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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

1. 人口の状況 

人口及び世帯数の推移は表 3.2-1 及び図 3.2-1 のとおりである。 

 

表 3.2-1 人口及び世帯数の推移 

区分 年 
人 口（人） 世帯数 

（世帯） 総 数 男 女 

島

根

県 

益田市 

平成 17 年 52,368 24,583 27,785 19,333 

平成 22 年 50,015 23,442 26,573 19,243 

平成 27 年 47,718 22,468 25,250 19,037 

浜田市 

平成 17 年 63,046 29,991 33,055 25,023 

平成 22 年 61,713 30,266 31,447 24,972 

平成 27 年 58,105 28,600 29,505 24,498 

県全体 

平成 17 年 742,223 353,703 388,520 260,864 

平成 22 年 717,397 342,991 374,406 262,219 

平成 27 年 694,352 333,112 361,240 265,008 

広
島
県 

北広島町 

平成 17 年 20,857 9,957 10,900 7,894 

平成 22 年 19,969 9,556 10,413 7,699 

平成 27 年 18,918 9,177 9,741 7,728 

安芸太田町 

平成 17 年 8,238 3,808 4,430 3,318 

平成 22 年 7,255 3,349 3,906 3,017 

平成 27 年 6,472 2,989 3,483 2,781 

県全体 

平成 17 年 2,876,642 1,390,190 1,486,452 1,145,551 

平成 22 年 2,860,750 1,380,671 1,480,079 1,184,967 

平成 27 年 2,843,990 1,376,211 1,467,779 1,211,425 

〔「平成 17 年、22 年、27 年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕 
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〔「平成 17 年、22 年、27 年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕 

図 3.2-1 人口及び世帯数の推移 
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2. 産業の状況 

産業別就業者数は表 3.2-2 のとおりであり、平成 27 年度 10 月 1 日現在における産業別就業

者数は、益田市、浜田市、北広島町及び安芸太田町ともに第三次産業の占める割合が高い。 

 

表 3.2-2 産業別就業者数（平成 27 年 10 月 1 日現在） 

（単位：人、（ ）内は%） 

産業 
島根県 広島県 

益田市 浜田市 県全体 北広島町 安芸太田町 県全体 

第一次産業 
1,875 2,013 26,608 1,799 340 41,312 

（8.1） （7.1） （7.8） （17.9） （11.5） （3.1） 

農業 1,627 1,604 22,227 1,730 285 36,678 

林業 173 138 1,543 66 53 1,194 

漁業 75 271 2,838 3 2 3,440 

第二次産業 
4,806 5,830 77,033 2,840 654 347,007 

（20.8） （20.6） （22.5） （28.2） （22.1） （26.0） 

鉱業、採石業、砂利採取業 31 24 306 3 4 272 

建設業 2,336 2,519 30,998 735 301 101,348 

製造業 2,439 3,287 45,729 2,102 349 245,387 

第三次産業 
15,852 20,046 230,774 5,250 1,889 904,269 

（68.8） （70.9） （67.3） （52.2） （64.0） （67.7） 

電気・ガス・熱供給・水道業 190 286 2,444 22 23 8,188 

情報通信業 124 181 3,433 30 8 23,518 

運輸業、郵便業 866 1,354 12,443 529 156 71,401 

卸売業、小売業 3,735 4,284 50,777 999 370 216,257 

金融業、保険業 376 546 7,076 80 24 27,587 

不動産業、物品賃貸業 204 312 3,518 53 15 25,006 

学術研究、専門・技術サービス業 715 681 8,906 92 31 38,482 

宿泊業、飲食サービス業 1,156 1,437 18,042 429 167 68,604 

生活関連サービス業、娯楽業 786 1,099 10,840 291 68 44,644 

教育、学習支援業 1,339 1,418 17,651 345 92 61,781 

医療、福祉 3,782 4,665 54,465 1,354 486 178,115 

複合サービス事業 399 475 5,437 195 61 12,730 

サービス業（他に分類されないもの） 1,249 1,593 19,875 484 203 76,616 

公務（他に分類されるものを除く） 931 1,715 15,867 347 185 51,340 

分類不能の産業 
518 368 8,579 166 70 43,980 

（2.2） （1.3） （2.5） （1.7） （2.4） （3.3） 

総数 23,051 28,257 342,994 10,055 2,953 1,336,568 

注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。 

2．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

〔「平成 27 年国勢調査」（総務省統計局）より作成〕 
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(1)農業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における主要な農作物作付（栽培）経営体数は表

3.2-3 のとおりである。 

平成 27 年における主要な農作物作付（栽培）経営体数は、益田市、浜田市、北広島町及び安

芸太田町ともに稲が最も多くなっている。 

 

表 3.2-3 主要な農作物作付（栽培）経営体数（平成 27 年） 

（単位：経営体） 

種類 
島根県 広島県 

益田市 浜田市 島根県 北広島町 安芸太田町 広島県 

稲 804 1,216 16,499 1,539 211 21,265 

麦類 4 1 126 20 － 125 

雑穀 22 18 707 123 － 833 

いも類 53 54 973 94 16 1,440 

豆類 76 114 1,520 87 7 1,560 

工芸農作物 16 14 404 19 2 362 

野菜類 321 228 4,408 493 62 6,148 

花き類・花木 41 22 752 56 7 904 

その他の作物 27 11 930 82 2 688 

注：「－」は、調査を行ったが事実がないものを示す。 

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

(2)林業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における所有形態別林野面積は表 3.2-4 のとおりで

ある。 

平成 27 年における所有形態別林野面積は、益田市では 63,377ha、浜田市では 56,101ha、北

広島町では 53,472ha、安芸太田町では 30,156ha となっている。 

 

表 3.2-4 所有形態別林野面積（平成 27 年） 

（単位：ha） 

区分 
林野 

面積計 

国有林 民有林 

小計 林野庁 
その他 

官庁 
小計 

独立行政 

法人等 
公有林 私有林 

島根県 

益田市 63,377 2,552 2,552 － 60,825 6,384 3,564 50,877 

浜田市 56,101 1,679 1,674 5 54,422 2,400 4,499 47,523 

県全体 525,049 31,514 31,488 26 493,535 31,368 52,767 409,400 

広島県 

北広島町 53,472 1,014 1,013 1 52,458 1,534 7,299 43,625 

安芸太田町 30,156 2,051 2,051 － 28,105 522 6,029 21,554 

県全体 616,854 47,486 46,088 1,398 569,368 16,236 68,298 484,834 

注：「－」は調査は行ったが事実のないものを示す。 

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 
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(3)商業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における商業の状況は表 3.2-5 のとおりである。 

平成 28 年における年間商品販売額は、益田市では 83,803 百万円、浜田市では 124,280 百万

円、北広島町では 24,499 百万円、安芸太田町では 5,827 百万円となっている。 

 

表 3.2-5 商業の状況（平成 28 年 6 月 1 日現在） 

業種 区分 
島根県 広島県 

益田市 浜田市 県全体 北広島町 安芸太田町 県全体 

卸
売
業 

事業所数（事業所） 115 167 1,590 23 5 7,747 

従業者数（人） 579 1,211 11,790 248 46 72,462 

年間商品販売額（百万円） 24,621 62,269 742,391 10,153 1,027 8,653,764 

小
売
業 

事業所数（事業所） 480 593 6,370 185 97 20,196 

従業者数（人） 3,136 3,463 36,672 804 389 154,664 

年間商品販売額（百万円） 59,181 62,010 675,493 14,345 4,800 3,220,269 

合
計 

事業所数（事業所） 595 760 7,960 208 102 27,943 

従業者数（人） 3,715 4,674 48,462 1,052 435 227,126 

年間商品販売額（百万円） 83,803 124,280 1,417,884 24,499 5,827 11,874,032 

〔「平成 28 年経済センサス－活動調査」（経済産業省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

(4)工業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における工業の状況は表 3.2-6 のとおりである。 

平成 28 年における製造品出荷額等は、益田市では 4,943,596 万円、浜田市では 6,938,205 万

円、北広島町では 13,100,932 万円、安芸太田町では 473,080 万円となっている。 

 

表 3.2-6 工業の状況（従業員 4 人以上）（平成 28 年 6 月 1 日現在） 

区分 益田市 浜田市 島根県 北広島町 安芸太田町 広島県 

事業所数（事業所） 80 129 1,255 79 17 5,661 

従業者数（人） 2,221 2,874 38,436 3,337 211 211,902 

製造品出荷額等（万円） 4,943,596 6,938,205 108,561,49

3 
13,100,932 473,080 1,034,277,

507 〔「平成 28 年経済センサス－活動調査」（経済産業省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

(5)水産業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における水産業の状況は表 3.2-7 のとおりである。 

平成 25 年における内水面養殖面積は、益田市では 629m2、安芸太田町では 5,040m2 となって

いる。なお、浜田市及び北広島町の値は、秘密保護のため公表されていない。 

 

表 3.2-7 水産業の状況（平成 25 年 11 月 1 日現在） 

区 分 益田市 浜田市 島根県 北広島町 安芸太田町 広島県 

養殖面積（m2） 629 x 286,628 x 5,040 972,936 

注：「x」は個人または法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものを示す。 

〔「2013 年漁業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 
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3.2.2 土地利用の状況 

1. 土地利用の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における土地利用の状況は、表 3.2-8 及び図 3.2-2

のとおりである。益田市、浜田市、北広島町及び安芸太田町ともに「山林」が最も多い割合を

占めている。 

 

表 3.2-8(1) 地目別土地利用の現況（平成 29 年 1 月 1 日現在） 

（単位：km2、（ ）内は%） 

区分 総数 田 畑 宅地 鉱泉地 池・沼 山林 牧場 原野 雑種地 

益田市 
285 

（100） 

21 

（7.3） 

15 

（5.1） 

9 

（3.3） 

0 

（0.0） 

0 

（0.0） 

229 

（80.4） 

0 

（0.0） 

7 

（2.5） 

4 

（1.4） 

浜田市 
387 

（100） 

27 

（6.9） 

14 

（3.6） 

11 

（2.7） 

0 

（0.0） 

0 

（0.0） 

314 

（81.1） 

0 

（0.0） 

12 

（3.0） 

11 

（2.7） 

島根県 
3,349 

（100） 

365 

（10.9） 

155 

（4.6） 

138 

（4.1） 

0 

（0.0） 

2 

（0.0） 

2,540 

（75.8） 

2 

（0.1） 

85 

（2.5） 

63 

（1.9） 

注：割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

〔「島根県統計書（平成 28 年版）」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

表 3.2-8(2) 地目別土地利用の現況（平成 30 年 1 月 1 日現在） 

（単位：km2、（ ）内は%） 

区分 総数 田 畑 宅地 鉱泉地 池・沼 山林 牧場 原野 雑種地 

北広島町 
368 

（100） 

38 5 8 0 2 302 1 6 6 

（10.3） （1.4） （2.2） （0.0） （0.5） （82.1） （0.3） （1.6） （1.6） 

安芸太田町 
157 6 3 2 0 0 143 0 2 1 

（100） （3.8） （1.9） （1.3） （0.0） （0.0） （91.1） （0.0） （1.3） （0.6） 

広島県 
4,191 

（100） 

498 

（11.9） 

239 

（5.7） 

364 

（8.7） 

0 

（0.0） 

7 

（0.2） 

2,869 

（68.5） 

2 

（0.0） 

91 

（2.2） 

120 

（2.9） 

注：割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

「平成 30 年度版市町村税の概要」（広島県ヒアリング、実施：令和元年 6 月） 

「平成 30 年度固定資産の価格等の概要調書」（総務省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成 
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「島根県統計書（平成 28 年版）」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「平成 30 年度市町村税の概要」（広島県ヒアリング、実施：令和元年 6 月） 

「平成 30 年度固定資産の価格等の概要調書」（総務省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成 

図 3.2-2 地目別土地利用の現況  
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2. 土地利用規制の状況 

(1)都市地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、最終改正：平

成 30 年 4 月 25 日）に基づき指定された都市地域は定められていない。 

 

