して食べきる料理方法。 

 

エコラベル  環境負荷の少ない製品であることを示す認証。 

国際標準化機構（ＩＳＯ）による国際規格化が進んでおり、   

タイプⅠ型（第三者認証型）、タイプⅡ型（自己宣言型）、タイプ

Ⅲ型（環境情報表示型）に分類されます。（エコマークなどはタ

イプⅠ型の環境ラベルに該当します。） 

 

ＳＳ（浮遊物質量）  水中に浮遊している物質の量をいい、  

一定量の水をろ紙でこし、乾燥してその重量を測ります。数値

（mg/ℓ）が大きいほど水質汚濁の著しいことを示しています。 
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SDGs（エス・ディー・ジーズ）  「Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）」の略称。SDGs は 2015（平成

27）年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193

か国が 2016（平成 28）年～2030（平成 42）年の 15 年間

で達成するために掲げた目標です。１７の大きな目標と、それら

を達成するための具体的な１６９のターゲットで構成されてい

ます。 

 

ＮＰＯ（民間非営利団体）  環境保全、福祉、平和などの社会

的な公益活動を目標とした活動を行う非政府、非営利の組織のこ

とを指しています。 

 

屋上緑化・壁面緑化  建築物の外側に植物を育成することに

より、建築物の温度の上昇を抑える目的で行われています。太

陽光線の遮断や、植物の葉からの蒸発による気化熱により温度

上昇を抑制することができ、また、光合成により二酸化炭素を

減少させることができます。 

 

温室効果ガス  二酸化炭素、フロン、メタン、亜酸化窒素など

に代表され、大気中で地表から宇宙空間に向かって放射される 

赤外線の放射熱を吸収し、地表の気温を生物が生存するのに  

適した温度に保つ効果を持っています。 

 

か行 

 

合併処理浄化槽  風呂や台所排水などの生活雑排水とし尿を

併せて処理する施設で、し尿のみを処理する単独浄化槽と比べ、

放流水の水質を向上させることができます。 

 

家電リサイクル法  正式には「特定家庭用機器再商品化法」と

いい、特定家庭用機器の廃棄物を効果的にリサイクルし、廃棄物

の減量化を図ることを目的に定められた法律です。リサイクル 

対象の廃家電品は、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫、洗濯機及び

エアコンで、2009（平成２１）年４月からは薄型テレビ、プラ

ズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。 

 

環境家計簿  日常生活において、家庭での電気やガス使用量、

ガソリンなどのエネルギー消費量、ごみの排出量を定期的に記録

することで、日常の生活が環境にどの程度影響を与えているかを

知ることができる帳簿などをいいます。 

 

環境マネジメントシステム（EMS）  事業活動における環境

への影響の最小化を図り、環境保全を進めるために自主的な判断

により行う環境管理の仕組みをいいます。 

 

観光資源  観光やレジャーなどといった余暇を楽しむ需要 

（ニーズ）に応じられる要素のこと。観光・レジャー施設のほか、

祭り、名勝、郷土料理など伝統に基づく地域の文化についても資

産や資源とみなします。 

 

気候変動枠組条約  大気中の温室効果ガスの濃度を安定化 

させることを究極的な目的とし、地球温暖化がもたらす様々な 

悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約で、 

1994（平成 6）年 3 月に発効されました。温室効果ガスの排出

量の削減を図るため、温暖化対策の国別計画の策定などを締約国

の義務としています。 

 

揮発性有機化合物  揮発性を有する有機化合物の総称で、  

浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの原因物質のひとつと 

されています。塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤などに利用  

されており、代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸

エチル、メタノール、ジクロロメタンなど約 200 種類の物質が

あります。 

 

協働  市民、事業者、市などの複数の主体が、対等な立場でそ

れぞれの特性を認め合い、生かし合いながら、地域の課題解決な

ど共通の目的に向けて協力し、共同して働く姿を表しています。 

 

京都議定書  1997（平成 9）年 12 月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）において採択されま

した。  先進各国の温室効果ガスの排出量に関して、法的拘束
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力のある 数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実

施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意されまし

た。 

 

COOL CHOICE 2030（平成 42）年度の温室効果ガスの排

出量を 2013（平成 25）年度比で 26％削減するという目標

達成のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サ

ービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」

を促す国民運動です。 

 

クールビズ（COOL BIZ）  地球温暖化防止の一環として、

夏のオフィスの冷房設定温度を省エネ温度の 28 度にし、  

それに応じた軽装（ノーネクタイ・ノー上着など）で行う   

ビジネススタイルのことです。2005（平成 17）年に環境省

によって提唱されました。 

 

