
資料１ 白石市環境審議会委員名簿及び審議の経過

（五十音順）（１）白石市環境審議会委員名簿

氏 名 職 名

◎ 武 田 政 春 前白石中学校校長

○ 保 科 惣一郎 白石市議会 河川環境保全対策特別委員会委員長

（ ）浅 野 順 次 白石蔵王エコフォーラム ソニー白石セミコンダクタ㈱

上 野 雄 規 元仙台市野草園園長、白石市文化財保護委員

菅 野 裕 白石商工会議所 事務局長

日 下 功 男 白石蔵王森林組合 副参事

倉 繁 敏 行 仙南地域広域行政事務組合 業務課長

佐 藤 智恵子 主婦（元みやぎ生活協同組合理事）

佐 藤 元 子 白石市消費者の会会長

佐 藤 好 克 宮城県仙南保健所 技術副所長

山 川 順 也 (社)白石青年会議所 2008年度地域づくり委員会委員長

山 田 静 枝 ＮＰＯ法人 蔵王のブナと水を守る会理事

◎は会長 ○は副会長

審議の経過（２）

平成２０年 ５月２７日 審議会委員の委嘱

白石市環境審議会への諮問

第１回白石市環境審議会（骨子案の策定）

８月２７日 第２回白石市環境審議会（第１次案の策定）

１０月 １日～１０月３１日

市民からの意見聴取

平成２１年 ２月１２日 第３回環境審議会（最終案の策定）

市長への答申
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資料２ 白石市環境保全検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 本市における環境の保全に関する主要施策を検討するとともに、その円滑な

推進を図るため、白石市環境保全検討委員会（以下「委員会」という ）を設置す。

る。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

（１）環境保全に関する総合的な計画の策定及び進行管理に関する事項

（２）環境保全に関し関係部課の協力及び調整に関する事項

（３）前各号に掲げるもののほか、環境保全に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

２ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

３ 委員長は副市長を、副委員長は民生部長をもって充てる。

（職務）

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。

（会議等）

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

、 、 、 、２ 委員長は 必要があると認める場合は 関係職員等の出席を求め 意見を聴取し

又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、民生部生活環境課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成２０年５月１５日から施行する。

別表（第３条関係）

副市長、民生部長、総務部長、産業部長、建設部長、企画情報課長、都市整備課

長、学校教育課長、社会教育課長、水道事業所長
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資料３ 環境宣言

白石市は、秀麗蔵王連峰とその裾野に広がる広大な樹林、耕地の中

で、母なる白石川を初め数多くの蔵王を源流とする清流にはぐくまれ

た都市である。

、 、 「 」、「 」、しかし 今日 地球に住むものの調和をもたらしてきた 水 緑

「大気」などの自然が、水質汚濁、緑の枯渇、大気汚染等により自然

環境が破壊され、人類そして自然自体の存続を危うくしており、強い

関心と危惧の念を深めているところである。

、 、自然環境がもたらす恩恵と資源を守り育て 人間の英知の証として

自然との共生を図りながら、調和のとれた、地域にやさしい、社会活

動や生活様式を地域から確立することが強く求められているところで

ある。とくに、本市の場合は、７市１０町にまたがる仙南仙塩広域水

道の水源地として“住民の命の水”を守る重大な責務を課せられてい

る。

よって、当市は、今後市民一人ひとりの理解と協力のもと、地域か

ら快適な地球環境の保全と環境にやさしいまちづくりに取り組むこと

を、ここに宣言する。

平成５年６月２４日

白 石 市
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資料４ 白石市環境基本条例
平成７年９月２９日

白石市条例第２２号

私たちの郷土白石は、豊かな自然の恵みの中で、先人が残した伝統的な緑や水の文化をはぐ

くんできた。

しかしながら、近年の社会経済活動の進展により、私たちの生活の利便性が高まる一方で、

資源及びエネルギーの大量消費がもたらされ、自然の生態系に影響を及ぼし人類共通の生活基

盤である地球環境までが脅かされるに至っている。

私たちは、自然を愛し、自然とふれあいながら、環境のもたらす恩恵に浴すとき、あらゆる

活動において地球環境の保全及び創造に努めるという新しい価値観に支えられた環境文化を築

いていかなければならない。

私たちは、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、その環境を保全

する責任と義務を担い、豊かな自然と美しい郷土の構築を進め、将来の世代に引き継ぐ使命を

有している。

このような認識の下に、本市の良好な環境の保全及び創造に向けて、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業