(2)農業地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：

平成 29 年 4 月 26 日）に基づき指定された農業地域が定められており、図 3.2-3 のとおりであ

る。 

 

(3)森林地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：

平成 29 年 4 月 26 日）に基づき指定された森林地域が定められており、図 3.2-4 のとおりであ

る。 

 

(4)用途地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、最終改正：平

成 30 年 4 月 25 日）に基づき指定された用途地域は分布していない。 

 

(5)公園地域 

事業実施想定区域の周囲には、、「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：平成

29 年 4 月 26 日）に基づき指定された公園地域が定められており、図 3.2-5 のとおりである。 
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図 3.2-3 土地利用基本計画図（農業地域）  

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交通省国

土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

           より作成 
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図 3.2-4 土地利用基本計画図（森林地域）  

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省国

土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

          より作成 
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図 3.2-5 土地利用基本計画図（公園地域）  

「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、閲

覧：令和元年 10 月）        より作成 
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3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1. 河川及び湖沼の利用状況 

(1)水道用水としての利用 

対象事業実施区域及びその周囲における水道用水の利用は、北広島町では上水道の水源とし

て表流水が利用されており、専用水道及び小規模水道の水源として、益田市では表流水及び浅

井戸、浜田市及び北広島町では表流水が利用されている。なお、安芸太田町においては水道用

水の利用はない。また、これらは表 3.2-9～表 3.2-11 のとおりであり、取水地点及び給水区域

は図 3.2-6 のとおりである。 

 

表 3.2-9 上水道の取水状況（北広島町） 

町 施設名 水源名 原水の種類 
現在給水人口

（人） 

施設能力 

（m3/日） 

北広島町 八幡浄水場 八幡水源 表流水 464 300 

「平成 29 年度広島県の水道の現況」（広島県、平成 30 年 3 月末現在） 

「広島県へのヒアリング」(実施：令和元年 6 月)             より作成 

 

表 3.2-10 専用水道の取水状況（北広島町） 

町 施設名 水源名 原水の種類 
現在給水人口

（人） 

施設能力 

（m3/日） 

北広島町 
やわたハイランド 191 

リゾート 

やわたハイランド 191 

リゾート 
表流水 - 150 

注：「-」は出典に記載がないことを示す。 

〔「平成 29 年度広島県の水道の現況」（島根県、平成 30 年 3 月末現在）より作成〕 

 

表 3.2-11 小規模水道の取水状況（益田市、浜田市） 

市 施設名 水源名 原水の種類 
現在給水人口

（人） 

施設能力 

（m3/日） 

益田市 

中の谷飲料水供給施設 中の谷水源 表流水 9 8.0 

板井川簡易給水施設 板井川水源 表流水 18 11.5 

日の里簡易供給施設 日の里水源 浅井戸 18 6.8 

出合原・落合簡易給水施設 出合原水源 浅井戸 57 43.0 

下道川上簡易給水施設 下道川上水源 浅井戸 27 6.2 

浜田市 横谷簡易給水施設 横谷水源 表流水 9 4.6 

「平成 29 年度（2017）島根県の水道」（島根県、平成 31 年） 

「浜田市へのヒアリング」（実施：令和元年 6 月） 

「益田市へのヒアリング」（実施：令和元年 6 月）    より作成 
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図 3.2-6 水道用水の取水地点及び給水区域 

「浜田市へのヒアリング」（実施：令和元年 10 月） 

「益田市へのヒアリング」（実施：令和元年 10 月） 

「芸北地区簡易水道水質検査結果」（北広島町 HP、

閲覧：令和元年 10 月）       より作成 
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(2)農業用水としての利用 

島根県及び広島県へのヒアリング(実施：令和元年 6 月)によると、対象事業実施区域及びそ

の周囲の主要な河川においては匹見川、赤谷川、生山川、三隅川、周布川、柴木川の 6 河川が

農業用水として利用されている。 

 

(3)漁業区域の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の河川には、表 3.2-12 及び図 3.2-7 のとおり漁業権が設定さ

れている。 

 

表 3.2-12 内水面漁業権の内容 

区分 免許番号 漁業名称 漁業時期 漁業権者 

島根県 

内共第 7 号 

（周布川水系） 

あゆ、うなぎ 5 月 20 日～12 月 31 日 

周布川漁業 

協同組合 
やまめ（あまご並びに降海型やまめ及び

あまごを含む。） 

ごぎ（いわなを含む。） 

4 月 1 日～8 月 31 日 

内共第 8 号 

（三隅川水系） 

こい、うなぎ 1 月 1 日～12 月 31 日 

三隅川漁業 

協同組合 

渓流魚（やまめ、あまご、いわな等） 3 月 1 日～8 月 31 日 

あゆ 6 月 1 日～12 月 31 日 

もくずがに 8 月 1 日～11 月 30 日 

内共第 9 号 

（高津川水系） 

あゆ、うなぎ 5 月 20 日～12 月 31 日 

高津川漁業 

協同組合 

こい、おいかわ（はえ） 1 月 1 日～12 月 31 日 

やまめ（あまご並びに降海型やまめ及び

あまごを含む。） 

ごぎ（いわなを含む。） 

3 月 1 日～8 月 31 日 

もくずがに 8 月 1 日～11 月 30 日 

広島県 

内共第 15 号 

（太田川水系） 

あゆ 5 月 20 日～11 月 30 日 

三段峡漁業 

協同組合 

こい、うなぎ、はや（おいかわ、かわむつ、

うぐい） 
1 月 1 日～12 月 31 日 

ます 3 月 1 日～8 月 31 日 

内共第 17 号 

（太田川水系） 

ます 4 月 1 日～8 月 31 日 八幡川漁業 

協同組合 うなぎ 4 月 1 日～10 月 31 日 

「内水面漁業（三隅）」（浜田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「島根県報号外第 138 号」（島根県、平成 25 年） 

「内水面共同漁業権連絡図」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「遊漁のルール・マナー」（広島県内水面漁業協同組合連合会 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成 

 

(4)工業用水道による利用状況 

「工業用水道施設要覧 DATABASE」(一般社団法人日本工業用水協会 HP、閲覧：令和元年 10 月)

によると、対象事業実施区域及びその周囲の自治体には工業用水道による取水地点はない。 
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図 3.2-7 漁業権の設定状況 

「免許漁業原簿附属漁業図」（島根県、平成 29 年） 
「内水面共同漁業権連絡図」（広島県 HP、閲覧：令

和元年 10 月）            より作成 
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3.2.4 交通の状況 

1. 陸上交通の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図 3.2-8 のとおりであり、一般

国道 191 号、一般県道 115 号、一般県道 307 号及び主要地方道 34 号が挙げられる。平成 27 年

度の交通量調査結果は表 3.2-13 のとおりである。 

 

表 3.2-13 主要な道路の交通状況（平成 27 年） 

（単位：台） 

調査 

地点 
道路種別 路線名 起点 終点 

交通量 

（昼間 12 時間） 

交通量 

（24 時間） 

① 一般国道 一般国道 191 号 

波佐匹見線 波佐匹見線 826 977 

波佐匹見線 一般国道 191 号 826 977 

② 一般県道 
島根県道 115 号 

（波佐芸北線） 
波佐匹見線 波佐芸北線 184 210 

③ 一般県道 
島根県道 307 号 

（波佐匹見線） 

波佐芸北線 益田市、浜田市境 37 42 

益田市、浜田市境 一般国道 191 号 37 42 

④ 一般県道 
島根県道 307 号 

（波佐匹見線） 

一般国道 191 号 波佐匹見線 629 742 

波佐匹見線 波佐匹見線 629 742 

波佐匹見線 一般国道 488 号 629 742 

⑤ 一般国道 一般国道 191 号 

一般国道 191 号 波佐芸北線 1,331 1,624 

波佐芸北線 
北広島町・ 

安芸太田町境 
1,331 1,624 

北広島町・ 

安芸太田町境 
旭戸河内線 1,331 1,624 

⑥ 一般県道 
広島県道 115 号 

（波佐芸北線） 

波佐芸北線 八幡雲耕線 36 42 

八幡雲耕線 一般国道 191 号 36 42 

⑦ 一般県道 
広島県道 307 号 

（八幡雲耕線） 
波佐芸北線 一般国道 186 号 607 710 

 
注：1．表中の番号は、図 3.2-8 中の番号に対応している。 

2．昼間 12 時間及び 24 時間の観測時間帯は以下のとおりである。 

12 時間観測：午前 7 時～午後 7 時 

24 時間観測：午前 7 時～翌日午前 7 時または午前 0 時～翌日午前 0 時 

3．斜体文字は、12 時間交通量、24 時間交通量ともに、交通量観測が実施された区間の交通量調査結果と、平成

22 年度の観測昼間交通量より推定された交通量を記載している。 

〔「平成 27 年度道路交通センサス」（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕  
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図 3.2-8 主要な道路の状況  

「平成 27 年度 道路交通センサス」（国土交通省 HP、

閲覧：令和元年 10 月）       より作成 

注：図中の番号は、表 3.2-13 の番号に対応している。 
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3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における環境保全についての配慮が特に必要な施設（以下「配

慮が特に必要な施設」という。）として、医療機関があげられる。対象事業実施区域及びその周

囲における配慮が特に必要な施設は、表 3.2-14 及び図 3.2-9 のとおりであり、風力発電機の設

置予定範囲から約 2.5km の位置に道川診療所が、約 3.3km の位置に八幡診療所が存在する。な

お、対象事業実施区域内には、これらの配慮が特に必要な施設はない。 

また、住居の配置の概況は図 3.2-9 のとおりであり、風力発電機の設置予定位置から最寄り

の住宅は約 0.8km の位置にある。 

 

表 3.2-14 配慮が特に必要な施設 

区分 施設名 所在地 

医療施設 
道川診療所 島根県益田市匹見町道川イ 134 番地 1 

八幡診療所 広島県山県郡北広島町西八幡原 1453-13 

「i タウンページ」（閲覧：令和元年 10 月） 

「島根県医療情報システム」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「救急医療 NET HIROSHIMA」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「介護サービス事業所・施設等一覧」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「施設一覧（令和元年度）」（広島県 地域包括ケア・高齢者支援課 HP、閲覧：令和元年 10 月) 

「学校住所録（平成 31 年度）」(島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月) 

「学校一覧」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「浜田市内の保育所（園）・認定こども園一覧表」（浜田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「保育所等施設一覧（平成 30 年 10 月 1 日現在）」（益田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「一時保育について」(北広島町 HP、閲覧：令和元年 10 月) 

「保育所・こども園に入所(園)する時は」（安芸太田町 HP、閲覧：令和元年 10 月）      より作成 
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図 3.2-9 環境保全上配慮すべき施設の配置の状況及び住宅の配置の概況  

注：図に示す情報の出典は表 3.2-14と同様である。 
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3.2.6 下水道の整備の状況 

下水道の処理人口普及状況は表 3.2-15 のとおりである。 

 

表 3.2-15(1) 下水道の処理人口普及状況（平成 31 年 4 月現在：島根県） 

種別 県・市町名 処理区名 
全体計画 整備状況 

整備面積（ha） 処理人口（人） 処理面積（ha） 処理人口(人) 

公
共
用 

下
水
道 

益田市 益田 1,119.0 25,700 123.9 3,439 

島根県 － 3,463.1 68,600 1,299.3 28,362 

特
定
環
境
保
全 

公
共
下
水
道 

浜田市 

国府 162.3 5,500 96.6 3,079 

旭 43.4 1,600 43.2 1,204 

三保三隅 84.6 2,900 84.6 2,145 

島根県 － 1,994.0 49,380 1,719.3 42,060 

〔「島根県の公共下水道事業概要」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

表 3.2-15(2) 下水道の処理人口普及状況（平成 30 年 3 月 31 日現在：広島県） 

種別 県・市町名 処理区名 
全体計画 供用済 

処理面積（ha） 処理人口（人） 処理面積（ha） 処理人口（人） 

公
共
用 

下
水
道 

北広島町 千代田 489.3 3,200 355.1 3,465 

広島県 － 50,932.9 2,327,749 34,537.4 2,084,447 

特
定
環
境
保
全 

公
共
下
水
道 

北広島町 

大朝 23.2 700 23.2 846 

新庄 63.5 900 63.5 1,046 

千代田 233.7 2,800 63.5 1,046 

安芸太田町 

筒賀 50.1 1,030 49.8 706 

横川 7.0 20 7.0 6 

加計 46.0 1,400 46.0 1,198 

上殿 40.0 900 40.0 623 

柴木 10.0 130 10.0 80 

広島県 － 4,821.7 98,101 2,941.2 61,281 

〔「広島県の下水道 2018」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 
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3.2.7 廃棄物の状況 

