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3.2.6 下水道、し尿処理施設及びごみ処理施設の設備の状況 

（1）汚水処理の普及状況 

調査対象地域の汚水処理の普及状況を表 3-45に示す。 

霧島市における平成 30 年度の汚水処理人口普及率は 80.7％である。 

霧島市では、平成 29 年 4 月 1 日現在、公共下水道が普及している区域は国分隼人処理区、高千

穂処理区の 2処理区となっており、事業実施区域及びその周辺地域は合併浄化槽による処理又は未

処理区域となっている。 

 

表 3-45 霧島市の汚水処理の普及状況（平成 30年度） 

住民基本台帳人口（人） 125,100 

汚水処理人口（人） 100,900 

汚水処理人口普及率（％） 80.7 

公共下水道 
普及人口（人） 39,700 

普及率（％） 31.7 

合併処理浄化槽 
普及人口（人） 61,200 

普及率（％） 48.9 

出典）「鹿児島県．“平成 30 年度末汚水処理人口普及率について”．鹿児島県ホームページ． 

http://www.pref.kagoshima.jp/ah11/infra/toshi/haisui/hukyuritu/h30fukyuritsu.html」

（2020-1-16） 

（2）し尿処理の状況 

霧島市の各家庭等から排出されたし尿等は、し尿処理施設（南部し尿処理場、牧園・横川地区し

尿処理場）で処理し、処理水を天降川に放流している。調査対象地域のし尿処理の状況を表 3-46に

示す。 

平成 29年度の霧島市の水洗化人口は 113,638人、し尿収集量は 64,586kLである。し尿処理量の

内訳は、し尿が 17,229kL、浄化槽汚泥が 47,357kLとなっている。 

 

表 3-46 し尿処理の状況（平成 29年度） 

水洗化人口（人） 113,638 

非水洗化人口（人） 12,805 

し尿収集量（kL） 64,586 

し尿処理量（kL） 

計 64,586 

し尿 17,229 

浄化槽汚泥 47,357 

自家処理 0 

出典）「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課． 

“一般廃棄物処理実態調査結果”．環境省．2020-01-16． 

環境省ホームページ． 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/index.html」 

（2020-01-16） 
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（3）ごみ処理の状況 

1）一般廃棄物 

霧島市におけるごみ処理の状況を表 3-47に、霧島市で排出されるごみの処理施設を表 3-48に

示す。 

霧島市で収集されたごみ、または一般家庭や事業所等から持ち込まれたごみは、敷根清掃セン

ター（焼却施設、リサイクル施設）又は未来館（焼却施設、リサイクル施設）等で受け入れられ、

適正に処理・処分されている。 

敷根清掃センターから排出される飛灰固化物は、平成 26 年 9 月より霧島市一般廃棄物管理型

最終処分場へ搬入されている。また、未来館から排出される不燃残渣については、栗野一般廃棄

物最終処分場へ搬入されている。中間処理等で生じた陶器等の安定品目は、市の不燃物処理場（安

定型最終処分場）で埋立処分している。一般家庭から排出されるがれき等の安定品目は、市民の

直接搬入により、同じく市の不燃物処理場（安定型最終処分場）で埋立処分している。 

 

表 3-47 ごみ処理状況（平成 29年度） 

項 目 
焼却 

施設 

粗大ごみ 

処理施設 

資源化等を 

行う施設 

ごみ燃料化 

施設 

直接資 

源化率 
合 計 

ごみ処理量 

(t) 
37,213 0 5,606 0 0 42,819 

備考）ごみ処理量は、直接焼却量、直接最終処分量、焼却以外の中間処理量、直接資源化量を合計

したものを示す。 

出典）「環境省．“廃棄物処理技術情報 平成 29 年度調査結果”．環境書ホームページ. 

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h29/index.html」（2020-01-16） 
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表 3-48 霧島市で排出されるごみの処理施設 

名称 区分 所在 処理対象 

敷根清掃

センター 

敷根清掃センター 

ごみ焼却施設 
焼却施設 

霧島市国分敷根 2256 番地 1 

可燃ごみ、し渣 

敷根清掃センター 

リサイクルプラザ 

リサイクル

施設 
不燃ごみ、粗大ごみ 

未来館 

未来館 

焼却プラント 
焼却施設 

伊佐市菱刈南浦 880 番地 56 

可燃ごみ、焼却残渣等 

未来館リサイクル 

プラント 

リサイクル

施設 

不燃ごみ、粗大ごみ、資源物（ペ

ットボトル、缶類、びん類、紙

類、プラスチック類等） 

天降川リサイクルセンター 

（民間） 

その他 

処理施設 

霧島市隼人町住吉 522-46 

資源物（缶類、ペットボトル、び

ん類、その他プラスチック製容器

包装等） 

山﨑紙源センター（民間） 霧島市隼人町住吉 202 番 3 紙類、古着等 

土佐屋リサイクルセンター 

（民間） 
霧島市溝辺町三縄 578-4 紙類 

国分芦谷不燃物処理場（市） 霧島市国分川原 878-5 

一般家庭から排出される瓦、ブロ

ック、レンガ、コンクリート等

（市民の直接搬入による。解体・

造成工事に伴って排出されるもの

を除く。） 

横川城山不燃物処理場（市） 霧島市横川町中ノ 447 

隼人糸走不燃物処理場（市） 霧島市隼人町西光寺 2920-3 

牧園城山不燃物処理場（市） 霧島市牧園町宿窪田 1700-3 

福山宝瀬不燃物処理場（市） 霧島市福山町福山 6769－1 

溝辺瀬間利最終処分場（市） 霧島市溝辺町有川 2260-13 

栗野一般廃棄物最終処分場 

（湧水町） 
姶良郡湧水町恒次 1476-4 

未来館から排出される不燃物残渣

等 

備考）民間の処理施設は、市が資源物の中間管理・一時保管等を委託する主な施設であり、当該処理内容は市

が委託する内容である。 

出典）「霧島市．平成 31 年度霧島市一般廃棄物処理実施計画（ごみ処理・生活排水処理実施計画）．平成 31 年

4 月」 
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2）産業廃棄物 

鹿児島県における種類別処理の内訳を表 3-49 に、鹿児島県内における産業廃棄物中間処理施

設の施設数を表 3-50に、産業廃棄物最終処分場の施設数を表 3-51に示す。 

総排出量 8,365千トンのうち、中間処理によって 2,402千トン（28.7％）が減量化され、直接

または中間処理後、有効利用量が 5,845千トン（69.9％）、最終処分が 118千トン（1.4％）とな

っている。 

産業廃棄物中間処理施設は、平成 26年度末で廃棄物処理法に基づく許可対象施設（許可数）が

県知事許可 353 件、鹿児島市長許可 93 件の計 446 件となっている。種類別では木くず又はがれ

き類の破砕施設が 278件と最も多く、県知事認可の施設全体の 62.6％を占めている。 

最終処分場については、鹿児島県全体で安定型最終処分場が 29施設、管理型最終処分場が 2施

設、残余容量が 4,947千㎥となっている。管理型最終処分場については、平成 27年 1月に公共関

与による管理型最終処分場「エコパークかごしま」が開業したことにより、現在 2 施設が稼働し

ている。 

 

表 3-49 鹿児島県内における種類別処理の内訳 

廃棄物の種類 
排出量 

（千トン） 

処理の内訳（千トン） 

減量化分 有効利用量 最終処分 

燃え殻 4 0 1 2 

汚泥 580 465 105 11 

廃油 13 4 9 1 

廃酸 557 206 352 0 

廃アルカリ 57 25 32 0 

廃プラスチック類 46 5 26 14 

紙くず 6 1 5 1 

木くず 74 21 52 1 

繊維くず 1 0 1 0 

動植物性残さ 282 2 279 1 

ゴムくず 0 0 0 0 

金属くず 41 0 37 4 

ガラスくず・コンクリー

トくず、陶磁器くず 
70 2 57 13 

鉱さい 32 0 0 32 

がれき類 626 8 584 34 

動物のふん尿 5,912 1,620 4,292 0 

動物の死体 6 2 4 0 

ばいじん 0 0 0 0 

動物系固形不要物 2 2 0 0 

その他の産業廃棄物 2 0 1 1 

特別管理産業廃棄物 54 41 10 4 

合計 8,365 
2,402 

（28.7％） 

5,845 

（69.9％） 

118 

（1.4％） 

備考）合計欄の括弧内は排出量に占める各処理の内訳の割合を示す。 

出典）「鹿児島県．鹿児島県廃棄物処理計画．平成 28 年 3 月」 
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表 3-50 産業廃棄物中間処理施設の施設数（平成 26年度） 

区分 
県知事 

許可 

鹿児島市長

許可 

中
間
処
理
施
設 

汚泥の脱水施設 65 10 

汚泥の乾燥施設 3 0 

汚泥の焼却施設 3 3 

廃油の油水分離施設 6 1 

廃油の焼却施設 2 3 

廃酸・廃アルカリの中和施設 10 1 

廃プラスチック類の破砕施設 22 6 

木くず又はがれき類の破砕施設 221 57 

廃プラスチック類の焼却施設 3 5 

その他の焼却施設 12 7 

コンクリート固型化施設 0 0 

シアンの分解施設 6 0 

合計 
353 93 

446 

出典）「鹿児島県．鹿児島県廃棄物処理計画．平成 28 年 3 月」 

 

表 3-51 産業廃棄物最終処分場の施設数（平成 26年度） 

項目 
県知事 

許可分 

鹿児島市長

許可分 

残余容量 

（千㎥） 

安定型最終処分場 
19 10 

4,095 
29 

管理型最終処分場 
2 0 

852 
2 

合計 
21 10 

4,947 
31 

備考）残余容量には、平成 27 年 4 月の増設分（安定型最終処分場）を含む。 

出典）「鹿児島県．鹿児島県廃棄物処理計画．平成 28 年 3 月」 
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3.2.7 文化財の状況 