者及び市民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本

的な事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

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

する。

（定義）

第２条 この条例において 「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響で、

あって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

２ この条例において 「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活、

動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底

の底質が悪化することを含む 、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の採取のた。）

めの土地の掘削によるものを除く ）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活。

に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含

む ）に係る被害が生ずることをいう。。

（基本理念）

第３条 良好な環境の保全及び創造は、市民が健康で快適な生活を営むうえで欠くことができ

ないものであり、人と自然が共生できる地域の実現を図るため、人類存続の基盤である環境

を将来の世代に継承されるように行われなければならない。

２ 良好な環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な地域を構築す

るため、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、すべての事業活動及び日常生活において環境への負荷の低減を図るこ

とにより、推進されなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関し、当該地域の自然的社

会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全

に資するために必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、良好な環境の保全及び創造に

自ら努めるとともに、県又は市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力す

る責務を有する。

（市民の責務）

第６条 市民は、その日常生活において、環境への負荷の低減に自ら努めなければならない。
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２ 前項に定めるもののほか、市民は、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県

又は市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

（環境への配慮）

第７条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境の保全について配慮しなければならない。

（環境基本計画）

第８条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの基本的な計画（以下「環境基本計画」という ）を定めなければならない。。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必

要な措置を講じなければならない。

４ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、白石市環境審議会の意見を聴

かなければならない。

５ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６ 前３項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

（規制の措置）

第９条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じ

なければならない。

２ 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行

為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措

置を講ずるよう努めるものとする。

（森林の保全）

第10条 市は、人と自然が共生する緑豊かな地域の形成を図るため、森林の保全その他の必要

な措置を講ずるものとする。

（緑の創造）

第11条 市は、地域環境の歴史的文化的遺産である自然林を愛護するとともに、市民の生活に

潤いと安らぎをもたらす水辺や森林の持つ環境保全能力を将来の世代に継承していくため、

積極的な緑の創造に努めるものとする。

（水環境の保全）

第12条 市は、水源地域としての良好な水環境を保全するため、国、他の地方公共団体その他

の関係機関等と連携し、かつ、市民及び事業者等の参加又は協力を得て、必要な措置を講ず

るものとする。

（公共的施設の整備等）

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設の整備その他の環境保全上の支障の防止に

資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、公園その他の公共的施設の整備その他の良好な環境の創造のための事業を推進する

ため、必要な措置を講ずるものとする。

（廃棄物の減量の促進等）

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の

循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施

に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなけれ

ばならない。

（環境管理体制の整備の促進）

第15条 市は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行う事業者が、環境への負荷の低

減を図るため、その事業活動を行うに当たり自主的に環境管理に関する体制の整備を推進す
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ることができるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（環境教育の振興等）

第16条 市は、関係機関及び関係団体と協力して、良好な環境の保全及び創造に関し、教育及

び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、市民及び事業者がその理解を深める

とともに、これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよ

う必要な措置を講ずるものとする。

（良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進）

第17条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」とい

う ）が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置。

を講ずるものとする。

（情報の提供)

第18条 市は、第16条の環境教育の振興等並びに前条の良好な環境の保全及び創造に関する活

動の促進に資するため、環境の状況その他の良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報

を適切に提供するよう努めるものとする。

（地球環境の保全の推進）

第19条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推

進するものとする。

２ 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境の保全

に資する情報の提供、環境の状況の監視及び測定等を実施することにより、地球環境の保全

に資する国際協力を推進するよう努めるものとする。

（国及び他の地方公共団体との協力）

、 、 、第20条 市は 良好な環境の保全及び創造に関し 広域的な取組が必要とされる施策について

国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

（財政上の措置）

第21条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。

（審議会）

第22条 環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関

する事項を調査審議するため、白石市環境審議会（以下「審議会」という ）を置く。。

（組織）

、 、 、 。第23条 審議会は 委員12人以内で組織し 委員は 次に掲げる者のうちから市長が任命する

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

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

３ 委員は、再任されることができる。

（会長等）

第24条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

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

理する。

（会議）

第25条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

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

による。

（部会）

第26条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
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４ 部会に関し必要な事項は、会長が定める。