1. 一般廃棄物の状況 

一般廃棄物の処理状況は表 3.2-16 のとおりである。 

平成 29年度におけるごみ総排出量は益田市で 16,762t、浜田市で 19,547t、北広島町で 4,872t、

安芸太田町で 1,433t となっている。 

 

表 3.2-16 一般廃棄物の処理状況（平成 29 年度） 

区分 
島根県 広島県 

益田市 浜田市 県全体 北広島町 安芸太田町 県全体 

ごみ総排出量 

計画収集量(t) 15,464 16,229 205,049 3,941 1,114 834,954 

直接搬入量(t) 1,187 3,318 32,396 931 319 71,545 

集団回収量(t) 111 0 1,526 0 0 20,312 

合計(t) 16,762 19,547 238,971 4,872 1,433 926,811 

ごみ処理量 

直接焼却量(t) 13,297 14,767 177,355 4,057 0 600,679 

直接最終処分量(t) 8 72 5,698 4 0 27,314 

焼却以外の中間処理量(t) 1,465 3,100 45,104 638 1,433 264,954 

直接資源化量(t) 1,881 1,608 8,530 178 0 13,271 

合計(t) 16,651 19,547 236,687 4,877 1,433 906,218 

中間処理後再生利用量(t) 1,281 2,799 43,003 1,044 541 164,040 

リサイクル率(%) 19.5 22.5 22.3 25.1 37.8 21.3 

最終処分量(t) 660 1,151 20,271 4 97 110,984 

注：リサイクル率=（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100 

〔「環境省一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

2. 産業廃棄物の状況 

島根県及び広島県における平成 25 年度の産業廃棄物の排出状況は、表 3.2-17 のとおりであ

る。平成 25 年度の 1 年間の排出量は島根県で 1,687 千 t、広島県で 8,575 千 t となっている。 

また、対象事業実施区域を中心とした 50km の範囲における中間処理施設及び最終処分場の施

設数は表 3.2-18、立地状況は図 3.2-10 のとおりであり、中間処理施設は 223 施設、最終処分

場は 22 施設である。 

 

表 3.2-17 産業廃棄物の排出状況（平成 25 年度） 

(単位：千 t) 

県 排出量 再生利用量 減量化量 最終処分量 

島根県 1,687 951 449 283 

広島県 8,575 4,572 3,627 374 

「平成 26 年度島根県産業廃棄物実態調査報告書（平成 25 年度実績）」（島根県、平成 27 年） 

「平成 26 年度広島県産業廃棄物実態調査報告書（平成 25 年度実績）」（広島県、平成 27 年）より作成 
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表 3.2-18 産業廃棄物処理施設数 

(単位：施設数) 

県 市町 中間処理施設 最終処分場 

島根県 

大田市 1 0 

江津市 10 1 

浜田市 13 1 

益田市 16 2 

邑南町 2 0 

津和野町 3 1 

吉賀町 2 0 

広島県 

広島市 110 8 

大竹市 6 0 

東広島市 4 2 

廿日市市 22 2 

安芸高田市 12 1 

坂町 2 0 

安芸太田町 5 0 

北広島町 13 2 

山口県 

萩市 1 0 

岩国市 0 1 

阿武町 1 1 

合計 223 22 

「産業廃棄物処理業者（島根県・松江市許可業者）の検索」(島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月)     

「ひろしま産廃ネット」(一般社団法人広島県資源循環協会 HP、閲覧：令和元年 10 月)         

「産業廃棄物処理業者情報検索」(山口県 HP、閲覧：令和元年 10 月)            より作成  
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「産業廃棄物処理業者（島根県・松江市許可業者）の検索」(島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月)     

「ひろしま産廃ネット」(一般社団法人広島県資源循環協会 HP、閲覧：令和元年 10 月)         

「産業廃棄物処理業者情報検索」(山口県 HP、閲覧：令和元年 10 月)            より作成 

図 3.2-10 産業廃棄物処理施設等の分布状況(半径 50 ㎞範囲)  
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3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象

に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

1. 公害関係法令等 

(1)環境基準 

①  大気汚染 

大気汚染に係る環境基準は、表 3.2-19(1)のとおり、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号、

最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）に基づき全国一律に定められている。また、ベンゼン等の

有害大気汚染物質については、表 3.2-19(2)の基準がそれぞれ定められている。 

 

表 3.2-19(1) 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 

二酸化いおう 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。 

一酸化炭素 
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。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であるこ

と。 

二酸化窒素 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。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状物質 1 年平均値が 15µg/m3以下であり、かつ、1 日平均値が 35µg/m3以下であること。 

備考 

1. 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。 

2. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10µm 以下のものをいう。 

3. 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、

原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努

めるものとする。 

4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸

化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

5. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5µm の粒子を 50％の割合で分離でき

る分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号、最終改正：平成 8 年 10 月 25 日） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号、最終改正：平成 8 年 10 月 25 日） 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号）     より作成 

 

表 3.2-19(2) 大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質） 

物質 環境上の条件 

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 0.13mg/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 

1. 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。 

2. ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあ

る物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにす

ることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 

（平成 9 年環境庁告示第 4 号、最終改正：平成 30 年 11 月 19 日）より作成 
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②  騒音 

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を

保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91

号、最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）に基づき定められている。 

島根県及び広島県では表 3.2-20 のとおり地域の類型のあてはめが行われているが、事業

実施想定区域はいずれも該当していない。 

 

表 3.2-20(1) 騒音に係る環境基準【道路に面する地域以外の地域】 

地域の類型 

基準値 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注：1．浜田市における地域の類型区分は以下のとおりである。 

類型 AA ：特に静穏を要する地域とされるが、浜田市内には該当地域はない 

類型 A ：第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 

類型 B ：第一種住居地域、第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域（浜

田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。） 

類型 C ：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域並びに浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨

港地区 

2．益田市における地域の類型区分は以下のとおりである。 

類型 AA ：特に静穏を要する地域とされるが、益田市内には該当地域はない 

類型 A ：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層

住居専用地域 

類型 B ：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められてい

ない地域（匹見地区の区域を除く。） 

類型 C ：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

3．広島県における地域の類型区分は以下のとおりである。 

類型 AA ：特に静穏を要する地域とされるが、広島県内には該当地域はない 

類型 A ：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層

住居専用地域に属する地域 

類型 B ：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に属する地域 

類型 C ：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に属する地域 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日） 

「騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定」（平成 24 年浜田市告示第 60 号） 

「騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定」（平成 24 年益田市告示第 63 号） 

「騒音に係る環境基準の類型の指定」（平成 11年広島県告示第 149 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日） より作成 

 

表 3.2-20(2) 騒音に係る環境基準【道路に面する地域】 

地域の区分 

基準値 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

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 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

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

及び C 地域のうち車線を有する道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

注：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。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準

値の欄に掲げるとおりとする。 

〔「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日）より作成〕 
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表 3.2-20(3) 騒音に係る環境基準【幹線交通を担う道路に近接する空間】 

基準値 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

注：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、

屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によるこ

とができる。 

〔「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日）より作成〕 

 

③  水質汚濁 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号、最終

改正：平成 30 年 6 月 13 日）に基づき定められている。 

環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表 3.2-21 のとおり、全公共用

水域及び地下水について一律に定められている。 

「生活環境の保全に関する環境基準」は、表 3.2-22～表 3.2-24 のとおり、河川、湖沼、

海域ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。事業実施想定

区域周囲において、図 3.2-11 のとおり柴木川全域が河川 AA 類型に指定されている。 
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図 3.2-11 水域の環境基準類型指定の状況  

「平成 29 年度 水質等調査の結果」（広島県 HP、

閲覧：令和元年 10 月） 

「生活環境の保全に関する環境基準類型指定状況」 

（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月）  より作成 
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表 3.2-21(1) 水質汚濁に係る環境基準 

項目 人の健康の保護に関する環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2. 「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。 

3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオ

ンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数

0.3045 を乗じたものの和とする。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-21(2) 水質汚濁に係る環境基準 

項目 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2. 「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。 

3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格

K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 10 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日） 

より作成  
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表 3.2-22(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川） 

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 
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/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 
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/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 
3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/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 
5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/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 
8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 ― 

E 
工業用水 3 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の 

浮遊が認め 

られないこと 

2mg/L 以上 ― 

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、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

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 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 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 

水産 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 

水産 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：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 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 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 

 

表 3.2-22(2) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川） 

    項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と

して特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-23(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

   項目 

 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度(pH) 

化学的酸素 

要求量（COD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 

水産 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 
1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

A 

水道 2、3 級 

水産 2 級 

水浴 

及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

B 

水産 3 級 

工業用水 1 級 

農業用水 

及び C の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 

C 
工業用水 2 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 

ごみ等の浮遊 

が認められ 

ないこと 

2mg/L 以上 ― 

備考 

1. 湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以上であ

る人工湖をいう。 

2. 基準値は、日間平均値とする。 

3. 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

4. 水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

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 

水道 2、3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3．水産 1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の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 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ・フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な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 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-23(2) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

Ⅱ 

水道 1･2･3 級（特殊なものを除く。） 

水産 1 種 

水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 水道 3 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 

水産 3 種 

工業用水 

農業用水 

環境保全 

1mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 

1. 湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以上である

人工湖をいう。 

2. 基準値は、年間平均値とする。 

3. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全

窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

4. 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。  
注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な

浄水操作を行うものをいう。） 

3．水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用 

水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用 

水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4．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 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 

 

表 3.2-23(3) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水

生生物及びこれらの餌生物が生息する水

域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の

欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が必要

な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-23(4) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考 

1． 基準値は、日間平均値とする。 

2． 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 

 

表 3.2-24(1) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度(pH) 

化学的酸素 

要求量(COD) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数 

n-ﾍｷｻﾝ 

抽出物質 

(油分等) 

A 

水産 1 級 

水浴 

自然環境保全及び 

B 以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 
2mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

検出されない

こと 

B 

水産 2 級 

工業用水及び 

C の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 
3mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 

検出されない

こと 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 
8mg/L 以下 2mg/L 以上 ― ― 

備考 

1． 基準値は、日間平均値とする。 

2． 水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用 

水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

3．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 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-24(2) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産 2種及び 3種を除

く。) 
0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

Ⅱ 
水産 1 種 

水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種を除く。) 
0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅲ 水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く。) 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅳ 

水産 3 種 

工業用水 

生物生息環境保全 

1mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

備考 

1. 基準値は、年間平均値とする。 

2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

3．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 

 

表 3.2-24(3) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、水生生物の産卵

場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.01mg/L 以下 0.0007mg/L 以下 0.006mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 

 

表 3.2-24(4) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保

全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する

水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考 

1. 基準値は、日間平均値とする。 

2. 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

〔「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）より作成〕 
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④  土壌汚染 

土壌汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号、最終改正：平成 30 年

6 月 13 日）に基づき全国一律に定められている。土壌汚染に係る環境基準は表 3.2-25 のと

おりである。 

 

表 3.2-25 土壌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

0.4mg 以下であること。 

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。 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は

塩化ビニルモノマー） 
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。 

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。 

備考 

1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて

測定を行うものとする。 

2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃

度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原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 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg

を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg

及び 3mg とする。 

3. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。 

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。 

〔「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年環境庁告示第 46 号、最終改正：平成 31 年 3 月 20 日）〕 
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⑤  ダイオキシン類 

ダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号、

最終改正：平成 26 年 6 月 18 日）により、工場又は事業場に設置される特定施設から排出さ

れる排出ガス又は排出水について排出基準等が定められている。対象事業の実施にあたって

は、特定施設の設置はないことから、排出基準は適用されない。ダイオキシン類に係る環境

基準は表 3.2-26 のとおりである。 

 

表 3.2-26 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒  体 基 準 値 

大気 0.6pg-TEQ/m3 以下 

水質 

（水底の底質を除く。） 
1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

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. 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質

量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計によ

り測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定し

た値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その

範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 

4. 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 250pg-TEQ/g 以

上の場合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2 を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の

場合）には、必要な調査を実施することとする。 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」 

（平成 11 年環境庁告示第 68 号、最終改正：平成 21 年 3 月 31 日） より作成 
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(2)規制基準等 

①  大気汚染 

いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46 年厚生省・

通商産業省令第 1 号、最終改正：平成 29 年 1 月 6 日）に基づき、地域の区分ごとに排出基準

（K 値）が定められており、益田市、浜田市、北広島町及び安芸太田町は 17.5 となっている。

また、ばいじん、有害物質の排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97

号、最終改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定

められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置されない。 

 

②  騒音 

騒音の規制に関しては、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号、最終改正：平成 26 年 6 月

18 日）に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生

する騒音に関する規制基準及び自動車騒音の要請限度が、表 3.2-27～表 3.2-29 のとおり、

定められている。 

島根県及び広島県では用途地域に応じた規制地域及び基準値の指定を行っており、益田市、

浜田市、北広島町及び安芸太田町は規制地域に指定されている。なお、事業実施想定区域内

に指定地域はない。 

 

表 3.2-27(1) 特定工場等において発生する騒音の規制基準（益田市） 

時間の区分 

区域の区分 

朝 

（6:00～8:00） 

昼間 

（8:00～18:00） 

夕 

（18:00～21:00） 

夜間 

（21:00～6:00） 

第 1 種区域 40 デシベル 50 デシベル 40 デシベル 40 デシベル 

第 2 種区域 45 デシベル 55 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第 3 種区域 60 デシベル 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

第 4 種区域 70 デシベル 70 デシベル 70 デシベル 60 デシベル 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 

第 2 種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住

居地域 

第 3 種区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

第 4 種区域：工業地域 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居

専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地

域」及び「工業地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定めら

れた地域をいう。 

2．規制地域を表示した図面は、益田市福祉環境部環境衛生課、美都総合支所地域振興課、匹見総合支所地域振興

課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年益田市告示第 60 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日）より作成 
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表 3.2-27(2) 特定工場等において発生する騒音の規制基準（浜田市） 

時間の区分 

区域の区分 

朝 

（6:00～8:00） 

昼間 

（8:00～18:00） 

夕 

（18:00～21:00） 

夜間 

（21:00～6:00） 

第 1 種区域 40 デシベル 50 デシベル 40 デシベル 40 デシベル 

第 2 種区域 45 デシベル 55 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第 3 種区域 60 デシベル 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

第 4 種区域 70 デシベル 70 デシベル 70 デシベル 60 デシベル 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域 

第 2 種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び都市

計画区域であって用途地域の定められていない地域（旭都市計画区域、浜田都市計画臨港地区及び三

隅都市計画臨港地区を除く。） 

第 3 種区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域（旭都市計画区域を除く。）並びに浜田都市計画臨港地区及

び三隅都市計画臨港地区（工業港区を除く。） 

第 4 種区域：工業地域（旭都市計画区域を除く。）並びに浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区のうち

工業港区の区域 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、

「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法（昭和

43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地

域の定められていない地域」とは、同法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により指定された都市計画

区域であって同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。 

2．「浜田都市計画臨港地区」とは、都市計画変更の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 787 号）に基づく浜田

都市計画臨港地区のうち、熱田町及び長浜町の区域をいう。 

3．「三隅都市計画臨港地区」とは、都市計画決定の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 786 号）に基づく三隅

都市計画臨港地区をいう。 

4．規制地域を表示した図面は、浜田市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 57 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）より作成 

 

表 3.2-27(3) 特定工場等において発生する騒音の規制基準（広島県） 

時間の区分 

区域の区分 

朝 

（6:00～8:00） 

昼間 

（8:00～18:00） 

夕 

（18:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

第 1 種区域 45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 45 デシベル 

第 2 種区域 50 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第 3 種区域 
60 デシベル 

（65 デシベル） 

60 デシベル 

（65 デシベル） 

60 デシベル 

（65 デシベル） 

50 デシベル 

（55 デシベル） 

第 4 種区域 70 デシベル 70 デシベル 70 デシベル 
60 デシベル 

（65 デシベル） 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に相当する地域 

第 2 種区域：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住

居地域に相当する地域 

第 3 種区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域に相当する地域 

第 4 種区域：工業地域に相当する地域（工業専用地域を含む。） 

注：1．「相当する地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定

めのない地域のうち、騒音の規制区域に指定された地域。 

2．「（ ）」内は、「広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成 15 年広島県規則第 69 号）により別途

定められた許容限度である。 

「騒音の規制に関する定め」（昭和 48 年広島県告示第 171 号、最終改正：平成 30 年 9 月 3 日） 

「広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成 15 年広島県規則第 69 号、最終改正：平成 31 年 3 月 28 日） 

より作成 
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表 3.2-28(1) 特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準（益田市） 

地域の区分 基準値 作業時刻 
1 日当たりの 

作業時間 
連続作業時間 作業日 

第 1 号区域 

85 

デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 
連続 6 日を 

超えないこと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 号区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．第 1 号区域：特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号）

別表第 1号に規定する市長が指定する区域は、次のとおりである。 

(1)表 3.2-27(1)の第 1 種区域の項、第 2種区域の項及び第 3 種区域の項に掲げる区域 

(2)表 3.2-27(1)の第 4 種区域の項に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね 80

メートル以内の区域 

ア 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校 

イ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 7 条第 1 項に規定する保育所 

ウ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定

する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

エ 図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する図書館 

オ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム 

2．第 2 号区域：騒音規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 号区域以外の区域 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年益田市告示第 60 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日）    より作成 

 

表 3.2-28(2) 特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準（浜田市） 

地域の区分 基準値 作業時刻 
1 日当たりの 

作業時間 
連続作業時間 作業日 

第 1 号区域 

85 

デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 
連続 6 日を 

超えないこと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 号区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．第 1 号区域：特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号）

別表第 1 号に基づき市長が指定する区域は、次のとおりである。 

(1)表 3.2-27(2)の第 1種区域、第 2 種区域及び第 3 種区域に掲げる区域 

(2)表 3.2-27(2)の第 4 種区域に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の周囲おおむね 80 メートル以

内の区域 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校 

イ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所 

ウ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定

する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

エ 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館 

オ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム 

カ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園 

2．第 2 号区域：騒音規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 号区域以外の区域 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 57 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）    より作成 
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表 3.2-28(3) 特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準（広島県） 

地域の区分 基準値 作業時刻 
1 日当たりの 

作業時間 
連続作業時間 作業日 

第 1 号区域 

85 デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 
連続 6 日を 

超えないこと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 号区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．第 1 号区域：特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号）

別表の第一号の規定に基づく区域の指定は、次のとおりとする。 

(1)表 3.2-27(3)の第 1 種区域、第 2 種区域及び第 3 種区域に属する区域 

(2)表 3.2-27(3)の第 4 種区域に属する区域のうち、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条

に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法（昭和 22

年法律第 164 号）第 39 条第 1 項に規定する保育所、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条

の 5第 1項に規定する病院及び同条第 2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施

設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館並びに

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 5 に規定する特別養護老人ホームの敷地の周

囲 80 メートルの区域 

2．第 2 号区域：騒音規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 号区域以外の区域 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和 43 年厚生省・建設省告示第 1 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「騒音の規制に関する定め」（昭和 48 年広島県告示第 171 号、最終改正：平成 30 年 9 月 3 日）より作成 

 

表 3.2-29(1) 指定地域内における自動車騒音の要請限度（益田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

1 a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

2 a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

3 
b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び

c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75 デシベル 70 デシベル 

備考 

1．幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の道路の敷地境界線から 15m、2 車線を越える道路の敷地境

界線から 20m まで）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては 75 デシベル、夜間においては 70 デシベ

ルとする。 

2．a 区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住

居専用地域 

b 区域：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

c 区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

注：「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用

地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及

び「工業地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域

をいう。 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成 12 年総理府令第 15 号、最終改正：平成 23 年 11 月 30 日） 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年益田市告示第 60 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日）               より作成 
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表 3.2-29(2) 指定地域内における自動車騒音の要請限度（浜田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

1 a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

2 a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

3 
b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び

c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75 デシベル 70 デシベル 

備考 

1．幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の道路の敷地境界線から 15m、2 車線を越える道路の敷地境

界線から 20m まで）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては 75 デシベル、夜間においては 70 デシベ

ルとする。 

2．a 区域：第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 

b 区域：第一種住居地域、第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域（旭都

市計画区域、浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。） 

c 区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域（旭都市計画区域を除く。）並びに浜田都市計画臨

港地区及び三隅都市計画臨港地区 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、

「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法（昭和

43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地

域の定められていない地域」とは、同法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により指定された都市計画

区域であって同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。 

2．「浜田都市計画臨港地区」とは、都市計画変更の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 787 号）に基づく浜田

都市計画臨港地区のうち、熱田町及び長浜町の区域をいう。 

3．「三隅都市計画臨港地区」とは、都市計画決定の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 786 号）に基づく三隅

都市計画臨港地区をいう。 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成 12 年総理府令第 15 号、最終改正：平成 23 年 11 月 30 日） 

「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 57 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）                           より作成 

 

表 3.2-29(3) 指定地域内における自動車騒音の要請限度（広島県） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（6:00～22:00） 

夜間 

（22:00～6:00） 

1 a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

2 a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

3 
b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び

c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75 デシベル 70 デシベル 

備考 

1．幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の道路の敷地境界線から 15m、2 車線を越える道路の敷地境

界線から 20m まで）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては 75 デシベル、夜間においては 70 デシベ

ルとする。 

2．a 区域：第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域に相当する地域 

b 区域：第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に相当する地域 

c 区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域、工業地域に相当する地域（工業専用地域を含む。） 

注：「相当する地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定めの

ない地域のうち、騒音の規制区域に指定された地域をいう。 

「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成 12 年総理府令第 15 号、最終改正：平成 23 年 11 月 30 日）              より作成 
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③  振動 

振動の規制に関しては、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号、最終改正：平成 26 年 6 月

18 日）に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生

する振動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が、表 3.2-30～表 3.2-32のとおり、

定められている。 

島根県及び広島県では用途地域に応じた規制地域及び基準値の指定を行っており、益田市、

浜田市、北広島町及び安芸太田町は規制地域に指定されている。なお、事業実施想定区域に

指定地域はない。 

 

表 3.2-30(1) 特定工場等において発生する振動の規制基準（益田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（8:00～19:00） 

夜間 

（19:00～8:00） 

第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

第 2 種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居

専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地

域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められ

た地域をいう。 

2．規制地域を表示した図面は、益田市福祉環境部環境衛生課、美都総合支所地域振興課、匹見総合支所地域振興

課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年益田市告示第 62 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日）より作成 

 

表 3.2-30(2) 特定工場等において発生する振動の規制基準（浜田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（8:00～19:00） 

夜間 

（19:00～8:00） 

第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域（旭都市計画区域、浜田

都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。） 

第 2 種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域（旭都市計画区域を除く。）並びに浜田都市計画

臨港地区及び三隅都市計画臨港地区 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、

「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法（昭和

43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地

域の定められていない地域」とは、同法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により指定された都市計画

区域であって同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。 

2．「浜田都市計画臨港地区」とは、都市計画変更の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 787 号）に基づく浜田

都市計画臨港地区のうち、熱田町及び長浜町の区域をいう。 

3．「三隅都市計画臨港地区」とは、都市計画決定の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 786 号）に基づく三隅