 調査対象地域の指定文化財を表 3-52 に、埋蔵文化財を表 3-53 に、それぞれの位置を図 3-31 に

示す。 

調査対象地域における指定文化財は、国の有形文化財が 7つ、登録有形文化財が 1つ、霧島市の

史跡及び天然記念物がそれぞれ 2つ存在する。また、事業実施区域周辺において埋蔵文化財として、

「霧島神宮境内遺跡」、「遠見松」、「猪子石」があり、調査対象地域では 54箇所存在する。 

 

表 3-52 調査対象地域の指定文化財 

No. 指定区分 名称 所在地 

1 国 
有形文化財 

霧島神宮本殿、幣殿、拝殿、登廊下、

勅使殿、附、境内社門守神社 霧島市霧島田口 

登録有形文化財 霧島神宮社務所 一棟 

2 県 有形文化財 
霧島民芸村（展示販売棟）、休遥拝殿及

び工房棟 
霧島市霧島田口 

3 霧島市 史跡 辻堂の五輪塔 霧島市霧島田口 

4 霧島市 天然記念物 オガタマノキ 霧島市霧島田口 

5 霧島市 天然記念物 イチイガシ 霧島市霧島川北 

6 霧島市 史跡 華林寺墓地 霧島市霧島田口 

備考）表中の No.は、図 3-31 に示す番号である。 

出典）「霧島市．“指定文化財”．霧島市ホームページ． 

https://www.city- kirishima.jp/bunka/      

kyoiku/rekishi/bunkazai/shitebunkazai/kirishimashi.html」（2020-01-16） 
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表 3-53 埋蔵文化財一覧 

No. 指定区分 名称 番号 指定区分 名称 

7 散布地 谷門 34 散布地 王子原 

8 散布地 向中原 35 散布地 王子原 A 

9 散布地 市後原 36 散布地 王子原 B 

10 散布地 辻ノ原 37 散布地 入水 

11 散布地 崩渡 38 散布地 堂ヶ迫 

12 散布地 界子仏 39 散布地 笹之段 

13 散布地 アカハゲ頭 40 散布地 猶ヶ迫 

14 散布地 高天原 41 散布地 芹迫 

15 散布地 大合原 42 城館跡 永水城跡 

16 散布地 真田原 43 散布地 宮迫 

17 散布地 狭名田(1) 44 散布地 宮迫 

18 散布地 狭名田（2） 45 散布地 荻ノ段 A 

19 散布地 野上 46 散布地 荻ノ段 B 

20 散布地 赤松ヶ入野 47 散布地 上外戸 

21 社寺跡 霧島神宮境内遺跡 48 散布地 星熊原 

22 散布地 遠見松 49 散布地 桃ヶ迫 B 

23 散布地 猪子石(1) 50 散布地 桃ヶ迫 

24 散布地 猪子石(2) 51 社寺跡 旧台明寺 

25 散布地 猪子石(3) 52 散布地 新開込 

26 城館跡 栫城跡 53 散布地 牧神 

27 散布地 田口 54 城館跡 台明寺塁跡 

28 散布地 皆越 55 散布地 法ヶ崎 

29 城館跡 川北城跡 56 散布地 猿喰 

30 散布地 梅北 57 散布地 外戸前 

31 城館跡 大窪城跡 58 散布地 浮塚 

32 散布地 大窪 59 散布地 中原 

33 散布地 馬渡迫 60 城館跡 高松城跡 

備考）表中の No.は、図 3-31 に示す番号である。 

出典）「鹿児島県立埋蔵文化財センター．“埋蔵文化財情報データベース” ．鹿児島県立埋蔵文化

財センターホームページ 

https://www2.jomon-no-mori.jp/kmai_public/index.html」（2020-01-16） 
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図 3-31 調査対象地域の文化財の指定状況  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「霧島市．“指定文化財”．霧島市ホームページ． 

https://www.city-kirishima.jp/bunka/kyoiku/rekishi/bunkazai/ 

shitebunkazai/kirishimashi.html」（2019-1-25）  

・「鹿児島県．“鹿児島件埋蔵文化財情報データベース”． http://www.jomon- 

no-mori.jpkmai_publicindex.html」（2019-1-25） 
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3.2.8 環境関連法令等の指定及び規制の状況 

調査対象地域並びに事業実施区域及びその周辺における環境関係法令等による規制等の状況を

表 3-54に示す。 

 

表 3-54(1) 環境関連法令等による規制等の状況一覧 

項目 

環境関連法令等による規制等の指定状況 

調査対象地域 
事業実施区域 

及びその周辺 

参照 

図・表 

環
境
基
本
法
に
基
づ
く
環
境
基
準 

大気汚染 

大気の汚染に係る環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-55 

二酸化窒素に係る環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-56 

ベンゼン等による大気の汚染に係

る環境基準 
全国一律規定 全国一律規定 表 3-57 

微小粒子状物質に係る環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-58 

騒音 

騒音に係る環境基準 

・道路に面する地域以外の地域 

・道路に面する地域 

・幹線道路を担う道路に近接する 

 空間 

地域の類型に指定

されている地域は

ない。 

地域の類型に指定

されている地域は

ない。 

表 3-59 

表 3-60 

表 3-61 

表 3-62 

水質汚濁 

人の健康の保護に関する環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-63 

生活環境の保全に関する環境基準 

霧島川及び狩川が

合流する天降川は

A 類型に指定され

ている。 

霧島川及び狩川が

合流する天降川は

A 類型に指定され

ている。 

表 3-64 

水生生物の保全に関する環境基準 

霧島川及び狩川は

生物 B に指定され

ている。 

霧島川及び狩川は

生物 B に指定され

ている。 

表 3-65 

地下水の

水質汚濁 
地下水の水質汚濁に係る環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-66 

土壌の 

汚染 
土壌の汚染に係る環境基準 全国一律規定 全国一律規定 表 3-67 

ダイオキシン

類対策特別措

置法に基づく

環境基準 

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 

全国一律規定 全国一律規定 表 3-68 

大気汚染に係

る規制 

大気汚染防止法 全国一律規定 全国一律規定 表 3-69 

ダイオキシン類対策特別措置法に

基づく大気排出基準 
全国一律規定 全国一律規定 表 3-70 

騒
音
に
係
る
規
制 

騒音 

規制法 

特定工場等において発生する騒音

に係る規制基準 

一部は第 2 種又は

第 3 種区域に指定

されている。 

第 2 種区域に指定

されている。 

表 3-71 

図 3-32 

特定建設作業に係る騒音の規制基

準 

一部は第 1 号区域

に指定されてい

る。 

第 1 号区域に指定

されている。 

表 3-72 

表 3-73 

図 3-32 

自動車騒音の要請限度 

一部は b 区域又は

c 区域に指定され

ている。 

b 区域に指定され

ている。 

表 3-74 

表 3-75 

図 3-32 

鹿児島県公害防止条例に基づく騒音に係る規制 
条例の適用区域に

含まれる。 

条例の適用区域に

含まれる。 
表 3-76 
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表 3-54(2) 環境関連法令等による規制等の状況一覧 

項目 

環境関連法令等による規制等の指定状況 

調査対象地域 
事業実施区域 

及びその周辺 

参照 

図・表 

振
動
に
係
る
規
制 

振動 

規制法 

特定工場等において発生する振動

に係る規制基準 

区域に指定されて

いる地域はない。 

区域に指定されて

いる地域はない。 

表 3-77 

図 3-32 

道路交通振動の要請限度 
区域に指定されて

いる地域はない。 

区域に指定されて

いる地域はない。 

表 3-78 

図 3-32 

特定建設作業に係る振動の規制 

基準 

区域に指定されて

いる地域はない。 

区域に指定されて

いる地域はない。 

表 3-79 

表 3-80 

図 3-32 

水質汚濁に 

係る規制 

水質汚濁防止法に基づく排水基準 全国一律規定 全国一律規定 
表 3-81 

表 3-82 

水質汚濁防止法に基づく上乗せ排

水基準 

鹿児島湾水域の上

乗せ排水基準が適

用される。 

鹿児島湾水域の上

乗せ排水基準が適

用される。 

表 3-83 

ダイオキシン類対策特別措置法に

基づく水質排出基準 
全国一律規定 全国一律規定 － 

農業用水基準 
全国一律基準 

（法令ではない） 

全国一律基準 

（法令ではない） 
表 3-84 

土壌汚染に 

係る規制 
土壌汚染対策法 指定地域はない。 

指定地域はない

が、対象事業は一

定規模以上の土地

（3,000m2）の形質

変更届出の対象と

なる。 

表 3-85 

悪臭に係る 

規制 
悪臭防止法 

一部は霧島市の B

地域又は曽於市の

緑色の区域に指定

されている。 

霧島市の B 地域に

指定されている。 

表 3-86 

表 3-87 

図 3-33 

自然公園 

自然公園法 
霧島錦江湾国立公

園が含まれる。 

指定されている区

域はない。 
図 3-34 

鹿児島県立自然公園条例 
指定されている区

域はない。 

指定されている区

域はない。 
－ 

自然環境保全

地域 

自然環境保全法 
指定されている区

域はない。 

指定されている区

域はない。 
－ 

鹿児島県自然環境保全条例 
指定されている区

域はない。 

指定されている区

域はないが、対象

事業は条例第 24条

に基づく届出の対

象となる。 

－ 

都市緑地法に基づく緑地保全地域 
指定されている区

域はない。 

指定されている区

域はない。 
－ 

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 

指定されている区

域はない。 

指定されている区

域はない。 
－ 

鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 

生息地等保護区に

指定されている場

所はない。 

生息地等保護区に

指定されている場

所はない。 
－ 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく

鳥獣保護区 

国指定又は県指定

鳥獣保護区が含ま

れる。 

県指定鳥獣保護区

が含まれる。 
図 3-35 
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表 3-54(3) 環境関連法令等による規制等の状況一覧 