（庶務）

第27条 審議会の庶務は、民生部生活環境課においてこれを処理する。

（委任）

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

資料５ 白石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和５５年３月２５日

白石市条例第４号

（趣旨）

第１条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、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。以下「法」という ）に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し必要。

な事項を定めるものとする。

（一般廃棄物の処理計画）

第２条 法第６条第１項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年４月１日から翌年３月31

日までを１事業年度として定め、市長が区域、種類及び収集並びに処分の方法を定めて当該

事業年度の初めに告示するものとする。

２ 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更があった場合は、その変更の都度

告示するものとする。

（事業者の責務）

第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する

とともに、その処理に関する技術の開発に努めなければならない。

２ 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、そ

の物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。

（市民の協力義務）

第４条 第２条第１項の規定による区域内の土地又は建物の占有者（占有者がない場合は管理

者とする。以下同じ ）は、その土地又は建物内の一般廃棄物の減量を図るとともに、生活。

環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、できるだけ自ら

処分するように努めなければならない。

２ 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際しては、定められた種類ごとに指定のごみ袋に収

納し、定められた日に所定の場所に集め、かつ、自らが出したごみ袋が所定の場所に残され

た場合には速やかに回収する等、廃棄物の集積場所の清潔を保持しなければならない。

３ 市民は、白石市が行う廃棄物の不法投棄の防止等、市長の指示する方法に協力しなければ

ならない。

４ 法第５条第２項の規定による大掃除は、毎年度、市長の定める計画に従い実施しなければ

ならない。

（資源物の所有権）

第４条の２ 前条第2項の規定により排出された、日常生活から生じる一般廃棄物のうち、資

源物（再生利用を目的として収集するものをいう ）の所有権は、市に帰属する。この場合。

において、市長が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはなら

ない。

（多量の一般廃棄物）

第５条 法第６条の２第５項の規定における多量の一般廃棄物の種類及び基準については、次

のとおりとし、運搬すべき場所及び方法については、市長が指示するものとする。

(1)一般廃棄物（し尿及び浄化槽の汚泥並びに動物の死体を除く ）。

１回につき 30キログラム又は１立方メートル以上

２ 前項の規定に該当する者は、市長に申し出その指示に従わなければならない。
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（犬、ねこ等の死体）

第６条 犬、ねこ等の死体を埋没等の方法により自ら処分することができない者は、市長に申

し出その指示に従わなければならない。

（一般廃棄物処理業等の許可）

第７条 法第７条第１項及び第４項又は浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35条の規定により

一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならな

い。

２ 前項の許可の期間は、２年とする。

（許可証の交付）

第８条 市長は、前条の申請に対し、許可をしようとするときは、規則で定める許可証を交付

して行うものとする。

（ 「 」 。） 、 、２ 前項の規定により許可を受けた者 以下 清掃業者 という は 当該許可証を紛失し

又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならな

い。

（許可証の譲渡等の禁止）

第９条 清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

（営業の廃止等）

第10条 清掃業者又はその関係人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その７日前まで

に規則で定める書面により市長に届け出なければならない。ただし、第４号については、変

更後７日以内とする。

(1) 業務を廃止するとき。

(2) 業務を中止するとき。

(3) 清掃業者が合併し、又は解散したとき。

(4) 許可証の内容に変更があったとき。

２ 前項第１号、第３号及び第４号の届出には、許可証を添えなければならない。

３ 清掃業者は、許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、その日から７日以内

に許可証を市長に返納しなければならない。

（従業員の身分証）

第11条 清掃業者は、浄化槽清掃の作業に従事する者（以下「従業員」という ）に規則で定。

める事項を記載した身分証を携帯させなければならない。

２ 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあったときは、

それを提示しなければならない。

（許可申請等手数料）

第12条 第７条の規定により許可を受けようとする者又は第8条第2項の規定により許可証の再

交付を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければな

らない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可申請手数料 １件につき１万円

(2) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 １件につき１万円

(3) 許可証の再交付申請手数料 １件につき１万円

（行政処分）

第13条 市長は、清掃業者、管理人又はそれらの従業員がこの条例に違反して不適当な行為を

した場合は、警告を行う。

２ 警告を行ったにもかかわらず、なお継続して違反行為を行ったときは、期間を定めてその

業務を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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資料６ 白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例
平成９年１２月２４日