都市計画臨港地区をいう。 

4．規制地域を表示した図面は、浜田市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 59 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）より作成 
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表 3.2-30(3) 特定工場等において発生する振動の規制基準（広島県） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（7:00～19:00） 

夜間 

（19:00～7:00） 

第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

備考 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第

二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に相当する地域（北広島

町の区域のうち戸谷、都志見、阿坂及び今吉田の地域を除く。） 

第 2 種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域に相当する地域（工業専用地域を除く。） 

注：「相当する地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定めの

ない地域のうち、騒音の規制区域に指定された地域をいう。 

〔「振動の規制に関する定め」（昭和 53 年広島県告示第 58 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）より作成〕 

 

表 3.2-31(1) 特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準（益田市） 

地域 

の区分 
基準値 作業時刻 

1 日当たりの 

作業時間 

連続 

作業時間 
作業日 

第 1 号区域 

75 

デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 連続 6 日を 

超えない 

こと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 号区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．1 号区域：振動規制法施行規則（昭和 51 年総理府令第 58 号）別表第 1 に基づき市長が指定する区域は、次の

とおりである。 

(1)表 3.2-30(1)の第 1 種区域の項に掲げる区域 

(2)表 3.2-30(1)の第 2 種区域の項に掲げる区域のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条

第 1 項第 1 号に規定する工業地域を除いた区域 

(3)都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業地域のうち、次に掲

げる施設の敷地の周囲おおむね 80 メートル以内の区域 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校 

イ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所 

ウ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定す

る診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

エ 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館 

オ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム 

2．2 号区域：振動規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 号区域以外の区域 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」（平成 24 年益田市告示第 62 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日） 

より作成 
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表 3.2-31(2) 特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準（浜田市） 

地域 

の区分 
基準値 作業時刻 

1 日当たりの 

作業時間 

連続 

作業時間 
作業日 

第 1 種区域 

75 

デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 連続 6 日を 

超えない 

こと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 種区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．第 1 種区域:振動規制法施行規則（昭和 51 年総理府令第 58 号）別表第 1 に基づき市長が指定する区域は、次の

とおりである。 

(1)表 3.2-30(2)の第 1 種区域の項に掲げる区域 

(2)表 3.2-30(2)の第 2 種区域の項に掲げる区域のうち、下表に掲げる区域を除いた区域 

(3)下表に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の周囲おおむね 80 メートル以内の区域 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校 

イ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条第 1 項に規定する保育所 

ウ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定

する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

エ 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定する図書館 

オ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム 

カ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園 

 

区域 指定地域 

規制区域 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号

の規定により定められた工業地域（旭都市計画区域を除

く。） 

備考：規制区域を表示した図面は、浜田市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。 

 

2．第 2 種区域:振動規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 号区域以外の区域 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 59 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）          より作成 

 

表 3.2-31(3) 特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準（広島県） 

地域 

の区分 
基準値 作業時刻 

1 日当たりの 

作業時間 

連続 

作業時間 
作業日 

第 1 種区域 

75 

デシベル 

午後 7 時から 

翌日の午前 7 時の 

時間内でないこと 

10 時間を 

超えないこと 連続 6 日を 

超えない 

こと 

日曜日 

その他の休日 

でないこと 
第 2 種区域 

午後 10 時から 

翌日の午前 6 時の 

時間内でないこと 

14 時間を 

超えないこと 

備考 

1．第 1 種区域：振動規制法施行規則（昭和 51 年総理府令第 58 号）別表第 1 に基づき都道府県知事が指定する区

域は、次のとおりである。 

(1)特定工場等の騒音の規制区域の区分が第 1 種区域、第 2 種区域及び第 3 種区域に属する区域 
(2)特定工場等の騒音の規制区域の区分が第 4 種区域に属する区域のうち、学校教育法（昭和 22

年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こど
も園、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第 1 項に規定する保育所、医療法（昭和
23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のう
ち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 2 条第
1 項に規定する図書館並びに老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 5 に規定する特
別養護老人ホームの敷地の周囲 80 メートルの区域 

2．第 2 種区域：振動規制法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち､第 1 種区域以外の区域 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動の規制に関する定め」（昭和 53 年広島県告示第 58 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）より作成  
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表 3.2-32(1) 道路交通振動の要請限度（益田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（8:00～19:00） 

夜間 

（19:00～8:00） 

第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル 

備考：第 1 種区域及び第 2 種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。 

第 1種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

第 2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居

専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地

域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められ

た地域をいう。 

2．規制地域を表示した図面は、益田市福祉環境部環境衛生課、美都総合支所地域振興課、匹見総合支所地域振興

課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年益田市告示第 62 号、最終改正：平成 30 年 4 月 1 日）          より作成 

 

表 3.2-32(2) 道路交通振動の要請限度（浜田市） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（8:00～19:00） 

夜間 

（19:00～8:00） 

第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル 

備考：第 1 種区域及び第 2 種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。 

第 1種区域：第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域（旭都市計画

区域、浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。） 

第 2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域（旭都市計画区域を除く。）並びに浜田都市計

画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区 

注：1．「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、

「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法（昭和

43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地

域の定められていない地域」とは、同法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により指定された都市計画

区域であって同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。 

2．「浜田都市計画臨港地区」とは、都市計画変更の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 787 号）に基づく浜田

都市計画臨港地区のうち、熱田町及び長浜町の区域をいう。 

3．「三隅都市計画臨港地区」とは、都市計画決定の図書の縦覧（平成 16 年島根県告示第 786 号）に基づく三隅

都市計画臨港地区をいう。 

4．規制地域を表示した図面は、浜田市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等」 

（平成 24 年浜田市告示第 59 号、最終改正：平成 28 年 8 月 1 日）                   より作成 

 

表 3.2-32(3) 道路交通振動の要請限度（広島県） 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（7:00～19:00） 

夜間 

（19:00～7:00） 

第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル 

備考：第 1 種区域及び第 2 種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。 

第 1 種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に相当する地域（北広島町の区

域のうち戸谷、都志見、阿坂及び今吉田の地域を除く。） 

第 2 種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域に相当する地域（工業専用地域を除く。） 

注：「相当する地域」とは、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定めの

ない地域のうち、振動の規制区域に指定された地域をいう。 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日） 

「振動の規制に関する定め」（昭和 53 年広島県告示第 58 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）より作成  
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④  水質汚濁 

対象事業実施区域及びその周囲における工場及び事業場からの排出水については、表

3.2-33 のとおり、「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号、最終改正：平成 29 年 6 月 2

日）に基づき全国一律の排水基準（有害物質 28 物質、その他項目 15 項目）が定められてい

る。なお、本事業ではこれらが適用される施設は設置されない。 

 

表 3.2-33(1) 水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質） 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mgCd/L 

シアン化合物 1mgCN/L 

有機燐化合物（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。 ） 1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mgPb/L 

六価クロム化合物 0.5mgCr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.1mgAs/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mgHg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mgSe/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外 10mgB/L 

海域 230mgB/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外 8mg/L 

海域 15mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg/L※ 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 

備考 

1.「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結

果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23

年法律第 125 号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る

排出水については、当分の間、適用しない。 

注：表中の「※」は、「アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの。亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量」を示す。 

〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 6 月 20 日）より作成〕 
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表 3.2-33(2) 水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他の項目） 

項目 許容限度 

水素イオン濃度（pH） 
海域以外 5.8～8.6 

海域 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L(日間平均 120mg/L) 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L(日間平均 120mg/L) 

浮遊物質量（SS） 200mg/L(日間平均 150mg/L) 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120mg/L(日間平均 60mg/L) 

燐含有量 16mg/L(日間平均 8mg/L) 

備考 

1．「日間平均」による許容限度は、1 日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2．この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以上である工場又は事業場に係る排出水

について適用する。 

3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱

業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量について

の排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の

施行（昭和 49 年 12 月 1 日）の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水につ

いては、当分の間、適用しない。 

5．生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適

用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼と

して環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって

水の塩素イオン含有量が 1L につき 9,000mg を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及

びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

7．燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として

環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定

める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

※「環境大臣が定める湖沼」昭和 60 年環境庁告示第 27 号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る

湖沼） 

「環境大臣が定める海域」平成 5 年環境庁告示第 67 号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海

域） 

〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 6 月 20 日）より作成〕 

  



3.2-48 

(180) 

⑤  悪臭 

悪臭の規制基準は、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号、最終改正：平成 23 年 12 月 14

日）第 3 条及び第 4 条に基づき都道府県知事（市の区域内の地域については、市長）が「特

定悪臭物質」の濃度又は「臭気指数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとな

っている。 

・第 1 号規制：敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許

容限度 

・第 2 号規制：煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度（あるい

は臭気指数・臭気排出強度）の許容限度 

・第 3 号規制：排出水中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度 

島根県においては、益田市及び浜田市を含む 6 市で特定悪臭物質による濃度規制が行われ

ている。益田市及び浜田市における規制地域は表 3.2-34、規制基準は表 3.2-35 のとおりで

あり、対象事業実施区域及びその周囲における規制地域の指定はない。 

また、広島県においては呉市及び大竹市で特定悪臭物質による濃度規制が、7 市 3 町で臭

気指数規制が行われている。対象事業実施区域及びその周囲においては、北広島町の全域で

敷地境界における臭気指数基準（許容限度 15）が定められているが、安芸太田町には規制は

ない。 

 

表 3.2-34(1) 悪臭原因物質の排出を規制する地域（益田市） 

地域の区分 規制地域 

A 地域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工

業地域 

B 地域 
工業地域、工業専用地域並びに中須町、中吉田町、中島町、久城町、下本郷町及び乙吉町のそれぞ

れ一部 

注：「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用

地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工

業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定

められた地域をいう。 

〔「悪臭原因物の排出を規制する地域及び特定悪臭物質の規制基準」（平成 24 年益田市告示第 61 号）より作成〕 

 

表 3.2-34(2) 悪臭原因物質の排出を規制する地域（浜田市） 

地域の区分 規制地域 

A 地域 
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(旭都市計画区域を除く。) 

B 地域 工業地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域(旭都市計画区域を除く。) 

注：「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、

「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和 43

年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地域の定

められていない地域」とは、同法第 5 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により指定された都市計画区域であっ

て同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。 

「悪臭原因物の排出を規制する地域及び特定悪臭物質の規制基準」 

（平成 24 年浜田市告示第 58 号、最終改正：平成 26 年 3 月 28 日）より作成  
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表 3.2-35(1) 特定悪臭物質の規制基準（益田市） 

地域の区分 

特定悪臭物質 

敷地境界線規制基準（ppm） 
気体排出口規制基準 

A 地域 B 地域 

アンモニア 1 2 敷地境界線規制基準を基礎と

して悪臭防止法施行規則(昭

和 47年総理府令第 39号)第 3

条に定める方法により特定悪

臭物質(メチルメルカプタン、

硫化メチル、二硫化メチル、

アセトアルデヒド、スチレン、

プロピオン酸、ノルマル酪酸、

ノルマル吉草酸及びイソ吉草

酸を除く。)の種類ごとに算出

した流量 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 

硫化水素 0.02 0.05 

硫化メチル 0.01 0.05 

二硫化メチル 0.009 0.03 

トリメチルアミン 0.005 0.02 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 

スチレン 0.4 0.8 

プロピオン酸 0.03 0.07 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 

イソ吉草酸 0.001 0.004 

〔「悪臭原因物の排出を規制する地域及び特定悪臭物質の規制基準」（平成 24 年益田市告示第 61 号）より作成〕 

 