項  目 
環境関連法令等による規制等の指定状況 

調査対象地域 事業実施区域及びその周辺 参照図・表 

天
然
記
念
物 

文化財保護法及び文化

財保護条例 

指定文化財は、国の有形文化財

が 7つ、登録有形文化財が 1つ、

霧島市の史跡及び天然記念物

がそれぞれ 2 つ存在する。 

埋蔵文化財は、54 箇所存在す

る。 

指定文化財は存在しない。埋蔵

文化財として、「霧島神宮境内

遺跡」、「遠見松」、「猪子石」が

近傍にある。 

－ 

都市計画法に基づく風致 

地区 

風致地区に指定されている区

域はない。 

風致地区に指定されている区

域はない。 
－ 

霧島市景観計画 

霧島市全域が景観法に基づく

景観計画区域とされており、霧

島市景観計画で一般地域に指

定されている。 

霧島市全域が景観法に基づく

景観計画区域とされており、霧

島市景観計画で一般地域に指

定されている。対象事業は、本

計画に基づく届出の対象とな

る 

表 3-88 

図 3-36 

古都における歴史的風土の

保存に関する特別措置法 

歴史的風土保存区域に指定さ

れている区域はない。 

歴史的風土保存区域に指定さ

れている区域はない。 
－ 

霧島市再生可能エネルギー

発電設備の設置に関するガ

イドライン 

ガイドラインに基づく届出対

象の発電設備及び地域に指定

されている。 

ガイドラインに基づく届出対

象の発電設備及び地域に指定

されている。 

－ 

そ
の
他
の
法
律
等
に
よ
る
区
域
等
の
指
定 

森林法 保安林が含まれる。 
事業実施区域内に保安林指定

されている区域はない。 

表 3-89 

図 3-37(1) 

砂防法 砂防指定地が含まれる。 指定されている区域はない。 
表 3-89 

図 3-37(2) 

地すべり等防止法 指定されている区域はない。 指定されている区域はない。 表 3-89 

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が含ま

れる。 
指定されている区域はない。 

表 3-89 

図 3-37(2) 

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 

土砂災害警戒区域が含まれる。 土砂災害警戒区域が含まれる。 
表 3-89 

図 3-37(3) 

土石流危険渓流及び土

石流危険区域調査要領

（案） 

土石流危険渓流が含まれる。 指定されている区域はない。 
表 3-89 

図 3-37(4) 

急傾斜地崩壊危険箇所

等点検要領 

急傾斜地崩壊危険箇所が含ま

れる。 
指定されている区域はない。 

表 3-89 

図 3-37(4) 

地すべり危険箇所調査

要領 
地すべり危険箇所が含まれる。 指定されている区域はない。 

表 3-89 

図 3-37(4) 

農業振興地域の整備に

関する法律 
農用地区域が含まれる。 農用地区域の一部が含まれる。 

表 3-89 

図 3-37(5) 

宅地造成等規制法 指定されている区域はない。 指定されている区域はない。 表 3-89 
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（1）環境基本法に基づく環境基準 

1）大気汚染に係る環境基準 

「環境基本法（平成 5 年法律第 91号）」に基づく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）、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）、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）、微小粒子状

物質に係る環境基準について（平成 21年環境省告示第 33号）を表 3-55～表 3-58に示す。 

大気汚染に係る環境基準は、全国一律に定められている。 

 

表 3-55 大気の汚染に係る環境基準 

物  質 二酸化いおう 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 

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 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/m3 以下

であり、かつ、1 時

間値が 0.20mg/m3 以

下であること。 

1時間値が 0.06ppm以下

であること。 

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または場所については、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．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。 

 

表 3-56 二酸化窒素に係る環境基準 

物  質 二酸化窒素 

環境上の条件 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。 

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または場所については、適用し

ない。 

2．二酸化窒素について、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、また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。 

 

表 3-57 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準 

物  質 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 0.13mg/m3 以

下であること。 

1 年平均値が 0.2mg/m3以

下であること。 

1 年 平 均 値 が

0.15mg/m3 以下で

あること。 

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または場所については、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、その維持または早期達成に努めるものとする。 
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表 3-58 微小粒子状物質に係る環境基準 

物  質 微小粒子状物質 

環境上の条件 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。 

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または場所については、適用

しない。 

2．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。 

 

 

2）騒音に係る環境基準 

「環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）」に基づく騒音に係る環境基準（平成 10 年環境庁告示第

64号）を表 3-59～表 3-61 に、鹿児島県霧島市、曽於市、宮崎県都城市における類型地域の指定を

表 3-62に示す。 

道路に面する地域については、表 3-60 に示すとおりである。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、表 3-60にかかわらず、特例として表 3-61に示すとおりとされて

いる。 

調査対象地域において、騒音に係る環境基準の地域の類型に該当する地域はない。 

 

表 3-59 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 夜  間 

AA 50dB 以下 40dB 以下 

A 及び B 55dB 以下 45dB 以下 

C 60dB 以下 50dB 以下 

地域の類型…AA：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域 

A：専ら住居の用に供される地域 

B：主として住居の用に供される地域 

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 

時間の区分…昼間：午前 6 時から午後 10 時まで  夜間：午後 10 時から翌日の午前 6 時まで 

 

表 3-60 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 夜  間 

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 
60dB 以下 55dB 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 

65dB 以下 60dB 以下 

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

いう。 
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表 3-61 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 夜   間 

70dB 以下 65dB 以下 

備考）1．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 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以下）に

よることができる。 

備考）2．「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっ

ては 4 車線以上の区間に限る。）等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように

車線数に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。 

(1)2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15ｍ 

(2)2 車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20ｍ 

 

表 3-62(1) 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定（霧島市、曽於市） 

地域の類型 都市計画法用途地域 

A 

第 1 種低層住居専用地域 

第 2 種低層住居専用地域 

第 1 種中高層住居専用地域 

第 2 種中高層住居専用地域 

B 

第 1 種住居地域 

第 2 種住居地域 

準住居地域 

C 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

備考）鹿児島県においては、AA 類型に指定している地域はない。 

 

表 3-62(2) 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定（都城市） 

地域の類型 当てはめる地域 

A 

付表に掲げる地域のうち、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制基

準（昭和 47 年宮崎県告示第 645 号）により定められた区域の区分又は騒音規制法（昭和 43 年

法律第 98 号）第 3 条第 1 項の規定により宮崎市長が指定する区域の区分（以下これらを「区

域区分」といいます。）が第 1 種区域又は第 2 種区域（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である地域に限ります。）である地域 

B 
付表に掲げる地域のうち、区域区分が第 2 種区域である地域。ただし、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である地域を除きます。 

C 
付表に掲げる地域のうち、区域区分が第 3 種区域及び第 4 種区域である地域。ただし、工

業専用地域である地域を除きます。 

 

付表 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、清武町、田野町、

佐土原町、南郷町、三股町、山之口町、高城町、山田町、高崎町、高原町、高岡町、国富町、綾町、

高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、北川町、高千穂町 
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3）水質汚濁に係る環境基準 

「環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）」に基づく水質汚濁に係る環境基準（昭和 46 年環境庁告

示第 59 号）は、人の健康の保護に関する環境基準（表 3-63）、生活環境の保全に関する環境基準

（表 3-64）及び水生生物の保全に関する環境基準（表 3-65）が定められている。 

人の健康の保護に関する環境基準は全ての公共用水域に、生活環境の保全に関する環境基準は類

型指定を受けた公共用水域に適用される。 

調査対象地域には水質汚濁に係る環境基準の類型指定が A類型となっている中津川があり、事業

実施区域西側北から南へ流れる霧島川と狩川が合流する天降川は A類型にあたる。水生生物の保全

に関する環境基準は、天降川水系である霧島川と狩川は生物 Bに指定されている。 

 

表 3-63 人の健康の保護に関する環境基準 

項   目 基 準 値 項   目 基 準 値 

 カドミウム 0.003  mg/L 以下  1,1,2-トリクロロエタン 0.006   mg/L 以下 

 全シアン 検出されないこと  トリクロロエチレン 0.01    mg/L 以下 

 鉛 0.01  mg/L 以下  テトラクロロエチレン 0.01    mg/L 以下 

 六価クロム 0.05  mg/L 以下  1,3-ジクロロプロペン 0.002   mg/L 以下 

 砒素 0.01  mg/L 以下  チウラム 0.006   mg/L 以下 

 総水銀 0.0005 mg/L 以下  シマジン 0.003   mg/L 以下 

 アルキル水銀 検出されないこと  チオベンカルブ 0.02    mg/L 以下 

 PCB 検出されないこと  ベンゼン 0.01    mg/L 以下 

 ジクロロメタン 0.02   mg/L 以下  セレン 0.01    mg/L 以下 

 四塩化炭素 0.002  mg/L 以下  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10      mg/L 以下 

 1,2-ジクロロエタン 0.004  mg/L 以下  ふっ素 0.8     mg/L 以下 

 1,1-ジクロロエチレン 0.1    mg/L 以下  ほう素 1       mg/L 以下 

 ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04   mg/L 以下  1,4-ジオキサン 0.05    mg/L 以下 