白石市条例第３４号

（目的）

第１条 この条例は、空き缶等の投棄による散乱の防止に関し必要な事項を定めることにより

快適な生活環境を確保するとともに、地域における環境美化の促進を図り、もって清潔で美

しいまちづくりに資することを目的とする。

（定義）

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

ろによる。

(1)空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸いがら、ガムのかみかす、紙くず

その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(2)事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(3)市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4)占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(5)回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

（市の責務）

第３条 市は、第１条の目的を達成するため、空き缶等の散乱の防止に関する施策（以下「施

策」という ）を策定し、及び実施する責務を有する。。

２ 市は、施策を推進するため、事業者その他の関係者に対し、必要な指導及び要請を行うも

のとする。

（市民等の責務）

、 、 、第４条 市民等は 屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り 又は回収容器に収納し

美観及び快適な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければなら

ない。

（事業者の責務）

第５条 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等の散乱を防止するため、市民等

に対する啓発、回収容器の設置及びその適正な管理並びに空き缶等の再利用の促進について

必要な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において美観及び快適な生活環

境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

（占有者等の責務）

第６条 占有者等は、空き缶等の散乱を防止するため、その占有し、又は管理する土地又は建

物の適正な管理等必要な措置を講じ、美観及び快適な生活環境の確保に努めるとともに、市

の実施する施策に協力しなければならない。

（投棄の禁止）

第７条 何人も、市の区域内においてみだりに空き缶等を捨ててはならない。

（美化推進重点地区）

第８条 市長は、特に空き缶等の散乱の防止を図る必要があると認める地域を美化推進重点地

区として指定することができる。

２ 市長は、美化推進重点地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、これ

を告示しなければならない。

３ 美化推進重点地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

４ 前２項の規定は、美化推進重点地区の変更及び廃止について準用する。

（散乱防止計画）

第９条 市長は、第３条の施策を推進するための計画（以下「散乱防止計画」という ）を策。

定するものとする。

２ 散乱防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1)空き缶等の散乱の防止に関する市民等、事業者及び占有者等の啓発並びに意識の高揚に関
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する事項

(2)空き缶等の散乱の防止のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項

(3)美化推進重点地区の指定及びその地区内における空き缶等の散乱の防止のための事業の実

施に関する事項

(4)空き缶等の散乱の防止のための組織体制の整備に関する事項

(5)その他空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項

３ 市長は、散乱防止計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

（環境美化推進員）

第10条 市長は、地域における環境美化の促進のため、環境美化推進員を選定し、次に掲げる

事項の実施について協力を求めることができる。

(1)自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言

(2)空き缶等の散乱の状態並びに清掃活動状況の調査及び報告

(3)その他環境美化の促進に関する必要な事項

（自動販売機の設置の届出）

（ 。 。）第11条 美化推進重点地区内において自動販売機 規則で定める自動販売機を除く 以下同じ

により容器入り飲食物を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるとこ

ろにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1)氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）

(2)自動販売機の設置場所

(3)回収容器設置の場所及びその管理の方法

(4)その他規則で定める事項

２ 一の地域が美化推進重点地区となった際現にその地区内において自動販売機により容器入

り飲食物を販売している者は、その指定の日から60日以内に、当該自動販売機ごとに、規則

で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

（変更等の届出）

第12条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る同条第

、 、１項第２号又は第３号に掲げる事項を変更しようとするときは 規則で定めるところにより

その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、こ

の限りでない。

２ 届出者は、当該届出に係る自動販売機による容器入り飲食物の販売を廃止したとき、又は

前条第１項第１号に掲げる事項に変更があったときは、その廃止又は変更の日から60日以内

に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

（承継）

第13条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しく

は合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

２ 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から60日以内に、規

則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

（届出済証）

第14条 市長は、第11条、第12条第２項（廃止の届出に関する部分を除く ）又は前条第２項。

、 、 、の規定による届出があったときは その届出をした者に対し 届出に係る自動販売機ごとに

規則で定める届出済証を交付しなければならない。

２ 前項の届出済証の交付を受けた者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに、当該届

出済証をちょう付しておかなければならない。

３ 第１項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を忘失し、又はき損したときは、速

やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、規則で定める

届出済証を交付するものとする。この場合においては、第２項の規定を準用する。

（回収容器の設置等）

第15条 自動販売機により容器入り飲食物の販売を行う者（以下「販売業者」という ）は、。

、 、 。規則で定めるところにより 回収容器を設置し これを適正に維持管理しなければならない
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（勧告）