表 3.2-35(2) 特定悪臭物質の規制基準（浜田市） 

地域の区分 

特定悪臭物質 

敷地境界線規制基準（ppm） 
気体排出口規制基準 

A 地域 B 地域 

アンモニア 1 2 敷地境界線規制基準を基礎と

して悪臭防止法施行規則(昭

和 47年総理府令第 39号)第 3

条に定める方法により特定悪

臭物質(メチルメルカプタン、

硫化メチル、二硫化メチル、

アセトアルデヒド、スチレン、

プロピオン酸、ノルマル酪酸、

ノルマル吉草酸及びイソ吉草

酸を除く。)の種類ごとに算出

した流量 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 

硫化水素 0.02 0.06 

硫化メチル 0.01 0.05 

二硫化メチル 0.009 0.03 

トリメチルアミン 0.005 0.02 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 

スチレン 0.4 0.8 

プロピオン酸 0.03 0.07 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 

イソ吉草酸 0.001 0.004 

注：B 地域のうち都市計画区域であって用途地域の定められていない地域(旭都市計画区域を除く。)のメチルメルカ

プタン、硫化水素、硫化メチル及びトリメチルアミンの 4 物質に係る敷地境界線規制基準(ppm)は、A 地域の基準

とする。 

「悪臭原因物の排出を規制する地域及び特定悪臭物質の規制基準」 

（平成 24 年浜田市告示第 58 号、最終改正：平成 26 年 3 月 28 日）より作成   
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⑥  土壌汚染 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号、最終改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づく区

域の指定に係る基準は表 3.2-36 のとおりである。 

益田市では、土壌汚染対策法第 11 条第 1 項の規定に基づく「要措置区域」はなく、「形質

変更時要届出区域」が 2 件指定されているものの、対象事業実施区域及びその周囲は含まれ

ない。なお、浜田市、北広島町及び安芸太田町には同法に基づく地域指定はない。 

また、益田市、浜田市、北広島町及び安芸太田町において、「農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律」（昭和 45 年法律第 139 号、最終改正：平成 23 年 8 月 30 日）に基づく「農用地

土壌汚染対策地域」の指定はない。 

 

表 3.2-36(1) 区域の指定に係る基準（土壌溶出量基準） 

特定有害物質の種類 要件 

カドミウム及びその化合物 検液 1L につきカドミウム 0.01mg 以下であること。 

六価クロム化合物 検液 1L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。 

クロロエチレン 検液 1L につき 0.002mg 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。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ 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。 

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。 

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

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 
検液 1L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出さ

れないこと。 

セレン及びその化合物 検液 1L につきセレン 0.01mg 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。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 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。 

鉛及びその化合物 検液 1L につき鉛 0.01mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 検液 1L につき砒素 0.01mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 検液 1L につきふっ素 0.8mg 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。 

ほう素及びその化合物 検液 1L につきほう素 1mg 以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正：平成 31 年 1 月 28 日）より作成〕 
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表 3.2-36(2) 区域の指定に係る基準（土壌含有量基準） 

特定有害物質の種類 要件 

カドミウム及びその化合物 土壌 1kg につきカドミウム 150mg 以下であること。 

六価クロム化合物 土壌 1kg につき六価クロム 250mg 以下であること。 

シアン化合物 土壌 1kg につき遊離シアン 50mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 土壌 1kg につき水銀 15mg 以下であること。 

セレン及びその化合物 土壌 1kg につきセレン 150mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 土壌 1kg につき鉛 150mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 土壌 1kg につき砒素 150mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 土壌 1kg につきふっ素 4,000mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 土壌 1kg につきほう素 4,000mg 以下であること。 

〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正：平成 31 年 1 月 28 日）より作成〕 

 

⑦  地盤沈下 

島根県及び広島県においては、「工業用水法」（昭和 31 年法律第 146 号、最終改正：平成 26

年 6 月 13 日）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和 37 年法律第 100 号、

最終改正：平成 12 年 5 月 31 日）に基づく規制地域の指定はない。 

 

⑧  産業廃棄物 

産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号、

最終改正：令和元年 6 月 14 日）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成 12 年法律第 104 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日）により、事業活動等に伴って発生し

た廃棄物（石綿等含有廃建材を含む）は事業者自らの責任において適正に処理することが定

められている。 

 

⑨  温室効果ガス 

温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年法律第 117

号、最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）により、事業活動等に伴って相当程度多い温室効果ガ

スを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣に温室効果ガス算定排出量の報告が定めら

れている。 

なお、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54 年法律第 49 号、最終改正：

平成 30 年 6 月 13 日）の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素排出

量の報告は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の報告を行ったとみなされる。また、

広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」（平成 15 年広島県条例第 35 号）に基

づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者に対し、地球温暖化対策計画の作成、提

出を義務付けている。 

  



3.2-52 

(184) 

(3)その他の環境保全計画等 

①  島根県環境基本条例 

島根県の環境行政の基本的方向については、「島根県環境基本条例」（平成 9 年島根県条例

第 29 号）において定められている。 

この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び県民

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となる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県民の

健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたものである。 

なお、新たな環境施策を推進するために、表 3.2-37 のとおり、3 つの基本理念を定めてい

る。 

 

表 3.2-37 「島根県環境基本条例」における 3 つの基本理念 

基本理念 

1 
環境の保全は、県民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない良好な環境を確保し、これを将来

にわたって維持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、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展する

ことができる社会を構築することを旨として、すべての者の自主的かつ積極的な取組により行われなければ

ならない。 

3 
地球環境保全は、地域の環境と地球環境が深いかかわりを有していることにかんがみ、すべての事業活動及

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。 

〔「島根県環境基本条例」（平成 9 年島根県条例第 29 号）より作成〕 

 

②  島根県環境基本計画 

島根県では、「島根県環境基本条例」（平成 9 年島根県条例第 29 号）第 10 条に規定する環

境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画として、平成 11 年 2 月

に「第 1 期島根県環境基本計画」が策定された。また、平成 23 年 3 月には、10 年後のある

べき島根の将来を展望し、7 つの基本目標を掲げ、22 の基本施策の下に 60 の具体的な施策

を置いた、「第 2 期島根県環境基本計画」が策定されている。「第 2 期島根県環境基本計画」

においては、島根県が目指す環境の将来像として、「豊かな環境を守り、はぐくみ持続的に発

展する活力ある島根をめざして」が掲げられており、環境の将来像の実現に向け、7 つの基

本目標が表 3.2-38 のとおりに設定されている。 

 

表 3.2-38 「第 2 期島根県環境基本計画」における 7 つの基本目標 

基本目標 

1 人と自然との共生の確保 5 環境保全と経済発展の好循環の推進 

2 安全で安心できる生活環境の保全 6 環境保全に向けての参加の促進 

3 地球環境保全の積極的推進 7 共通的・基盤的な施策の推進 

4 環境への負荷の少ない循環型社会の推進  

〔「第 2 期島根県環境基本計画」（島根県、平成 23 年）より作成〕 
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③  広島県環境基本条例 

広島県の環境行政の基本的方向については、「広島県環境基本条例」（平成 7 年広島県条例

第 3 号）において定められている。 

この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、広島県、事業者及び県民の責務を明

らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄

与するとともに、人類の福祉に貢献することを目的として制定されたものである。 

なお、新たな環境施策を推進するために、表 3.2-39 のとおり、3 つの基本理念を定めてい

る。 

 

表 3.2-39 「広島県環境基本条例」における 3 つの基本理念 

基本理念 

1 
環境の保全は、現在及び将来の世代の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の生存

基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

2 

環境の保全は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら

持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主

的かつ積極的に行われなければならない。 

3 

地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上

での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならな

い。 

〔「広島県環境基本条例」（平成 7 年広島県条例第 3 号）より作成〕 

 

④  広島県環境基本計画 

広島県では、「広島県環境基本条例」（平成 7 年広島県条例第 3 号）第 9 条に規定する環境

保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画として、平成 9 年 3 月に

「広島県環境基本計画」が策定された。また、平成 28 年 3 月には、3 次計画を基本的に継承

し、地域課題の解決にも役立つという付加価値を持たせた環境施策の新たな展開を掲げ、「第

4 次広島県環境基本計画」が策定されている。「第 4 次広島県環境基本計画」においては、広

島県が目指す環境の基本理念として、「環境にやさしい広島づくりと次代への継承～エコの

力でひろしまを元気に～」が掲げられており、環境の将来像の実現に向け、5 つの施策体系

が表 3.2-40 のとおりに設定されている。 

 

表 3.2-40 「第 4 次広島県環境基本計画」における 5 つの施策体系 

施策体系 

1 低炭素社会の構築 

2 循環型社会の実現 

3 地域環境の保全 

4 生物多様性の保全 

5 人づくり・仕組みづくり 

〔「第 4 次広島県環境基本計画」（広島県、平成 28 年）より作成〕 
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⑤  浜田市環境基本条例 

浜田市の環境行政の基本的方向については、「浜田市生活環境の保全に関する条例」（平成

17 年浜田市条例第 163 号）において定められている。 

この条例は、市民が健康で快適な生活を営むため、生活環境の保全に関し、必要な事項を

定め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な生活環境の

確保に努めることを目的として制定されたものであり、生活環境の保全として「排出水の処

理」や「公害防止」等が挙げられている。 

 

⑥  浜田市環境基本計画 

浜田市では、「浜田市生活環境の保全に関する条例」（平成 17 年浜田市条例第 163 号）第

19 条の規定に基づき、総合的な施策を達成するため、生活環境の保全に関する基本計画とし

て、平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間を計画期間とした「浜田市環境基本計画」が

平成 22 年 3 月に策定された。 

また、「浜田市環境基本計画」では、国や島根県の基本理念・基本目標など関係上位計画の

基本的方針を踏まえ、「第 1 次浜田市総合振興計画」（浜田市、平成 19 年）に掲げられている

施策大綱「地域特性と自然環境を活かした潤いのあるまち・はまだ」を目指し、4 つの基本

目標が表 3.2-41 のとおり定められている。 

 

表 3.2-41 「浜田市環境基本計画」における 4 つの基本目標 

テーマ 基本目標 

地域特性と自然環境を活かした 

潤いのあるまち・はまだ 

地域の特性を活かした景観形成 

環境保全の人づくり・地域づくり 

地球温暖化対策 

循環型社会の構築 

〔「浜田市環境基本計画」（浜田市、平成 22 年）より作成〕 
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⑦  北広島町環境基本条例 

北広島町の環境行政の基本的方向については、「北広島町環境保全に関する条例」（平成 17

年北広島町条例第 148 号）において定められている。 

この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、北広島町、町民等、事業者

及び所有者等の協働のもとに、それぞれが果たすべき役割を明らかにし、本町の良好な自然

環境及び生活環境を保全するとともに町民の健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる

環境を確保、創造し、もって住みよい郷土の実現を期することを目的として制定されたもの

であり、表 3.2-42 のとおり、3 つの基本理念を定めている。 

 

表 3.2-42 「北広島町環境保全に関する条例」における 3 つの基本理念 

基本理念 

1 
環境の保全は、現在及び将来の世代の町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の生存

基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行わなければならない。 

2 

環境の保全は、恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的

に発展することができる社会が構築されることを旨として、町、町民等、事業者及び所有者等の全ての者の

公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に行わなければならない。 

3 

地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに町民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上

での課題であることに鑑み、全ての事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に着実に推進されなけ

ればならない。 

〔「北広島町環境保全に関する条例」（平成 17 年北広島町条例第 148 号）より作成〕 

 

⑧  北広島町環境基本計画 

北広島町では、「北広島町環境保全に関する条例」（平成 17 年北広島町条例第 148 号）に基

づき、平成 29 年 3 月に「北広島町環境基本計画」が策定されている。 

「北広島町環境基本計画」は、国や県の環境基本計画などと補完・連携し、平成 29 年に策

定された「第 2 次北広島町長期総合計画」のめざすまちの将来像の具現化に向け、環境の分

野における取組を示すものであり、5 つの基本目標が表 3.2-43 のとおり定められている。 

 

表 3.2-43 「北広島町環境基本計画」における 5 つの基本目標 

基本目標 

1 きれいな水と空気に囲まれた暮らしづくり（生活環境） 

2 豊かな自然と共に生きる環境づくり（自然環境） 

3 地球を意識して生活する仕組みづくり（地球環境） 

4 人と人とのつながりのある温かいまちづくり（快適環境） 

5 将来の環境を守り、創る人づくり（環境教育・学習及び環境保全活動） 

〔「北広島町環境基本計画」（北広島町、平成 29 年）より作成〕 
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2. 自然関係法令等 