 1,1,1-トリクロロエタン 1      mg/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、「水質汚濁に係る環境基準について」に定められた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まわることをいう。 

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 または 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。 
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表 3-64 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 

利用目的の適用性 

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（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

   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（湖沼もこ

れに準ずる。）。 

   3．BOD は年間の日平均値の全データを小さい方から順に並べ、0.75×n 番目のデータ値をもって 75％水質

値としている。 

 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 

2．    水道 2 級：沈澱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：沈澱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 

 

表 3-65 水生生物の保全に関する環境基準（河川：湖沼を除く） 

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 
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

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）または幼稚仔の生

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 または生物 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）また

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。 
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4）地下水の水質汚濁に係る環境基準 

「環境基本法（平成 5 年法律第 91号）」に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9年環

境庁告示第 10号）を表 3-66に示す。この環境基準は全ての地下水について一律に定められている

が、汚染が専ら自然的要因によることが明らかであると認められる場合は除外される。 

 

表 3-66 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項   目 基 準 値 

カドミウム  0.003  mg/L 以下 

全シアン  検出されないこと。 

鉛  0.01  mg/L 以下 

六価クロム  0.05  mg/L 以下 

砒素  0.01  mg/L 以下 

総水銀  0.0005 mg/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  0.02  mg/L 以下 

四塩化炭素  0.002  mg/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）  0.002  mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン  0.004   mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン  0.1     mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン  0.04    mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン  1       mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン  0.006   mg/L 以下 

トリクロロエチレン  0.01    mg/L 以下 

テトラクロロエチレン  0.01    mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン  0.002   mg/L 以下 

チウラム  0.006   mg/L 以下 

シマジン  0.003   mg/L 以下 

チオベンカルブ  0.02    mg/L 以下 

ベンゼン  0.01    mg/L 以下 

セレン  0.01    mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10      mg/L 以下 

ふっ素  0.8     mg/L 以下 

ほう素  1       mg/L 以下 

1,4-ジオキサン  0.05     mg/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、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」に定められた方法により

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まわることをいう。 

3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K10102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 または 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または 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 または 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。  



 3-116 

5）土壌の汚染に係る環境基準 

「環境基本法（平成 5年法律第 91号）」に基づく土壌の汚染に係る環境基準（平成 3年環境庁告

示第 46号）を表 3-67に示す。 

この環境基準は全ての土壌に適用されるが、汚染が専ら自然的要因によることが明らかであると

認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の土壌環境基準項目に係る物質の利用

または処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については適用されない。 
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表 3-67 土壌の汚染に係る環境基準 

項   目 環  境  基  準 

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まわることをいう。 

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。 

5．1，2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体

の濃度と日本工業規格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。 
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（2）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準 

「ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）」に基づく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）を表 3-68に示す。 

これらの環境基準が適用されるのは、大気においては工業専用地域、車道その他一般公衆が通常

生活していない地域を除く全て、水質においては、公共用水域と地下水、底質においては公共用水

域の底質、土壌においては、廃棄物埋立地以外の土地である。 

 

表 3-68 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒  体 基準値 

大 気 0.6 pg-TEQ/ｍ3以下 

水質（水底の底質を除く。） 1 pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150 pg-TEQ/g 以下 

土 壌 1,000 pg-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。 
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（3）大気汚染に係る規制 

1）大気汚染防止法に基づく排出基準 

「大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）」では、工場事業場に設置されるばい煙発生施設、

揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設等に対して、排出基準等が定められている。大気汚

染に係る排出基準を表 3-69に示す。 

なお、対象事業は、大気汚染防止法の発生施設及び排出施設を設置する計画はない。 

 

表 3-69 大気汚染防止法に基づく排出基準 

規制物質 規制方式 規制値 

ば
い
煙 

硫黄酸化物 量規制（地域ごとの K 値規制） 霧島市 K＝17.5 

ばいじん 濃度規制（施設・規模ごと） 
一般排出基準：0.04～0.5g/N㎥ 

特別排出基準：0.03～0.2g/N㎥ 

有
害
物
質 

カドミウム、カドミウム化合物 濃度規制（施設ごと） 1.0mg/N ㎥ 

塩素、塩化水素 濃度規制（施設ごと） 
塩素：30mg/N ㎥ 

塩化水素：80、700mg/N ㎥ 

フッ素、フッ化水素等 濃度規制（施設ごと） 1.0～20mg/N ㎥ 

鉛、鉛化合物 濃度規制（施設ごと） 10～30mg/N ㎥ 

窒素酸化物 濃度規制（施設・規模ごと） 60～950ppm 

揮発性有機化合物 濃度規制（施設ごと） 400～60,000ppmC 

粉
じ
ん 

一般粉じん 
施設の構造、使用、管理基準に

よる規制 
－ 

特定粉じん（石綿） 濃度規制（特定粉じん発生施設） 10 本/L 

特定物質（アンモニア、一酸化炭素、メタ

ノール等 28 物質） 
事故時における措置を規定 － 

水銀 濃度規制（施設ごと） 8～400μg/N ㎥ 

 

 

2）ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類に係る大気排出基準 

「ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）」に基づき、特定施設（大気基準適

用施設）の種類及び規模に応じた大気排出基準が定められている。ダイオキシン類に係る大気排出

基準を表 3-70に示す。 

なお、対象事業は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を設置する計画はない。 

 

表 3-70 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準 

規制物質 規制方式 規制値 

ダイオキシン類 濃度規制（施設・規模ごと） 0.1～5ng-TEQ/㎥ N 
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（4）騒音に係る規制 

1）特定工場等において発生する騒音に係る規制基準 

「騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）」第 4 条第 1 項の規定に基づく特定工場等において発

生する騒音に係る規制基準を表 3-71に、指定区域を図 3-32に示す。 

事業実施区域は、第 2 種区域に指定されている。 

 

表 3-71 騒音規制法に基づく特定工場等の規制基準 

a．特定施設 

種類 施設名 規模要件等 

金属加工機械 

圧延機械 原動機の定格出力の合計が 22.5kW 以上のもの 

製管機械 すべてのもの 

ベンディングマシン 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75 kW

以上のもの 

液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの 

機械プレス 呼び加圧能力が 294kN 以上のもの 

せん断機 原動機の定格出力が 3.75kW 以上のもの 

鍛造機 すべてのもの 

ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの 

ブラスト 
タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く

すべてのもの 

タンブラー すべてのもの 

切断機 といしを用いるもの 

空気圧縮機及び送風機（冷凍機・空調機に付随してい

る圧縮機は、ここでいう空気圧縮機には含まれない） 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級

機 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

織機 原動機を用いるもの 

建設用資材製造機

械 

コンクリートプラント 
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量

が 0.45m3以上のもの 

アスファルトプラント 混練機の混練重量が 200kg 以上のもの 

穀物用製粉機 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5 kW 以

上のもの 

木材加工機械 

ドラムバーカー すべてのもの 

チッパー 原動機の定格出力が 2.25kW 以上のもの 

砕木機 すべてのもの 

帯のこ盤 
製材用のものは原動機の定格出力が 15kW 以上、木工用の

ものは原動機の定格出力が 2.25kW 以上のもの 

丸のこ盤 すべてのもの 

かんな盤 原動機の定格出力が 2.25kW 以上のもの 

抄紙機 すべてのもの 

印刷機械 原動機を用いるもの 

合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 

鋳型造型機 ジョルト式のもの 
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b．規制基準 

時間 

区域 
昼間（午前 8 時～午後 7 時） 

朝（午前 6 時～午前 8 時） 

夕（午後 7 時～午後 10 時） 
夜間（午後 10 時～翌午前 6 時） 

第 1 種区域 50dB 以下 45dB 以下 40dB 以下 

第 2 種区域 60dB 以下 50dB 以下 45dB 以下 

第 3 種区域 65dB 以下 60dB 以下 50dB 以下 

第 4 種区域 70dB 以下 65dB 以下 55dB 以下 

備考）基準値は、工場等の敷地境界線上での大きさ。 

 

c．区域の区分（騒音指定地域について） 

区域 用途地域 

第 1 種区域  良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

第 2 種区域  住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

第 3 種区域  
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民

生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

第 4 種区域  
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪

化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 

 

2）特定建設作業に係る騒音の規制基準 

「騒音規制法（昭和 43 年法律第 98号）」第 15条第 1項の規定に基づく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）を表 3-72に、特定建設作

業の種類を表 3-73に、指定区域を図 3-32に示す。 

事業実施区域は、第 1 号区域に指定されている。 

 

表 3-72 騒音規制法に基づく特定建設作業の規制基準 

ａ．規制基準 

区域 

規制種別 
第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 85dB 

作業時刻 午後 7 時～翌午前 7 時でないこと 午後 10 時～翌午前 6 時でないこと 

1 日当たりの作業時間 10 時間／日を超えないこと 14 時間／日を超えないこと 

作業期間 連続 6 日を超えないこと 

作業日 日曜日、休日でないこと 

備考）1．基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。 

2．基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、1 日の作業時間を※の項に定める時間未満 4

時間以上の間において短縮させることを勧告または命令できる。 

3．当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。 

 

 

b．区域の区分 
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第 1 号区域 

ア 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

イ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

ウ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集

合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

エ 学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療

法第 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、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館並びに老人福

祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲 80 メートル以内の区域 

第 2 号区域 第 1 号区域以外の騒音規制法に基づく指定区域 

 

表 3-73 特定建設作業 

1．くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機またはくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用す