グリーン購入  商品やサービスを購入する際に必要性をよく

考え、価格や機能、品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ

少ないものを優先的に購入することです。2001（平成 13）年

の 4 月からは「グリーン購入法」が施行され、国などの公的機関

には、環境負荷の低い商品を調達することが義務づけられ、地方

公共団体にも努力義務が課せられています。 

 

建設廃棄物  建設資材が廃棄物となったもので、アスファルト

コンクリート塊、コンクリート塊、建設汚泥、建設混合廃棄物、

建設発生木材などに分類されます。 

 

建設リサイクル法  正式には「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」といい、建築物の解体によって生じる建築  

廃棄物の再資源化、減量化を目的として制定されました。   

一定規模以上の建設工事の受注者に対し、分別解体などにより 

特定建設資材廃棄物（コンクリート塊など）を現場で分別するこ

とが義務付けられました。 

 

光化学オキシダント  工場や自動車などから排出される窒素

酸化物や炭化水素が、太陽の紫外線が作用して複雑な光化学反応

を起こし、二次的に生成された酸化性物質（オゾン、アルデヒド

類など）をいいます。 

 

公共用水域  水質汚濁防止法では、①河川、②湖沼、③港湾、

④沿岸海域、⑤その他公共の用に供される水域、①～⑤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

定義しています。 

 

洪水ハザードマップ  河川が氾濫した際、避難できるよう 

記した地図。これには①洪水時に危険な場所（浸水の予想され

る区域）②危険の程度（想定される浸水深）③避難場所、避難

経路等の災害対応のための情報、などが示されています。 

 

コミュニティプラント  一定地域のし尿や生活雑排水を 

管渠を使用して集合的に処理するために、市町村が設置する 

処理人口が 101 人以上３万人未満の処理施設です。 

 

さ行 

 

再生可能可能エネルギー  資源が有限で、枯渇性の石炭、石

油などの化石燃料や原子力と異なり、太陽光、太陽熱、水力、

風力、バイオマスなど自然現象の中で更新される自然エネルギ

ーなどをいいます。 

 

サマータイム制  日の出時刻が早まる時期（例えば４月～ 

１０月）に時計の針を１時間進め、夕方の明るい時間を増やす

制度。日の出から活動開始までの間の、太陽光を有効活用  

できない生活時間を減らすことができます。 

 

産業廃棄物  一般に工場や事業場における事業活動に伴って

生じた廃棄物をいいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら・汚泥・

廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類、金属くず、建設廃

材などが産業廃棄物として定められています。これ以外の廃棄物

は全て一般廃棄物とされています。 
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三ふっ化窒素  無色、有毒、無臭、不燃性、助燃性の気体。半

導体化学でエッチングガスとして使われるため、使用は増加傾向

にあります。 

 

CLT  Cross Laminated Timber（クロス・ラミネイティ

ド・ティンバー）の略称で、ひき板（ラミナ）を並べた後、繊

維方向が直交するように積層接着した木質系材料です。厚みの

ある大きな板であり、コンクリートにも匹敵する強度のほか、

高い断熱性や耐震性、遮音性、耐火性があり、建築の構造材の

他、土木用材、家具などにも使用されています。 

 

自然エネルギー  一般に、太陽、風力、潮力、地熱などを活用

したエネルギーのことです。 

 

循環型社会形成推進基本法  廃棄物処理やリサイクルを推進

するための基本方針を定めた法律として 2000（平成 12）年制

定。資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すこ

とを目的としています。循環資源の定義や排出者責任などを明確

にし、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制→再使用

→再生利用→熱回収→適正処分と定めています。 

 

省エネ法（正式名: エネルギーの使用の合理化等に関する法律） 

 日本の省エネ政策の根幹となるもので、石油危機を契機に

1979（昭和 54）年に制定。工場や建築物、機械・器具につい

ての省エネ化を進め、効率的に使用することに加え、電気の需要

の平準化に関する措置などをもって、国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とする法律。 

 

省エネルギー型機器  効率のよい省エネルギーに配慮した

電気機器。2006（平成 18）年 4 月にエネルギーの使用の合

理化に関する法律(省エネ法)において、エネルギーを消費する

機械器具の小売の事業を行う者(小売事業者)の省エネルギーに

係る情報提供の努力義務が規定されました。(財)省エネルギー

センターでは「省エネ性能カタログ」が提供されています。 

 