(1)自然保護関係 

①  自然公園法に基づく自然公園 

対象事業実施区域及びその周囲に「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号、最終改正：令

和元年 6 月 14 日）に基づく自然公園の指定状況は図 3.2-12 のとおりであり、事業実施想定

区域周囲に「西中国山地国定公園」が存在している。 

 

②  自然環境保全法に基づく保全地域 

対象事業実施区域及びその周囲には「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号、最終改

正：平成 31 年 4 月 26 日）に基づく自然環境保全地域は存在しないが、「広島県自然環境保全

条例」（昭和 47 年広島県条例第 63 号）に基づく自然環境保全地域が図 3.2-13 のとおり、事

業実施想定区域の周囲に存在している。 

 

③  世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく自然遺産の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」

（平成 4 年条約第 7 号）の第 11 条 2 の世界遺産一覧表に基づく自然遺産の区域はない。 

 

④  都市緑地法に基づく緑地保全地域または特別緑地保全地区の区域 

対象事業実施区域及びその周囲における、「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号、最終改

正：平成 30 年 6 月 27 日）の規定に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域はない。 

 

⑤  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区等 

対象事業実施区域及びその周囲における、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」（平成 14 年法律第 88 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）に基づく鳥獣保護区等

の指定状況は、表 3.2-44 及び図 3.2-14 のとおりである。 

 

表 3.2-44(1) 鳥獣保護区の指定状況（島根県） 

名称 所在地 面積(ha) 期間 

西中国山地鳥獣保護区 浜田市 414.53 
平成 21 年 11 月 1 日～ 

平成 31 年 10 月 31 日 

嵯峨谷鳥獣保護区 益田市 1,207 
平成 26 年 11 月 1 日～ 

平成 36 年 10 月 31 日 

〔「平成 30 年度島根県鳥獣保護区等位置図詳細表」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 

 

表 3.2-44(2) 鳥獣保護区の指定状況（広島県） 

名称 所在地 面積(ha) 期限 

苅尾鳥獣保護区 

（苅尾特別保護地区） 
山県郡北広島町 

638 

（特別保護地区：114） 
平成 38 年 10 月 31 日 

聖湖鳥獣保護区 山県郡北広島町 37 平成 35 年 10 月 31 日 

樽床鳥獣保護区 山県郡北広島町 240 平成 33 年 10 月 31 日 

三段峡鳥獣保護区 

（三段峡特別保護地区） 
山県郡安芸太田町 

1,350 

(特別保護地区：499) 
平成 36 年 10 月 31 日 

〔「広島県鳥獣保護区等位置図（平成 30 年 11 月 1 日現在）」（広島県、平成 30 年）より作成〕 
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⑥  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律施行令」（平成 5 年政令第 17 号、最終改正：令和元年 11 月 7 日）に基づく生息地等保

護区はない。 

 

⑦  特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関

する条約（ラムサール条約）」（昭和 55 年 9 月 22 日条約第 28 号、最終改正：平成 6 年 4 月

29 日）に基づく湿地の区域はない。 
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図 3.2-12 自然公園の指定状況  

「環境アセスメントデータベース」 

（環境省 HP、閲覧：令和元年 10 月）  より作成 
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図 3.2-13 自然環境保全地域の指定状況  

「国土数値情報（自然環境保全地域データ）」 

（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成 
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図 3.2-14 鳥獣保護区等の指定状況  

「国土数値情報（鳥獣保護区データ）」 

（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成 
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(2)文化財 

対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号、最終

改正：平成 30 年 6 月 8 日）等に基づく史跡・名勝・天然記念物の状況は表 3.2-45 及び図

3.2-15 のとおりである。また、周知の登録有形文化財の状況は表 3.2-46 及び図 3.2-15 のと

おりである。また、周知の埋蔵文化財包蔵地の状況は表 3.2-47 及び表 3.2-48 のとおりであ

り、分布状況は図 3.2-16 のとおりである。 

 

表 3.2-45(1) 対象事業実施区域及びその周囲における史跡・名勝・天然記念物（島根県） 

指定区分 種別 名称 所在地 

県 史跡 新槙原遺跡 益田市匹見町道川 

市 

史跡 

本谷山たたら跡 益田市匹見町道川 

上家屋遺跡 益田市匹見町道川 

田中ノ尻遺跡 益田市匹見町道川 

天然記念物 

金城町の巨樹・銘木 

・若生の大モミジ 

・鍋滝のカツラ 

 

浜田市金城町波佐イ 1351-2 

浜田市金城町波佐イ 1319-41 

若杉天然杉 益田市美都町板井川 1202－1 外 

「指定文化財」（浜田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「益田市所在の市指定文化財一覧」（益田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅱ（金城自治区）七渡瀬Ⅱ遺跡」（浜田市教育委員会、平成 22 年）より作成 

 

表 3.2-45(2) 対象事業実施区域及びその周囲における史跡・名勝・天然記念物（広島県） 

指定区分 種別 名称 所在地 

国 特別名勝 三段峡 山県郡北広島町・安芸太田町 

町 天然記念物 
西八幡原のクヌギ 山県郡北広島町西八幡原 

八幡大歳神社社叢 山県郡北広島町東八幡原 

「文化財について紹介します」（安芸太田町 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「北広島町の文化財」（北広島町 HP、閲覧：令和元年 10 月）         より作成 

 

表 3.2-46 対象事業実施区域及びその周囲における周知の登録有形文化財(島根県) 

指定区分 種別 名称 所在地 

国 登録文化財 
旧美濃地家住宅主屋 益田市匹見町道川イ 50 

旧美濃地家住宅米蔵 益田市匹見町道川イ 50 

〔「益田市所在の国指定文化財・登録文化財一覧」(益田市 HP、閲覧：令和元年 10 月)〕 
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表 3.2-47(1) 対象事業実施区域及びその周囲における周知の埋蔵文化財包蔵地（島根県） 

No. 遺跡名 種別 所在地 概要 備考 

1 程原鈩跡 製鉄遺跡 程原   

2 城ヶ谷城跡 城跡 程原 郭  

3 伊屋山鈩跡 製鉄遺跡 程原 鉄滓  

4 熊藪鈩跡 製鉄遺跡 程原   

5 岩倉鈩跡 製鉄遺跡 三里   

6 向ィ原田鈩跡 製鉄遺跡 三里   

7 鍋滝Ⅰ鈩跡 製鉄遺跡 
波佐泊小屋塧ヨリ西平

宇津尾谷両平イ1319 
  

8 泊小屋鉄穴跡 製鉄遺跡 波佐泊小屋塧奥イ1318 鉄穴水路跡、鉄穴絵図  

9 鍋滝Ⅲ鈩跡 製鉄遺跡 波佐鍋滝泊小屋東原 
弘化 3 年開設、金屋子神

社 
 

10 鍋滝Ⅱ鈩跡 製鉄遺跡 波佐新屋田平イ1316   

11 打尾谷鈩跡 製鉄遺跡 波佐宇津尾谷中イ1039   

12 飯ノ山鈩跡 製鉄遺跡 波佐飯ノ山イ1020   

13 ウナギ渕鈩跡 製鉄遺跡 波佐鈩原イ1015   

14 来ル実鈩跡 製鉄遺跡 波佐来ル実イ1018   

15 栃下Ⅰ鈩跡 製鉄遺跡 波佐栃下奥イ948第4 金池  

16 道円坊鈩跡 製鉄遺跡 木都賀熊の山 鉄滓 消滅 

17 大鹿城跡 城跡 木都賀田野原   

18 腰ヶ峠鈩跡 製鉄遺跡 板井川若杉  猿ヶ谷鈩跡 

19 矢玄地鈩跡 製鉄遺跡 道川芋原   

20 仏谷鈩跡 製鉄遺跡 道川芋原 鈩付鍛冶  

21 平神古鈩跡 製鉄遺跡 道川芋原   

22 ジャレ鈩跡 製鉄遺跡 宇津川長橋ジャレ   

23 長橋の庵寺跡 寺院跡 宇津川長橋   

24 カミヌクイ鈩跡 製鉄遺跡 道川生山   

25 シモヌクイ鈩跡 製鉄遺跡 道川生山 鈩付鍛冶  

26 杉山鈩原鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷上 鈩付鍛冶  

27 赤谷鈩原鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷上   

28 黒矢渕銅山跡 鉱山跡 道川赤谷中 
坑穴、近世初期～昭和初

期 
 

29 大赤谷鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷下 鈩付鍛冶  

30 赤谷寺床跡 寺院跡 道川赤谷下   

31 寿美台鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷下 鈩付鍛冶  

32 芽木屋鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷下   

33 平滑鈩跡 製鉄遺跡 道川赤谷下 大鍛冶  

34 鍛冶原鈩跡 製鉄遺跡 道川押ケ谷   

35 堀越銅山跡 鉱山跡 道川銅ケ峠 坑穴  

36 タキガサコ鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷上   

37 本谷鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷上  文政7年～天保2年、町指定 

38 カナクソマチ鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷上   

39 桑木谷銅山跡 鉱山跡 道川臼木谷上 
坑穴、近世初期、昭和中

期 
 

40 平蔵谷鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷中 鈩付鍛冶  

注：表中の No.は図 3.2-16 の番号に対応している。 

「増補改訂島根県遺跡地図Ⅱ（石見編）」（島根県教育委員会、平成 14 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅱ（金城自治区）七渡瀬Ⅱ遺跡」（浜田市教育委員会、平成 22 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅲ（三隅自治区）史跡 石見国分寺跡」（浜田市教育委員会、平成 23 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅳ（弥栄自治区）浜田城下町遺跡試掘調査」（浜田市教育委員会、平成 24 年） 

「マップ on しまね（遺跡マップ）」（島根県、閲覧：令和元年 10 月）               より作成  
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表 3.2-47(2) 対象事業実施区域及びその周囲における周知の埋蔵文化財包蔵地（島根県） 

No. 遺跡名 種別 所在地 概要 備考 

41 茗荷谷鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷下   

42 塚ノ町遺跡 散布地 道川臼木谷下 縄文遺物  

43 下臼木谷鈩跡 製鉄遺跡 道川臼木谷下 鈩付鍛冶  

44 上仏原鈩跡 製鉄遺跡 道川字元組   

45 大谷鈩跡 製鉄遺跡 道川字元組 鈩付鍛冶  

46 田平吹屋鈩跡 製鉄遺跡 道川字元組 鈩付鍛冶 江戸時代中期 

47 一ノ谷鍛冶屋原鈩跡 製鉄遺跡 道川字元組 大鍛冶 江戸時代前期 

48 元組寺床跡 寺院跡 道川字元組   

49 蔵屋敷田遺跡 散布地 道川ィ6３－１番地 集落 縄文時代 

50 美濃地窯業跡 窯業跡 道川字出合原 生産遺跡 近世末～明治 

51 鍛冶屋床鈩跡 製鉄遺跡 道川字出合原   

52 新槇原遺跡 散布地 道川字出合原  先土器、縄文前期 

53 田中ノ尻遺跡 散布地 道川ｲ３３番地ほか 集落 先土器時代・縄文時代前期 

54 鱒渕鈩跡 製鉄遺跡 道川字古場所 鈩付鍛冶  

55 岩ケ原鈩跡 製鉄遺跡 道川字古場所   

56 森ケ谷鈩跡 製鉄遺跡 道川字下道川上   

57 天狗嶽城跡 城跡 道川字下道川上 山城(小塁） 鎌倉時代 

58 上家屋敷跡 散布地 道川字下道川上  縄文後期土器 

注：表中の No.は図 3.2-16 の番号に対応している。 

「増補改訂島根県遺跡地図Ⅱ（石見編）」（島根県教育委員会、平成 14 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅱ（金城自治区）七渡瀬Ⅱ遺跡」（浜田市教育委員会、平成 22 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅲ（三隅自治区）史跡 石見国分寺跡」（浜田市教育委員会、平成 23 年） 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅳ（弥栄自治区）浜田城下町遺跡試掘調査」（浜田市教育委員会、平成 24 年） 