る作業（くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。）  

2．びょう打機を使用する作業  

3．さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業に係る 2 地

点間の最大距離が 50 メートルをこえない作業に限る。）  

4．空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15 キロワット以上のも

のに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）  

5．コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。）またはアスファルトプ

ラント（混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するた

めにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）  

6．バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原

動機の定格出力が 80 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業  

7．トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを

除き、原動機の定格出力が 70 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業  

8．ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、

原動機の定格出力が 40 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業  
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3）自動車騒音の要請限度 

「騒音規制法（昭和 43 年法律第 98号）」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）を表 3-74 に、自動車騒音の要請限度の

区分を表 3-75に、指定区域を図 3-32示す。 

調査対象地域のうち霧島市は b区域又は c区域、曽於市は b区域にそれぞれ指定されている。 

 

表 3-74 自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間（午前 6 時～午後 10 時） 夜間（午後 10 時～翌日の午前 6 時） 

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 
65dB 55dB 

a 区域のうち 2 車線以上の道路に面

する区域 
70dB 65dB 

b 区域のうち 2 車線以上の道路に面

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 

75dB 70dB 

備考）1．車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走向するための必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分

をいう。上表に掲げる区域のうち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 まで、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 75dB、夜間 70dB とする。 

2．騒音の測定は、原則として交差点を除く部分で、道路端において行う。 

3．等価騒音レベルにより評価する。 

4．「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び 4 車線以上の市町村道等をい

う。 

 

表 3-75 自動車騒音の要請限度の区分 

区域 要請限度の区域区分 
騒音に係る環境基準 

の類型区分 
都市計画法用途地域 

a 区域 専ら住居の用に供される区域 
AA 地域 

A 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、

第 2 種中高層住居専用地域 

b 区域 
主として住居の用に供される

区域 
B 地域 

第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住

居地域、用途地域の定めのない地域 

c 区域 
相当数の住居と併せて、商業、

工業等の用に供される区域 
C 地域 

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域 
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図 3-32 騒音規制法及び振動規制法に基づく区域の指定状況  

備考）振動規制法に基づく規制区域はない。 
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4）鹿児島県公害防止条例に基づく騒音に係る規制 

「鹿児島県公害防止条例（昭和 46 年条例第 41 号）」に基づく工場又は事業場に設置される特定

の施設からの騒音の基準を表 3-76に示す。 

調査対象地域のうち鹿児島県霧島市、曽於市は、鹿児島県公害防止条例に基づく騒音に係る規

制区域に含まれる。 

 

表 3-76 特定工場等（工場、事業場）及び特定作業場に係る騒音の基準 

a．特定施設 

用途区分 施設名 規模要件等 

金属製品の製造又は加工の用

に供するもの 

やすり目立機 動力を用いるもの 

のこ目立機 動力を用いるもの 

工場又は事業場に設置されて

いるもの 

圧縮機（冷凍機に不随してい

るものを含む。） 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

送風機 
原動機の定格出力が 3.75kW 以上 7.5kW 未満の

もの 

走行クレーン 原動機の定格出力の合計が 7.5kW 以上のもの 

繊維製品の製造の用に供する

もの 

動力打綿機（混打綿機を含

む。）及び製綿施設 
すべてのもの 

建設用資材の製造の用に供す

るもの 

コンクリートブロックマシン 原動機を用いるもの 

コンクリート管又はコンクリ

ート柱製造装置 
原動機を用いるもの 

紙の製造又は加工の用に供す

るもの 
コルゲートマシン すべてのもの 

物の製造、加工又は選別の用に

供するもの 

ダイカストマシン すべてのもの 

オシレートコンベア すべてのもの 

備考）騒音規制法に規定する特定施設と重複するものは省略。 

 

b．規制基準 

時間の区分 基 準 

昼間（午前 8 時から午後 7 時まで） 65dB 以下 

朝（午前 6 時から午前 8 時まで） 

夕（午後 7 時から午後 10 時まで） 
55dB 以下 

夜間（午後 10 時から翌日の午前 6 時まで） 45dB 以下 

備考）1．騒音の測定点は、特定施設を設置する工場等の敷地の境界線上である。 

          2．上記基準は、騒音規制法の規制基準とは異なる。 
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（5）振動に係る規制 

1）特定工場等において発生する振動に係る規制基準 

「振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）」第 4 条第 1 項の規定に基づく特定工場等において発

生する振動に係る規制基準を表 3-77に示す。 

調査対象地域には、特定工場等において発生する振動に係る規制区域に指定された地域はない。 

 

表 3-77 特定工場等において発生する振動に係る規制基準 

a．特定施設 

種類 施設名 規模要件等 

金属加工機械 

液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの 

機械プレス すべてのもの 

せん断機 原動機の定格出力が 1kW 以上のもの 

鍛造機 すべてのもの 

ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が 37.5kW 以上のもの 

圧縮機（冷凍機・空調機に付随している圧縮機は、

ここでいう圧縮機には含まれない） 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分

級機 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの 

織機 原動機を用いるもの 

コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が 2.95kW 以上のもの 

コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造

機械 
原動機の定格出力の合計が 10kW 以上のもの 

木材加工機械 
ドラムバーカー すべてのもの 

チッパー 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のもの 

印刷機械 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のもの 

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 
カレンダーロール機以外のもの 

原動機の定格出力が 30kW 以上のもの 

合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 

鋳型造型機 ジョルト式のもの 

 

b．規制基準 

時間の区分 

区域の区分 
昼間（午前 8 時～午後 7 時） 夜間（午後 7 時～翌午前 8 時） 

第 1 種区域 60dB 以下 55dB 以下 

第 2 種区域 65dB 以下 60dB 以下 

備考）規制基準とは、工場等の敷地境界での大きさ。 
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c．区域の区分 

第 1 種区域 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の
用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

第 2 種区域 

住居の用に併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内
の住民生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主と
して工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪
化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 

 

 

 

2）道路交通振動の要請限度 

「振動規制法（昭和 51年法律第 64号）」第 16 条第 1項の規定に基づく道路交通振動の要請限

度を表 3-78に示す。 

調査対象地域には、道路交通振動の規制区域に指定された地域はない。 

 

表 3-78 道路交通振動の要請限度 

ａ．規制基準 

時間の区分 

区域の区分 
昼間（午前 8 時～午後 7 時） 夜間（午後 7 時～翌午前 8 時） 

第 1 種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 

備考）振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。 

 

b．区域の区分 

第 1 種区域 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の

用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

第 2 種区域 

住居の用に併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内

の住民生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主と

して工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪

化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 
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3）特定建設作業に係る振動の規制基準 

「振動規制法（昭和 51年法律第 64号）」第 15条第 1項の規定に基づく特定建設作業の規制に関

する基準（振動規制法施行規則（昭和 51年総理府令第 58号）第 11条）を表 3-79に示す。 

調査対象地域には、特定建設作業に係る振動の規制区域に指定された地域はない。 

 

表 3-79 振動規制法に基づく特定建設作業の規制基準 

a．規制基準 

区域 

規制種別 
第 1 号区域 第 2 号区域 

基準値 75dB を超える大きさのものでないこと 

作業時刻 午後 7 時～翌午前 7 時でないこと 午後 10 時～翌午前 6 時でないこと 

1 日当たりの作業時間 10 時間/日を超えないこと 14 時間/日を超えないこと 

作業期間 連続 6 日を超えないこと 

作業日 日曜日、休日でないこと 

備考）振動の基準値は、作業の場所の敷地の境界線の値である。 

 

 

b．区域の区分（振動指定地域について） 

第 1 号区域 

①特定工場等に係る区域区分のうち、第 1 種区域及び第 2 種区域のうち原則として都市計画

法に基づく工業地域を除く区域 

②上記工業地域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲 80ｍ以内の区域 

 ア 学校教育法第 1 条に規定する学校 

 イ 児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所 

 ウ 医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院又は同条第 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 図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館 

 オ 老人福祉法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホーム 

第 2 号区域  特定工場等に係る区域のうち、上記第 1 号区域以外の区域 

 
 

表 3-80 特定建設作業 

1．くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜

機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業  

2．鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  

3．舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業に係る

2 地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る。）  

4．ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日

における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る。）  

備考）当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。 
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（6）水質汚濁に係る規制 

1）水質汚濁防止法に基づく排水基準 

公共用水域の水質汚濁防止を目的として特定施設を有する工場、事業場に対しては、「水質汚濁

防止法（昭和 45年法律第 138号）」に基づき全国一律の排水基準が定められている。水質汚濁防

止法に基づく排水基準のうち、有害物質（健康項目）を表 3-81に、生活環境項目を表 3-82に示

す。 

なお、対象事業は、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する計画はない。 

 

2）水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準 

鹿児島県では、水質汚濁防止法に基づく全国一律の排水基準では公共用水域の水質保全及び環

境基準の維持達成に不十分と判断される水域において、上乗せ排水基準を設定し、排水規制の強

化を図っている。 

鹿児島県では、川内川上流水域、川内川中・下流水域、鹿児島市内水域、米之津川水域、大淀

川水域、志布志湾流入水域、万之瀬川水域及び鹿児島湾水域（鹿児島市内水域を除く。）の 8水域

に上乗せ排水基準を設定している。事業実施区域は、鹿児島湾に流入する天降川水系の流域に位

置するため、鹿児島湾水域の上乗せ排水基準が適用される。 

水質汚濁防止法に基づく鹿児島湾水域に係る上乗せ排水基準を表 3-83に示す。 

なお、対象事業は、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する計画はない。 
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表 3-81 水質汚濁防止法に基づく排水基準（有害物質による排出水の汚染状態） 

項     目 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物  0.03  mg/L 

シアン化合物  1      mg/L 

有機燐化合物（※ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び EPN に限る。）  1      mg/L 