生物多様性条約第 10 回締結国会議（ＣＯＰ１０）  生物多様

性条約は、ラムサール条約やワシントン条約などの特定の地域、

種の保全の取組だけでは生物多様性の保全を図ることができな

いとの認識から提案され、地球サミットで採択されました。  

ＣＯＰとは、国際条約の締約国が集まって開催する会議のことで、

2010（平成 22）年には、名古屋市で開催されました。 

 

節水コマ  蛇口から出る水の量を減らす器具（コマ）をいいま

す。コマを取り替えるだけで毎日使う水道水の使用量を減らすこ

とができます。 

 

た行 

 

ダイオキシン類  ダイオキシン類対策特別措置法（1999 年）

では、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポリ塩

化ジベンゾフラン（PCDF）をまとめてダイオキシン類と呼んで

います。人体への影響として、脱毛、肝機能異常や、発ガン性、

催奇形性が高いことが知られています。 

 

太陽光発電  再生可能エネルギーの一種。発電用パネルに  

太陽光があたることとで直接電気へ変換できるため、二酸化炭素

などの温室効果ガスの排出量削減に貢献します。導入コストが 

比較的高く、価格低減や普及促進の政策、売電価格の上昇が重要

となります。家庭用の 10kW 未満の小規模なもののほか、近年、

数千 kＷと大規模な施設の計画もあります。 

 

地域環境保全委員  地域における環境の状況把握及びその 

保全に関する活動を推進するために、愛知県知事が任命するもの

で、地域の環境の状況の調査・報告、環境保全の自主的活動の  

推進などの役割を担います。 

 

地域資源  自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的な 

ものを資源として活用可能なものと捉え、人的・人文的な資源を

も含む広義の総称。近年、地域ブランド、町おこしに代表される

地域活性化の試みにおいて特徴・素材となるものを地域資源  

として定義する考え方が広まっています。 
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地球サミット  1992（平成 4）年にブラジルのリオ・デ・ジ

ャネイロで開催された国際会議。「持続可能な開発」の基本理念

が新たに共通の認識となりました。 

 

ＤＯ（溶存酸素量）  水中に溶けこんでいる酸素の量のこと。

水の自浄作用や水中生物の生存には欠くことのできないもので、

有機物の流入量が多くなり汚濁が進行すると減少します。 

 

な行 

 

二酸化硫黄（SO2）   化石燃料などの硫黄分が燃焼（酸化）

されることにより発生する無色、刺激臭の気体で、人の粘膜質、

特に気道に対する刺激作用があります。 

 

二酸化窒素（NO2）  黄褐色～赤褐色の刺激性気体で、気管、

気管支を素通りし肺の深部に悪影響を与えます。一般に障害は一

過性で、慢性中毒の有無についてはまだ明らかになっていません。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）ゼッチ  住まい

の断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などで

エネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネルギー量

（空調・給湯・照明・換気）の収支をプラスマイナス「ゼロ」

にする住宅を指します。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）ゼブ  建物の運用

段階でのエネルギー消費量を、省エネや再生可能エネルギーの

利用をとおして削減し、限りなくゼロにするという考え方です。 

地球温暖化が加速する今、日本のエネルギー消費量の 3 割以上

を占める、オフィスを含む民生部門での省エネの強化が最も求

められています。 

 

は行 

 

廃棄物処理法  正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する  

法律」といい、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、  

保管、収集、運搬、再生、処分などの処理を行い、同時に生活   

環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の  

向上を図ることを目的として制定されています。 

 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）  代替フロンの一種。塩

素を持たないためオゾン層を破壊しませんが、二酸化炭素の数百

倍～数万倍の温室効果があり、地球温暖化の原因になるとして問

題となっています。 

 

廃プラスチック  廃棄され不要となったプラスチック 

 

パーセンタイル  小さいほうから順番に並べ、何パーセント目

にあたるかを示す言い方。 

 

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）  電子部品や電子装置の気密

性のテスト用の不活性液体や、半導体のエッチングや洗浄に用い

られています。オゾン層の破壊はしませんが、二酸化炭素の数千

倍という強力な温室効果を持つ人工的温室効果ガスのため、現在

ではその排出が規制されています。 

 