「マップ on しまね（遺跡マップ）」（島根県、閲覧：令和元年 10 月）               より作成 

 

表 3.2-48(1) 対象事業実施区域及びその周囲における周知の埋蔵文化財包蔵地（広島県） 

No. 遺跡名 種別 所在地 時代 概要 

1 樽床遺跡群滝の平牧場地点 包含地 西八幡原 縄文 縄文土器片 

2 樽床遺跡群三島地点 包含地 西八幡原 縄文 縄文土器片 

3 樽床遺跡群 X 地点 包含地 東八幡原   

4 
樽床遺跡群駄原 

（テニスコート）地点 
包含地 東八幡原 旧石器 安山岩ナイフ形土器、剝片 

5 樽床遺跡群大橋地点 包含地 東八幡原  剝片 

6 樽床遺跡群 H 地点 包含地 東八幡原 旧石器 剝片 

7 樽床遺跡群 F 地点 包含地 東八幡原 縄文 縄文後期土器片、石鏃 

8 樽床遺跡群押ヶ峠地点 包含地 東八幡原   

9 樽床遺跡群 T 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 剝片、石鏃など 

10 樽床遺跡群 C0 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
彫器、細石刃、細石刃石核、縄文

中～後期土器、石鏃など 

11 樽床遺跡群 C1 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
彫器、細石刃、細石刃石核、縄文

中～後期土器、石鏃など 

12 樽床遺跡群 C2 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
彫器、細石刃、細石刃石核、縄文

中～後期土器、石鏃など 

13 樽床遺跡群 C3 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
彫器、細石刃、細石刃石核、縄文

中～後期土器、石鏃など 

注：表中の No.は図 3.2-16 の番号に対応している。 

〔「広島県の文化財」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕  
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表 3.2-48(2) 対象事業実施区域及びその周囲における周知の埋蔵文化財包蔵地（広島県） 

No. 遺跡名 種別 所在地 時代 概要 

14 樽床遺跡群 SN1 地点 包含地 東八幡原 縄文 縄文土器片、石鏃など 

15 樽床遺跡群 SN2 地点 包含地 東八幡原 縄文 縄文土器片、石鏃など 

16 樽床遺跡群 SN3 地点 包含地 東八幡原 縄文 縄文土器片、石鏃など 

17 樽床遺跡群 NI 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
ナイフ形石器、細石刃、縄文早期

土器、石鏃ほか 

18 面谷山たたら跡 製鉄遺跡 西八幡原 近世 鉄滓の堆積 

19 桧谷山たたら跡 製鉄遺跡 西八幡原 近世 水路、炉、住居跡、祭祀跡 

20 鍛冶屋たたら跡 製鉄遺跡 東八幡原 不明 断面に鉄滓露出 

21 総源寺跡 寺院跡 東八幡原 近世  

22 宇治たたら跡 製鉄遺跡 東八幡原 不明  

23 白井たたら跡 製鉄遺跡 東八幡原 近世  

24 甲つなぎ山たたら跡 製鉄遺跡 東八幡原 近世 炉跡、水路 

25 西八幡原古墓 古墓 西八幡原 中世 五輪塔 3 基 

26 樽床遺跡群 N2 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
ナイフ形石器、細石刃、縄文早期

土器、石鏃ほか 

27 樽床遺跡群 N3 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
ナイフ形石器、細石刃、縄文早期

土器、石鏃ほか 

28 樽床遺跡群 N4 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 
ナイフ形石器、細石刃、縄文早期

土器、石鏃ほか 

29 樽床遺跡群 G 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 

ナイフ形石器、スクレイパー、細

石刃、縦長剝片、翼状剝片、石鏃

ほか 

30 樽床遺跡群 W 地点 包含地 東八幡原 旧石器 
翼状剝片石核、スクレイパー、砥

石など 

31 樽床遺跡群 M1 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 ナイフ形石器、石鏃、縄文土器片 

32 樽床遺跡群 M2 地点 包含地 東八幡原 縄文 石鏃、縄文土器片 

33 樽床遺跡群 M3 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 スクレイパー、石鏃、縄文土器片 

34 樽床遺跡群 S 地点 包含地 東八幡原 旧石器・縄文 スクレイパー、石鏃、縄文土器片 

35 小坂たたら跡 製鉄遺跡 小坂 不明  

36 中ノ甲山第 1 号たたら跡 製鉄遺跡 中ノ甲 近世 金池、作業小屋跡、金屋子社跡 

37 中ノ甲山第 2 号たたら跡 製鉄遺跡 中ノ甲 近世 炉床、金池、作業小屋跡 

38 庄原たたら跡 製鉄遺跡 餅の木 近世 鉄滓散布 

39 餅の木山たたら跡 製鉄遺跡 
餅の木 

近世 
炉跡、金池、作業小屋跡、勘定場

跡 

40 餅の木古墓 古墓 餅の木 近世 墓石数十基 

41 水梨たたら跡 製鉄遺跡 柴木 近世 金池、勘定場跡、作業小屋跡 

注：表中の No.は図 3.2-16 の番号に対応している。 

〔「広島県の文化財」（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月）より作成〕 
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図 3.2-15 史跡・名勝・天然記念物と有形登録文化財の状況 

「指定文化財」（浜田市 HP、閲覧：令和元年 10 月） 
「益田市内の文化財」（益田市 HP、閲覧：令和元年

10 月） 
「マップ on しまね（遺跡マップ）、（展望地、景観資

源マップ）」（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 
「島根県浜田市遺跡地図Ⅱ（金城自治区）七渡瀬Ⅱ

遺跡」（浜田市教育委員会、平成 22 年） 
「北広島町の文化財」（北広島町 HP、閲覧：令和元

年 10 月）              より作成 
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図 3.2-16 周知の埋蔵文化財包蔵地の状況  

注：図中の番号は表 3.2-47 及び表 3.2-48 の No.に対応して

いる。 

「島根県浜田市遺跡地図Ⅱ（金城自治区）七渡瀬
Ⅱ遺跡」（浜田市教育委員会、平成 22 年）、「島
根県浜田市遺跡地図Ⅲ（三隅自治区）史跡 石見
国分寺跡」（浜田市教育委員会、平成 23 年）、「島
根県浜田市遺跡地図Ⅳ（弥栄自治区）浜田城下
町遺跡試掘調査」（浜田市教育委員会、平成 24
年）、「マップ on しまね（遺跡マップ）」（島根県
HP、閲覧：令和元年 10 月）、「広島県の文化財」
（広島県 HP、閲覧：令和元年 10 月） より作成 



3.2-67 

(199) 

(3)景観保全関係 

①  景観計画区域 

「景観法」（平成 16 年法律第 110 号、最終改正：平成 30 年 6 月 18 日）第 8 条の規定によ

り定められた景観計画区域について、「益田市景観計画」（益田市、平成 26 年）、「浜田市景観

計画」（浜田市、平成 29 年）により、益田市及び浜田市の全域が景観計画区域に指定されて

いる。また、北広島町及び安芸太田町は、広島県景観条例の「ふるさと広島の景観の保全と

創造に関する条例」（平成 3 年広島県条例第 4 号）第 8 条の規定により定められた景観指定

地域があり、景観形成指定地域に「西中国山地国定公園周囲景観指定地域」がある。 

 

②  風致地区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、最終改正：

平成 30 年 4 月 25 日）により指定された風致地区はない。 

 

(4)国土防災関係 

①  森林法に基づく保安林 

対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号、最終改正：

平成 30 年 6 月 1 日）に基づく保安林の指定状況は図 3.2-17 のとおりであり、対象事業実施

区域及びその周囲に保安林が存在している。 

 

②  砂防法に基づく砂防指定地 

対象事業実施区域及びその周囲における「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号、最終改正：平

成 25 年 11 月 22 日）に基づく砂防指定地は図 3.2-18 のとおりであり、事業実施想定区域の

周囲に砂防指定地が存在している。 

 

③  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」

（昭和 44 年法律第 57 号、最終改正：平成 17 年 7 月 6 日）に基づく急傾斜地崩壊危険区域

は図 3.2-18 のとおりであり、事業実施想定区域の周囲に急傾斜地崩壊危険区域が存在して

いる。 

 

④  地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「地すべり等防止法」（昭和 33 年法律第 30 号、最終

改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づく地すべり防止区域は存在しない。 

 

⑤  土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

対象事業実施区域及びその周囲における「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律」（平成 12 年法律第 57 号、最終改正：平成 29 年 5 月 19 日、以下「土砂

災害防止法」という。）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は図 3.2-19 の

とおりであり、対象事業実施区域及びその周囲において土砂災害警戒区域が存在しており、

事業実施想定区域の周囲において土砂災害特別警戒区域が存在している。 
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また、国土交通省では土砂災害防止法が施行される前から、土砂災害が発生するおそれが

ある箇所を土砂災害危険箇所として把握しており、図 3.2-20 のとおりである。対象事業実施

区域及びその周囲において土砂災害危険箇所が存在している。 
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図 3.2-17 保安林の指定状況  

「保安林管理図」（島根県ヒアリング、実施：令和

元年 6 月） 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通省

HP、閲覧：令和元年 10 月）     より作成 
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図 3.2-18 砂防指定地等の状況  

「マップ on しまね」 

（島根県 HP、閲覧：令和元年 10 月） 

「西部建設事務所 安芸太田支所ヒアリング」 

（実施：令和元年 6 月）        より作成 
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図 3.2-19 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の状況 

「国土数値情報（土砂災害警戒区域データ）」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令

和元年 10 月）           より作成 
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図 3.2-20 土砂災害危険箇所の状況 

「国土数値情報（土砂災害危険箇所データ）」 

（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令

和元年 10 月）           より作成 
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3.2.9 関係法令等による規制状況のまとめ 

関係法令等による規制状況をまとめると表 3.2-49 のとおりである。 

 

表 3.2-49 関係法令等による規制状況のまとめ 

区 

分 
法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

浜田市 益田市 北広島町 
安芸 

太田町 

事業実施想

定区域周囲 

事業実施

想定区域 

土
地 

国土利用計画法 

都市地域 ○ ○ ○ × × × 

農業地域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域 ○ ○ ○ × × × 

公
害
防
止 

環境基本法 
騒音類型指定 ○ ○ ○ ○ × × 

水域類型指定 ○ ○ ○ ○ ○ × 

騒音規制法 規制地域 ○ ○ ○ ○ × × 

振動規制法 規制地域 ○ ○ ○ ○ × × 

悪臭防止法 規制地域 ○ ○ ○ × ○ ○ 

土壌汚染対策法 指定区域 × ○ × × × × 

工業用水法及び建築物用地下

水の採取の規制に関する法律 
規制地域 × × × × × × 

自
然
保
護 

自然公園法 

国立公園 × × × × × × 

国定公園 ○ ○ ○ ○ ○ × 

県立自然公園 ○ ○ × × × × 

自然環境保全法 
自然環境保全地域 × × × × × × 

県自然環境保全地域 ○ × ○ ○ ○ × 

世界の文化遺産及び自然遺産

の保護に関する条約 
自然遺産 × × × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × × × × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律 
鳥獣保護区 ○ ○ ○ ○ ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律 
生息地等保護区 × × × × × × 

特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約 

特に水鳥の生息地とし

て国際的に重要な湿地 
× × × × × × 

文
化
財 

文化財保護法 

国指定史跡・名勝・天

然記念物 
○ ○ ○ ○ ○ × 

県指定史跡・名勝・天

然記念物 
○ ○ ○ ○ ○ × 

市町指定史跡・名勝・

天然記念物 
○ ○ ○ ○ ○ × 

周知の埋蔵文化財包蔵

地 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

景
観 

景観法 景観計画区域 ○ ○ × × ○ ○ 

都市計画法 風致地区 × × × × × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ ○ ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律 
急傾斜地崩壊危険区域 ○ ○ ○ ○ ○ × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 ○ ○ × ○ × × 

土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関

する法律 

土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

土砂災害危険箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注：○：指定あり、☓：指定なし 
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