、 、 、第16条 市長は 販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは 当該販売業者に対し

期限を定めて、回収容器を設置し、又はこれを適正に維持管理すべきことを勧告することが

できる。

２ 市長は、占有者等がその占有し、又は管理する土地に空き缶等が著しく散乱している場合

において、当該土地の占有者等が空き缶等の清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容

易に講ずることができるにもかかわらず、これを行っていないと認めるときは、当該土地の

占有者等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

（命令）

第17条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた販売業者が正当な理由なくその勧告に

従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

（立入調査）

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き缶等が散乱している

土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立入り、必要な調査をさせること

ができる。

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれ

を提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。

（罰則）

第19条 美化推進重点地区内において、第７条の規定に違反した者又は第17条の規定による命

令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。

２ 第11条又は第12条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、３万円以

下の罰金に処する。

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、２万円以下の罰金に処する。

(1)美化推進重点地区以外の市の区域内において、第７条の規定に違反した者又は第17条の規

定による命令に違反した者

(2)第12条第２項（廃止の届出に関する部分を除く ）又は第13条第２項の規定による届出を。

せず、又は虚偽の届出をした者

(3)前条第１項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

（両罰規定）

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して、各本条の罰金刑を科する。

（適用上の注意）

第21条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しな

いよう留意し、空き缶等の投棄を禁じている法令を遵守しなければならない。

（委任）

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

資料７ 白石市不伐の森条例
平成８年３月６日

白石市条例第７号

（趣旨）

、 （ ） 、第１条 この条例は 地方自治法 昭和22年法律第67号 第244条の２第１項の規定に基づき

白石市不伐の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）
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第２条 本市の優れた自然環境を市民の永久財産として将来の世代へ継承することによって、

森林愛護思想の高揚を図り、もって緑豊かなまちづくりに資するため、白石市不伐の森（以

下「不伐の森」という ）を設置する。。

２ 不伐の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

白石市不伐の森 白石市福岡八宮字川原子

３ 不伐の森の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。

（保存の義務）

第２条 市長は、不伐の森を将来にわたり保存するよう努めなければならない。

２ 市民は、不伐の森が大切に保存されるよう協力しなければならない。

（行為の禁止）

第４条 不伐の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3)土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4)火気を使用し、火災の原因となる行為をすること。

(5)施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(6)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8)立入禁止区域に立ち入ること。

(9)その他不伐の森の保存上の支障となる行為をすること。

（適用除外）

第５条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

(1)有害鳥獣又は病害虫の駆除を行う場合

(2)学術調査を行う場合

(3)前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

（事業）

第６条 市長は、不伐の森の設置の目的を達成するため、適正な管理の下に必要な事業を行う

ものとする。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

資料８ 白石市水道水源保護条例
平成13年３月９日

白石市条例第10号

（目的）

第１条 この条例は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という ）第２条第１項の。

規定に基づき、住民の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で良質な水を確保するため、そ

の水源を保護するとともに、きれいな水を住民が享受する権利を守り、もって現在及び将来

にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(1)水源地域 法第３条第８項及び簡易給水施設等の規制に関する条例（昭和50年宮城県条例

第14号）に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道及び小規模水道の原水

の取水口並びにそれらの上流区域をいう。

(2)水源保護地域 水源地域のうち、市長が指定する区域をいう。
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(3)対象事業場 次に掲げる事業場をいう。