パリ協定  京都議定書に代わる新しい地球温暖化の国際ル

ール。第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）が開

催されたパリにて、2015（平成 27）年 12 月に採択され、

2016（平成 28）年 11 月に発効。産業革命前からの世界の

平均気温上昇を「2 度未満」に抑えることに加えて、平均気温

上昇「1.5 度未満」を目指します。すべての国が削減目標を作

り、目標達成義務はありませんが達成に向けた国内対策を取る

必要があります。 

 

光害 良好な「照明環境」の形成が漏れ光によって阻害されてい

る状況又はそれによる悪影響を光（ひかり）害と定義します。狭

義には、障害光による悪影響を指します。 

 

ｐＨ（水素イオン濃度）  溶液中の水素イオンの濃度を表わす

指数です。ｐＨ７を中性とし、ｐＨ７より小さくなるほど酸性が
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強くなり、大きくなるほどアルカリ性が強くなります。 

 

ＰＲＴＲ制度  事業所などが環境汚染のおそれのある化学物

質の排出量や移動量のデータを自治体に届け出をし、国がそれを

公表するという化学物質管理の制度であり、ダイオキシン、PCB

など 462 の物質が対象とされています。 

 

微小粒子状物質（PM2.5）  大気中に浮遊する粒子状物質で

あって、降下速度が遅いため大気中に比較的長時間滞留する粒径

が 10 ミクロン（１ミクロンは１mm の 1,000 分の１）以下の

ものをいい、呼吸器に対し悪影響を与えます。 

    

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）  有機性汚濁指標として広く

用いられ、微生物により水中の有機物質が酸化分解されるときに

消費される酸素量をいい、数値が高いほど汚濁物質が多いことを

意味します。主に河川の汚濁状況を表します。 

 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）  塩素を含んだ合成油の一種。

塩素数により数種類ありますが、いずれも熱、化学分解、    

生物分解に対して安定であり、熱媒体、絶縁油、ノーカーボン紙

などに使われていました。人体への影響として、皮膚への色素 

沈着、消化器障害、肝障害などがあり、胎児や乳児にも障害が  

及ぶとされています。製造が禁止されています。 

 

ｐｐｍ（Parts Per Million）   ppm とは濃度の単位で   

100 万分の１を１ppm と表示します。例えば、１m3の空気中

に１cm3 の大気汚染物質が混じっている場合の大気汚染物質 

濃度を１ppm と表示します。 

 

ビオトープ  ドイツ語の Bio（生き物）＋Top（場所）を意味

する言葉として、Ｂｉｏｔｏｐ（＝「生き物の住む空間」）の言

葉となった合成語です。「生物が生息できる生態系のまとまりの

ある空間（場所）」を意味します。 

 

浮遊粒子状物質（SPM）  大気中に浮遊する粒子状物質で  

あって、降下速度が遅いため大気中に比較的長時間滞留する  

粒径が 10 ミクロン（１ミクロンは１mm の 1,000 分の１）  

以下のものをいい、呼吸器に対し悪影響を与えます。 

 

ホルムアルデヒド   建築内の内装・建材として、壁紙、    

フローリングなど広い範囲で使われています。シックハウス  

症候群の原因物質のひとつとされ、1997（平成９）年には厚生

労働省の 室内濃度の指針値として 100μg/m3（0.08ppm）

が設定されています。2002（平成 1４）年の建築基準法の改正

によりホルムアルデヒドを発散する建材について技術基準が定

められました。 

 

ま行 

 

マイクロプラスチック  環境中に存在する微小なプラスチ

ック粒子であり、特に海洋環境において極めて大きな問題にな

っています。 

 

マイバッグ  自分用の買い物袋のことで、これを持参して 

買い物時などにレジ袋を断ることでごみを減量します。 

 

メタン（CH４）  メタンは二酸化炭素に次いで地球温暖化に及

ぼす影響が大きな温室効果ガスであり、湿地や水田から、あるい

は家畜及び天然ガスの生産やバイオマス燃焼など、その放出源は

多岐にわたります。 

 

メチル水銀  有機水銀の一つで、たいへん強い毒を持っており、

以前は農薬などに使われていました。水俣病の原因となりました。 

 

 

ら行 

 

リターナブル容器  牛乳びんやビールびんなどのように、洗っ

て何度でも使える容器のこと。回収されると、そのままの形で再

び容器として利用されます。 
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六フッ化硫黄（ＳＦ６）  無毒、無臭、無色、不燃性の気体。

電気および電子機器の分野で絶縁材などとして広く使用されて

いる化学物質で、人工的な温室効果ガスです。京都議定書で地球

温暖化防止排出抑制対象ガスの 1 つに指定されました。 
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