鉛及びその化合物  0.1     mg/L 

六価クロム化合物  0.5    mg/L 

砒素及びその化合物  0.1     mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  0.005   mg/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  0.003   mg/L 

ジクロロメタン  0.2     mg/L 

四塩化炭素  0.02    mg/L 

1,2-ジクロロエタン  0.04    mg/L 

1,1-ジクロロエチレン  1       mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン  0.4     mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン  3       mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン  0.06    mg/L 

トリクロロエチレン  0.1    mg/L 

テトラクロロエチレン  0.1    mg/L 

1,3-ジクロロプロペン  0.02    mg/L 

チウラム  0.06    mg/L 

シマジン  0.03    mg/L 

チオベンカルブ  0.2     mg/L 

ベンゼン  0.1     mg/L 

セレン及びその化合物  0.1     mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの 10       mg/L 

海域に排出されるもの 230       mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの 8       mg/L 

海域に排出されるもの 15       mg/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 3) 100      mg/L 

1,4-ジオキサン  0.5     mg/L 

備考）1．「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令第 2 条の規定に基づき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、その結果が当該検査方法の定量限界を下まわることをい

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。）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。  

3．「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」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 
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表 3-82 水質汚濁防止法に基づく排水基準（生活環境項目による排出水の汚染状態） 

項     目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（海域以外） 5.8 ～ 8.6 

水素イオン濃度（海域） 5.0 ～ 9.0 

生物化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/L 

化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/L 

浮遊物質量 200（日間平均 150）mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
鉱油類含有量 5    mg/L 

動植物油脂類含有量 30    mg/L 

フェノール類含有量 5    mg/L 

銅含有量 3    mg/L 

亜鉛含有量 2    mg/L 

溶解性鉄含有量 10    mg/L 

溶解性マンガン含有量 10    mg/L 

クロム含有量 2    mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3，000 個/cm３ 

窒素含有量 120 mg/L（日間平均 60 mg/L） 

燐含有量 16 mg/L（日間平均 8 mg/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 50 立方メートル以上である工場また

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、いおう鉱業（いおうと共存する硫化鉄鉱を

掘採する鉱業を含む。）に属する工場また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の際（昭 49.12.1）、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の定める湖沼、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 9,000mg/L 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。 
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表 3-83(1) 水質汚濁防止法に基づく鹿児島湾水域に係る上乗せ排水基準 

区 分 業    種 

項目及び許容限度 

水素イオン

濃度 

(水素指数) 

生物化学的酸

素要求量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

化学的酸素要

求量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

浮遊物質量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

大腸菌群数 

(単位 1 立

方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

につき個) 日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

昭 和 54

年 7 月 9

日前に設

置されて

いる特定

事 業 場

（特定施

設の設置

の工事を

している

ものを含

む。） 

下水道処

理区域内

のもの 

すべてのもの 

5.8～8.6 20 25 20 25 50 70 3,000 

下水道処

理区域外

のもの 

豚房施設、

牛房施設

又は馬房

施設を有

するもの 

排出水量 200 立方ﾒｰ

ﾄﾙ以上のもの 
 30 40   40 60  

排出水量 200 立方ﾒｰ

ﾄﾙ未満 50 立方ﾒｰﾄﾙ

以上のもの 

 80 100   90 120  

排出水量 50 立方ﾒｰﾄ

ﾙ未満のもの 
5.8～8.6 120 160   150 200 3,000 

畜産食料品製造業 5.8～8.6 30 40   40 60 3,000 

水産食料品製造業 
5.8～8.6 

(5.0～9.0) 
90 120 90 120 80 100 3,000 

野菜又は果実を原料とする保存

食料品製造業 
5.8～8.6 90 120   80 100 3,000 

みそ又はしょう油製造業 5.8～8.6 90 120   80 100 3,000 

製あん業 5.8～8.6 90 120   80 100 3,000 

飲料製造

業 

排出水量 500 立方ﾒｰ

ﾄﾙ以上のもの 
 30 40   40 60  

排出水量 500 立方ﾒｰ

ﾄﾙ未満のもの 
5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

ぶどう糖又は水あめ製造業 5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

めん類製造業 5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

豆腐又は煮豆製造業 5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

紡績業,繊維製品製造業又は染

色整理業 
5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

紙製造業 5.8～8.6 60 80   80 100 3,000 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ又はｾﾒﾝﾄ製品製造業 5.8～8.6     30 40 3,000 

ガス供給業 5.8～8.6 30 40   40 60 3,000 

酸若しくはアルカリによる表面

処理施設又は電気めっき施設を

有するもの 

5.8～8.6 30 40   30 40 3,000 

旅館業 

排出水量 500 立方ﾒｰ

ﾄﾙ以上のもの 

 
30 40   40 60  

排出水量 500 立方ﾒｰ

ﾄﾙ未満 50 立方ﾒｰﾄﾙ

以上のもの 

 

60 80   80 100  

排出水量 50 立方ﾒｰﾄ

ﾙ未満のもの 
5.8～8.6 120 160   150 200 3,000 

中央卸売市場 (5.0～9.0)   60 80    
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表 3-83(2) 水質汚濁防止法に基づく鹿児島湾水域に係る上乗せ排水基準 

区 分 業    種 

項目及び許容限度 

水素イオン

濃度 

(水素指数) 

生物化学的 

酸素要求量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

化学的 

酸素要求量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

浮遊物質量 

(単位 1 ﾘｯﾄﾙに

つきﾐﾘｸﾞﾗﾑ) 

大腸菌群数 

(単位 1 立

方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

につき個) 日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

昭 和 54

年 7 月 9

日前に設

置されて

いる特定

事業場 

下水道処

理区域外

のもの 

自動式車両洗浄施設を有する 

もの 
5.8～8.6     30 40 3,000 

し尿処理施設を有するもの 5.8～8.6 

(5.0～9.0) 
30 40 50 70 50 70 3,000 

その他のもの（さつまいもでん

粉製造業を除く。） 
5.8～8.6 120 160   150 200 3,000 

昭 和 54

年 7 月 9

日以後の

設置に係

る特定事

業場 

下水道処

理区域内

のもの 

すべてのもの 
5.8～8.6 

(5.0～9.0) 
20 25 20 25 30 40 3,000 

下水道処

理区域外

のもの 

豚房施設、

牛房施設

又は馬房

施設を有

するもの 

排出水量 200 立方ﾒｰ

ﾄﾙ以上のもの 
 20 25 20 25 30 40  

排出水量 200 立方ﾒｰ

ﾄﾙ未満 50 立方ﾒｰﾄﾙ

以上のもの 

 60 80 60 80 70 90  

排出水量 50 立方ﾒｰﾄ

ﾙ未満のもの 

5.8～8.6 

(5.0～9.0) 
90 120 90 120 100 130 3,000 

その他の

もの 

排出水量 1,000 立方

ﾒｰﾄﾙ以上のもの 
 20 25 20 25 30 40  

排出水量 1,000 立方

ﾒｰﾄﾙ未満のもの 

5.8～8.6 

(5.0～9.0) 
30 40 30 40 40 60 3,000 

備考）1．「特定事業場」とは、法第 2 条第 3 項に規定する特定事業場をいう。 

2．「下水道処理区域」とは、下水道法第 2 条第 8 項に規定する処理区域をいう。 

3．「排出水量」とは、特定事業場から排出される 1 日当たりの平均的な排出水の量をいう。 

4．「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。 

5．水素イオン濃度（5.0～9.0）及び化学的酸素要求量に係る許容限度は、排出水を海域に直接排出する特定事業

場についてのみ適用する。 

6．特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）のうち下水道処理区域外のものが下水道処理区

域内のものとなったときは、当該特定事業場は、下水道処理区域内のものとなった日から起算して 1 年間は、

なお下水道処理区域外のものとみなして、この表の規定を適用する 

7．この表に掲げる上乗せ排水基準は、排出水量が 30 立方ﾒｰﾄﾙ未満の特定事業場については、適用しない。  

8．この表に掲げる上乗せ排水基準は、昭和 54 年 5 月 10 日以後において一の施設が特定施設となった際現にその

施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設を設置している工場又は事業場につい

ては、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和 54 年 5月 10 日前

に特定施設となっている施設を設置していること（設置の工事をしていることを含む。）によって特定事業場

であるときは、この限りでない。  

9．この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令第 2 条に規定する検定方法による検出値である。 
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3）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準 

「ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）」に基づき、特定施設（水質基準対

象施設）について 10pg-TEQ/L の水質排出基準が定められている。 

なお、対象事業は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を設置する計画はない。 

 

4）農業用水基準 

農業用水基準は、農林水産省が昭和 45年 3月に定めた基準で、法的拘束力はないが、水稲の正

常な生育のために望まし灌漑用水の指標として利用されている（表 3-84）。 

 

表 3-84 農業用水基準 

項目 
農業用水基準 

（農林水産技術会議昭和 46 年 10 月 4 日） 

pH（水素イオン濃度） 6.0～7.5 

COD（化学的酸素要求量） 6  mg/L 以下 

SS（浮遊物質） 100 mg/L 以下 

DO（溶存酸素） 5 mg/L 以上 

T-N（全窒素濃度） 1 mg/L 以下 

EC（電気伝導度） 0.3 mS/cm 以下 

重金属 

As（ヒ素） 0.05 mg/L 以下 

Zn（亜鉛） 0.5 mg/L 以下 

Cu（銅） 0.02 mg/L 以下 

 

 