ア ゴルフ場

イ 一般廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第30

0号。以下「廃掃法施行令」という ）第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場。

をいう。

ウ 産業廃棄物最終処分場 廃掃法施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場

をいう。

(4)既設対象事業場 対象事業場のうち、本条例施行日において事業場を設置若しくは操業し

ているもの又は事業場設置のため、実質的な工事に着手しているものをいう。

(5)規制対象事業場 対象事業場のうち、水源保護地域を汚染するおそれがあるもので、別に

規則で定める認定基準に基づき、第7条第2項の規定により規制対象事業場と認定されたもの

をいう。

(6)事業者 水源保護地域内において、対象事業場を設置若しくは操業しようとしている者又

は設置若しくは操業している者をいう。

(7)排出水等 対象事業場から公共用水域（水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第２条第

１項に規定する公共用水域をいう ）に排出される浄化槽及び浸出水処理施設並びに地下水。

集排水管からの排出水及び対象事業場から土壌又は地下に浸透する水をいう。

(8)排水基準 排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号。以下「総理府令」という ）。

第１条に規定する排水基準をいう。

(9)水質検査 総理府令第２条に規定する検定方法により行うものをいう。

(10)閉鎖、ゴルフ場にあっては営業を止めたとき、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終

処分場にあっては廃棄物の搬入を止めたときをいう。

（市の責務）

第３条 市は、水源地域の保護に係る施策の実施に努めなければならない。

（住民及び事業者の責務）

第４条 住民は、市が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。

、 、 、２ 事業者は その事業活動を行うに当たり 水源地域の保護に必要な措置を講ずるとともに

市が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。

（水源保護地域の指定）

第５条 市長は、きれいな水を住民が享受する権利を守り、水源地域の水質を保全するため、

水源保護地域を指定するものとする。

２ 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、水

源保護地域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

３ 市長は、縦覧の場所及び前項に規定する期間を告示しなければならない。

４ 市長は、第2項に規定する縦覧期間経過後、白石市水道事業運営審議会条例（昭和58年白

石市条例第13号)の規定に基づく白石市水道事業運営審議会（以下「審議会」という ）の。

意見を聴かなければならない。

５ 前項の規定による審議会は、公開とする。

６ 市長は、第１項の規定により、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告

示しなければならない。

７ 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

８ 本条の規定は、第1項の規定を除き、水源保護地域を解除しようとする場合についても準

用する。

（利害関係者の意見陳述）

第６条 事業者、土地の所有者等、水源保護地域指定に関し利害関係を有する者（以下「利害

関係者」という ）は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べることができる。。

２ 審議会は、利害関係者が多数の場合は、意見陳述に代えて書面の提出を求めることができ

る。

（事前協議及び措置等）

、 、第７条 事業者は 水源保護地域内において対象事業場の建設又は操業を行おうとするときは
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あらかじめ市長に対し、規則で定める図書を添付した事前協議書を提出するとともに、関係