（7）土壌汚染に係る規制 

「土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）」では、①水質汚濁防止法等に規定する有害物質使

用特定施設の使用を廃止したとき、②一定規模以上の土地（3,000m2）の形質を変更し、土壌汚染の

おそれがあると認められるとき、③土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるときは、一定の

調査が義務づけられている。また、改正土壌汚染対策法が平成 31 年 4 月 1 日より施行され、小規

模な土地の形質変更（900m2以上）をする場合についても、「有害物質使用特定施設が設置されてい

る土地」では届出が、「調査が猶予された土地」では届出及び調査が義務づけられている。 

土壌汚染が判明した土地は指定区域（要措置区域または形質変更時要届出区域）となり、汚染の

除去等の措置が行われるまでその台帳が公示・閲覧される。 

土壌汚染対策法に基づく区域の指定に係る基準は、表 3-85 に示すとおりである。事業実施区域

には、土壌汚染対策法に基づく要措置区域または形質変更時要届出区域には指定された土地はない

ものの、対象事業は本法に基づく一定規模以上の土地（3,000m2）の形質変更の届出の対象となる。 
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表 3-85 土壌汚染対策法に基づく区域の指定に係る基準 

分
類 

特定有害物質の種類 
指 定 基 準 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

クロロエチレン 0.002 mg/L 以下 － 

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 － 

1,2－ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 － 

1,1－ジクロロエチレン 0.1   mg/L 以下 － 

1,2－ジクロロエチレン 0.04  mg/L 以下 － 

1,3－ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 － 

ジクロロメタン 0.02  mg/L 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.01  mg/L 以下 － 

1,1,1－トリクロロエタン 1     mg/L 以下 － 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 － 

トリクロロエチレン 0.03  mg/L 以下 － 

ベンゼン 0.01  mg/L 以下 － 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 0.01  mg/L 以下   150 mg/kg 以下 

六価クロム化合物 0.05  mg/L 以下   250 mg/kg 以下 

シアン化合物 検出されないこと 
   50 mg/kg 以下 

（遊離シアンとして） 

水銀及びその化合物 

（うちアルキル水銀） 

水銀が 0.0005 mg/L 以下、かつ、

アルキル水銀が検出されないこと 
   15 mg/kg 以下 

セレン及びその化合物 0.01  mg/L 以下   150 mg/kg 以下 

鉛及びその化合物 0.01  mg/L 以下   150 mg/kg 以下 

砒素及びその化合物 0.01  mg/L 以下   150 mg/kg 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8   mg/L 以下 4,000 mg/kg 以下 

ほう素及びその化合物 1     mg/L 以下 4,000 mg/kg 以下 

第
三
種
特
定
有
害
物
質 

シマジン 0.003 mg/L 以下 － 

チオベンカルブ 0.02  mg/L 以下 － 

チウラム 0.006 mg/L 以下 － 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと － 

有機燐化合物 検出されないこと － 
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（8）悪臭に係る規制 

「悪臭規制法（昭和 46年法律第 91号）」に基づく規制基準を表 3-86に、鹿児島県霧島市、曽於

市における規制地域を表 3-87 に、鹿児島県霧島市、曽於市、宮崎県都城市における指定区域を図

3-33に示す。 

調査対象地域のうち霧島市は B地域に、曽於市は緑色の区域に指定されている。調査対象地域の

うち都城市には、規制区域に指定された地域はない。 

 

表 3-86 悪臭防止法の規制基準 

規制基準 A 地域 B 地域 

敷地境界線上の規制基準（1 号基準） 臭気指数 12 臭気指数 15 

気体排出口規制基準（2 号基準） 

法第 4 号第 2 項第 1 号に定める規制基準を

基礎として、悪臭防止法施行規則（昭和 47

年総理府例題 37 号）第 6 条の 2 に定める方

法により算出した臭気強度または臭気指数 

排出水における規制基準（3 号基準） 臭気指数 28 臭気指数 31 

 
 

表 3-87(1) 悪臭防止法の規制地域（霧島市） 

規制地域 悪臭規制地域 

A 地域  都市計画法に基づく用途地域 

B 地域 A 地域以外 

 
 

表 3-87(2) 悪臭防止法の規制地域（曽於市） 

規制地域 悪臭規制地域 

赤色の区域 図面に赤色で表示する区域 

緑色の区域 図面に緑色で表示する区域 
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図 3-33 悪臭防止法に基づく区域の指定状況  
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（9）自然公園法及び鹿児島県立自然公園条例 

 調査対象地域には、「自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）」に基づき国立公園に指定された霧

島錦江湾国立公園がある（図 3-34）。 

 一方、調査対象地域には「鹿児島県立自然公園条例（昭和 33 年条例第 27 号）」に基づく県立公

園に指定されている区域はない。 

 

（10）自然環境保全法及び鹿児島県自然環境保全条例等の指定状況 

調査対象地域には、「自然環境保全法（昭和 47年法律第 85号）」に基づく原生自然環境保全地域

及び自然環境保全地域に指定されている区域はない。 

また、調査対象地域は「鹿児島県自然環境保全条例（昭和 48 年 3 月 30 日条例第 23 号）」第 24

条に定める区域に該当しないものの、同条例では国や地方公共団体等以外の方が 1団 1ヘクタール

を超えて開発行為を行う場合、着手日の 30 日前までに知事に届ける必要がある。対象事業は、本

条例第 24条に基づく届出の対象となる。 

 

（11）都市緑地法に基づく緑地保全地域の指定状況 

 調査対象地域には、「都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）」に基づく緑地保全地域に指定されて

いる区域はない。 

霧島市は都市緑地法第 4 条に基づく緑の基本計画（平成 25 年）を策定しているものの、調査対

象地域はその計画区域に該当しない。 

 

（12）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の指定

状況 

 調査対象地域には、「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（平成 4 年法律第

75号）」に基づく生息地等保護区に指定されている区域はない。 

 

（13）鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 

 鹿児島県では、「鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例（平成 15年条例第 11号）」に基づ

く指定希少野生動植物が指定されている。 

 鹿児島県内では、指定希少野生動植物として植物 28種、動物 14種が指定されている 1）。 

 

（14）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の指定状況 

 調査対象地域における「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）」

に基づく鳥獣保護区の指定状況は図 3-35 に示すとおりであり、事業実施区域には県指定鳥獣保護

区が含まれる。  

 
1）「鹿児島県．指定希少野生動植物の保護について．http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-

kankyo/kankyo/yasei/zyorei/03007006.html」(令和元年 11 月 15 日) 
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図 3-34 調査対象地域の自然公園の指定状況  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「国土数値情報ダウンロードサービス 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html」 
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図 3-35 調査対象地域の鳥獣保護区の指定状況  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「国土数値情報ダウンロードサービス 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html」 
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（15）文化財保護法及び文化財保護条例に基づく文化財の指定状況 

 調査対象地域における「文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）」、「鹿児島県文化財保護条例

（昭和 30年条例第 48号）」、及び「霧島市文化財保護条例（平成 17年条例第 138号）」に基づく指

定文化財は、国の有形文化財が 7つ、登録有形文化財が 1つ、鹿児島県の有形文化財が 1つ、霧島

市の史跡及び天然記念物がそれぞれ 2つ存在する。詳細は「3.2.7文化財の状況」に示す。 

また、事業実施区域周辺において埋蔵文化財として、「霧島神宮境内遺跡」、「遠見松」、「猪子石」

があり、調査対象地域では 54箇所存在する。 

 

（16）都市計画法に基づく風致地区の指定状況 

 調査対象地域には、「都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）」に基づく風致地区に指定されてい

る区域はない。 

 

（17）霧島市景観計画 

事業実施区域及びその周辺は「景観法（平成 16年法律第 110号）」に基づく景観計画区域とされ

ており、「霧島市景観計画（平成 29 年 4 月改正）」で一般地域に指定されている。本事業は届出対

象行為に該当する。本計画では、霧島川沿川が「景観軸」、県道国分霧島線は「景観活用ルート」と

なっており、ともに景観形成方針が示されている（表 3-88）。また、景観形成基準として景観を形

成している「ゾーン」別に定めた「一般基準」や「色彩基準」が示されている。 

霧島市景観計画では太陽光発電設備の設置について、本計画に基づく届出対象規模と景観形成基

準が定められている。本計画による太陽光発電設備の設置に係る景観形成基準適合チェックリスト

は図 3-36に示すとおりであり、本事業は届出の対象となる。 

 

表 3-88 景観軸及び景観ルートの景観形成方針 

名称 景観形成方針 

河川景観軸 

霧島川沿川 

自然の作り出した美しい渓谷や清流と樹林地がつくる景観、河川沿いの田園景

観など、その流れとともに多様な景観が見られる。このように上流から下流まで、

清流とともに作り出されている美しい水辺の景観の保全・形成を図るとともに、水

辺に親しむ視点場等の整備を促進する。 

回遊ルート 

県道国分霧島線 

市街地と各地域の温泉郷や霧島神宮などをつなぐ重要な回遊ルートであり、市

街地の景観から自然景観まで多様な景観を見ることができるとともに、周辺には

多くの地域資源が分布している。また、移動に伴い、本市のシンボル的な景観要素

である霧島連山や桜島への眺望が開けるのも特徴である。これらの特性を踏まえ、

美しい雄大な自然景観や季節の変化を体感できる重要なルートとして、沿道及び

周囲の自然や地域資源を生かした景観の保全・形成を図る。 

出典）「霧島市．霧島市景観計画．平成 29 年 4 月改正」 
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出典）「霧島市．“届出対象となる太陽光発電設備の設置について”．霧島市ホームページ． 

https://www.city-kirishima.jp/toshi/machizukuri/kekan/sebi/documents/taiyoukouchecklist.pdf」 

図 3-36 景観形成基準適合チェックリスト（太陽光発電設備） 

 

（18）古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による指定地域 

 調査対象地域には、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41 年法律第 1

号）」による歴史的風土保存区域の指定はない。 

 

（19）霧島市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン 

 調査対象地域は、「霧島市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン（平成 29年

2月改正）」による対象区域に指定されており、本事業は対象となる発電設備に該当する。 

 

（20）その他の法律等による区域等の指定状況 

 調査対象地域における「森林法（昭和 26年法律第 249号）」に基づく保安林、「砂防法（明治 30

年法律第 29号）」に基づく砂防指定地、「地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30 号）」に基づく地

すべり防止区域、「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）」に基

づく急傾斜地崩壊危険区域等の指定状況、「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）」に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況、その他要領等

に示される土砂災害危険箇所、「農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）」に基

づく農用地区域の指定状況、「宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）」に基づく宅地造成工

事規制区域の指定状況の詳細を表 3-89に、指定状況図を図 3-37に示す。 
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表 3-89 その他の法律による区域等の指定状況 

項 目 法 令 等 目  的 指定状況 

保安林 森林法 

（昭和 26 年法律第 249 号） 

保安林制度は、水源のかん養、災害の防備、生活環

境の保全・形成等の公共目的を達成するため、これ

らの機能を発揮させる必要のある特定の森林を保

安林として指定し、その森林の保全と適切な施業

の確保を図ることによって、森林の有する公益的

な機能を高度に発揮させることを目的とする。 

事業実施区域

において指定

はない。 

砂防指定地 砂防法 

（明治 30 年法律第 29 号） 

砂防指定地において、治水上砂防のため砂防設備

を施設し、また一定の行為を禁止・制限し、土砂生

産の抑制を図り、流れてくる土砂を適切に溜める

ことなどにより土砂災害を防止し、もって国土の

保全と民生の安定に資することを目的とする。 

事業実施区域

において指定

はない。 

地すべり 

防止区域 

地すべり等防止法 

（昭和 33 年法律第 30 号） 

地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除去し、

または軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊

を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資す

ることを目的とする。 

調査対象地域

及び事業実施

区域において

指定はない。 

急傾斜地 

崩壊危険区域 

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） 

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護

するため、急傾斜地の崩壊を防止し、及びその崩壊

に対して警戒避難体制を整備する等の措置を講

じ、もって民生の安定と国土の保全に資すること

を目的とする。 

事業実施区域

において指定

はない。 

土砂災害 

警戒区域等 

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） 

土砂災害から国民の生命・身体を守るため、土砂災

害のおそれのある区域についての危険の周知、警

戒避難体制の整備、特定開発行為の制限、建築物の

構造の規制、既存住宅の移転等の勧告等、ソフト対

策の推進を目的とする。 

事業実施区域

には土砂災害

警戒区域が含

まれる。 

土
砂
災
害
危
険
箇
所 

土石流 

危険渓流 

土石流危険渓流及び土石流

危険区域調査要領（案） 

（平成 11 年 4 月） 

土石流の発生の恐れのある渓流、土石流による被

害の恐れのある箇所を把握することを目的とす

る。 

事業実施区域

において指定

はない。 

急傾斜地 

崩壊危険 

箇所 

急傾斜地崩壊危険箇所等点

検要領 

（平成 11 年 11 月） 

所定の条件を満たす急傾斜地で、人家や公共施設

に被害を生じる恐れのある箇所を把握することを

目的とする。 

事業実施区域

において指定

はない。 

地すべり 

危険箇所 

地すべり危険箇所調査要領 

（平成 8 年 10 月） 

地滑りが発生しているまたは地すべりが発生する

恐れがある箇所のうち、河川、道路、公共施設、人

家等に被害を与えるおそれのある箇所を把握する

ことを目的とする。 

事業実施区域

において指定

はない。 

農用地区域 農業振興地域の整備に関す

る法律 

（昭和 44 年法律第 58 号） 

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農

業の振興を図ることが必要であると認められる地

域について、その地域の整備に関し必要な施策を

計画的に推進するための措置を講ずることによ

り、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の

合理的な利用に寄与することを目的とする。 

事業実施区域

には農用地区

域の一部が含

まれる。 

宅地造成工事 

規制区域 

宅地造成等規制法 

（昭和 36 年法律第 191 号） 

宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害

の防止のため必要な規制を行うことにより、国民

の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉

に寄与することを目的とする。 

調査対象地域

及び事業実施

区域において

指定はない。 
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図 3-37(1) その他の法律等による区域等の指定状況図 

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「国土数値情報ダウンロードサービス 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html」 
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図 3-37(2) その他の法律等による区域等の指定状況図 

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「鹿児島県 砂防三法情報マップ 

http://www.kago-kengi-cals.jp/sabomap/map.html」 
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図 3-37(3) その他の法律等による区域等の指定状況図  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「鹿児島県．土砂災害警戒区域等マップ 

http://sabomap.pref.kagoshima.jp/kagoshima/」 
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図 3-37(4) その他の法律等による区域等の指定状況図  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「霧島市総合防災マップ 

https://www.city-

kirishima.jp/anshin/shobo/bosai/bosaimap/bosaimap.html」 
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図 3-37(5) その他の法律等による区域等の指定状況図  

備考）本図は下記の資料をもとに作成した。 

・「国土数値情報ダウンロードサービス 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html」 



 3-149 

（21）鹿児島県環境基本条例及び鹿児島県環境基本計画 

鹿児島県環境基本条例（平成 11年 3月 26日 条例第 10号）は、環境の保全及び形成について基

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、環境の保全及び

形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び形成に関する施策を総合

的かつ計画的に推進することを目的として制定された。同条例における基本理念、基本方針は表 3-

90に示すとおりである。 

鹿児島県環境基本計画（平成 23 年 3 月）は、鹿児島県環境基本条例第 11 条第 1 項の規定によ

り、環境の保全及び形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計画として定める

ものである。「人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり」を目指して、「地球を守る脱温暖化

への貢献（低炭素社会づくり）」、「地球にやさしい循環型社会の形成（循環型社会づくり）」、「自然

あふれる癒しのかごしまづくり（自然共生社会づくり）」を基本目標としている。 

 

表 3-90 鹿児島県環境基本条例（平成 11年 3月 26日 条例第 10号） 

a．基本理念 

1 環境の保全及び形成は、県民の健康で文化的な生活の基盤である健やかでうるおいのある豊かな

環境を確保し、その環境が将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。 

2 
環境の保全及び形成は、自然と人間との共生を基本として、環境への負荷の少ない循環を基調と

する社会が構築されるように適切に行われなければならない。 

3 
環境の保全及び形成は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっているという認識の下に、

すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。 

4 
環境の保全及び形成は、すべての者がそれぞれの立場に応じた役割分担の下に、自主的かつ積極

的に取り組むことによって行われなければならない。 

 

b．基本方針 

1 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されること。 

2 
廃棄物の減量、再利用及び適正な処理が図られるとともに、資源の循環的な利用及びエネルギー

の有効利用が促進されること。 

3 

生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、

森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的・社会的条件に応じて体系的に保全

され、及び形成されること。 

4 
人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、並びにゆとりとうるおいのある快適な環境が保全され、

及び形成されること。 

5 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。 
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（22）鹿児島県地球温暖化対策推進条例及び地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県地球温暖化対策推進条例（平成 22年 3月 26日 条例第 16号、最終改正平成 28年 12月

26 日 条例第 44 号）は、鹿児島県環境基本条例(平成 11 年鹿児島県条例第 10 号)の基本理念にの

っとり、地球温暖化対策に関し、県、事業者、県民、環境保全活動団体及び一時滞在者の責務を明

らかにするとともに、基本的な事項を定めることにより、効果的な地球温暖化対策の推進を図るこ

とを目的として制定された。 

県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条及び県地球温暖化対策推進条例第 8 条の規

定に基づき、平成 23 年 3 月に「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」を策定した。この計画は、本

県の自然的・社会的条件に応じて、県民・事業者・環境保全活動団体・行政等がそれぞれの役割に

応じ、連携を図りながら地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めるために策定したものであり、

同計画策定後の地球温暖化対策に関する国内外の動向やエネルギー情勢の変化を踏まえ、平成 30

年 3月に改定した。本計画では、2030年度までに 2013 年度比で温室効果ガス排出量を 24％削減さ

せ、森林吸収による削減効果を合わせて 33％削減させることを目指している。 

 

（23）生物多様性鹿児島県戦略 

生物多様性鹿児島県戦略は、生物多様性基本法第 13 条の規定に基づき、将来にわたり自然の恵

みを得られるよう、自然の仕組みを基礎とする真に豊かな社会をつくるため、生物多様性国家戦略

等を踏まえ、鹿児島における生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本計画として、平成 26

年 3 月に策定された。本戦略における基本理念、基本目標、基本方針は表 3-91 に示すとおりであ

る。なお、平成 31 年 3 月には生物多様性鹿児島県戦略中間評価が行われ、基本目標の達成に向け

て、取組の着実な実施とともに、持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定など環境政策に関連する

国内外の動向を踏まえた戦略の推進がうたわれている。 

 

表 3-91 生物多様性鹿児島県戦略（平成 26年 3月） 

基本理念 「共生」と「循環」 

基本目標 新たな「自然と共生する社会」の実現 

基本方針 

1.参加を通じて、人と自然（生物多様性）のつながりを理解する 

2.重要地域を保全し、自然のつながりを取り戻す 

3.生物多様性情報を蓄積し、科学的に生態系を管理する 

4.生物多様性を支え、生物多様性に支えられる環境文化を継承する 

5.生物多様性の向上につながる産業活動やライフスタイルに転換する 

 特別方針：2 つの世界自然遺産を目指す地域としての先駆的な取り組みの推進 

 