地域の住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他

の措置をとらなければならない。

２ 市長は、事前協議書を受理したときは、審議会に諮問し、90日以内に規制対象事業場の認

定の有無を決定し、事業者に通知するものとする。

３ 前項の規定による審議会は、公開とする。

４ 市長は、事業者が第1項の規定による協議をせず、又は措置をとらず、若しくはとる見込

みがないと認めるときは、事業者に対し期間を定めて協議をし、又は措置をとるよう勧告す

るものとする。

（事業者の意見陳述等）

第８条 事前協議書を提出した事業者は、審議会において関係資料を提出し、意見を述べるこ

とができる。

２ 審議会は、事前協議書を提出した事業者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることが

できる。

（事前協議終了前の着工禁止）

、 、第９条 事業者は 第７条第２項に規定する規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまで

対象事業場の建設工事に着手してはならない。

（計画の公開）

第10条 市長は、事前協議書を受理したときは、その事前協議書及び添付図書を20日以上の期

間を定め、縦覧に供しなければならない。ただし、添付図書中、企業秘密に属するものであ

って、かつ、公開することによって著しく事業者に不利益を与えると認める部分は、これを

公開しないことができる。

２ 審議会は、前項に規定する公開において、住民の意見を聴くことができる。

３ 審議会は、事業者に対し、前項に規定する住民の意見に対する見解書の提出を求めること

ができる。

（規制対象事業場の設置の禁止）

第11条 水源保護地域において、何人も規制対象事業場を設置してはならない。

（既設対象事業場の取扱い）

第12条 水源保護地域指定の際 当該地域内において 既設対象事業場の管理運営を行う者 以、 、 （

下「既設事業者」という ）は、当該地域の指定後60日以内に、市長に対し、規則で定める。

図書を添付して届出しなければならない。

２ 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、第７条第２項の規定に準じ、規制対象事

業場の認定の有無を決定し、既設事業者に通知するものとする。

３ 第１項に規定する届出をした既設事業者の意見陳述等については、第８条の規定を準用す

る。

（既設事業者の責務）

第13条 規制対象事業場と認定された既設事業者は、当該事業場の排出水等について、規則で

定めるところにより水質検査を実施し、市長に報告しなければならない。

２ 前条第１項の規定による届出をした既設事業者は、対象事業場を閉鎖した場合は、速やか

に市長に届け出なければならない。

３ 第１項に規定する水質検査は、既設規制対象事業場の閉鎖後、２年以上にわたり行われた

水質検査の結果、すべての検査項目について排水基準に適合していると認められるまで行わ

なければならない。

（改善命令等）

第14条 市長は、水源保護地域内の既設対象事業場の排出水等が、排水基準を超えた場合その

他遮水工の破損等により周辺環境への汚染の拡大が懸念される場合は、当該既設事業者に対

し期限を定めて施設の構造、使用方法及び汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用

の一時停止を命ずることができる。

（報告及び立入検査）

第15条 市長は、既設事業者に対して、排出水等の汚染状況その他の必要な事項に対し報告を
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求め、又はその職員若しくは市長の指定する者をして施設に立ち入り、排出水等の検査をさ

せることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。

（承継）

第16条 既設か否かを問わず対象事業場を譲り受け、借り受け、及び相続した者又は合併後存

続する法人若しくは合併により設立した法人は、事前協議書を提出した者及び第12条第１項

に規定する届出をした者の地位を承継する。

２ 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に市長に届け出

なければならない。

（指導）

、 、 、第17条 市長は 水源保護地域内において事業を行う者に対し 事業場からの排水等について

必要な指導、助言又は改善勧告を行うことができる。

（罰則）

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。

(1)第9条の規定に違反した者

(2)第11条の規定に違反した者

(3)第14条の規定による命令に違反した者

(4)第15条の規定による立入りを拒否した者

(5)第12条第１項及び第16条第２項の規定による届出をしなかった者

(6)第7条第１項に規定する事前協議書、第12条第１項に規定する届出書、第13条に規定する水

質検査等の報告書及びこれらの添付図書について、虚偽記載を行った者及び虚偽記載を命じ

た者

（両罰規定）

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して、各本条の罰金刑を科する。

（委任）

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
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資料９ 環境基準

環境の基準には、環境基準と規制基準があります。

、 、 。環境基準は行政の施策目標ともいうべきもので 直接 市民生活や事業活動を規制しません

これに対して、規制基準は工場や事業所等が守るべき基準で、規制基準に反すると、罰則があ

ります。規制の対象となるのは、工場や事業所等で、事業所等とは事業活動を行っているとこ

ろを広く指します。

環境省では、環境基本法第１６条に基づき環境基準を定めていますが、主要な環境基準は以

下のとおりです。

１．大 気

■表１ 大気汚染に係る環境基準

物 質 環境上の条件（告示年月日）

二酸化硫黄 １時間値の１日平均値が0.04 以下であり、かつ、１時間値ppm
（ＳＯ２） が0.1 以下であること。(48. 5.16告示)ppm
一酸化炭素 １時間値の１日平均値が10 以下であり、かつ、１時間値のppm
（ＣＯ） ８時間平均値が20 以下であること。(48.5.8告示)ppm
浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が0.10 3以下であり、かつ、１時間mg/m
（ＳＰＭ） 値が0.20 3以下であること。(48. 5.8告示)mg/m
二酸化窒素 １時間値の１日平均値が0.04 から0.06 までのゾーン内ppm ppm
（ＮＯ２） 又はそれ以下であること。(53. 7.11告示)

光化学オキシダント １時間値が0.06 以下であること。(48.5.8告示)ppm
（ＯＸ）

〔 備考 〕

・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、

適用しない。

・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 10μ 以下のものをいう。m
・二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04 から0.06 までのゾーン内にある地域にあっppm ppm
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。

・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２ 有害大気汚染物質に係る環境基準

物 質 環境上の条件（告示年月日）

ベンゼン １年平均値が0.003 3以下であること。( 9.2.4告示)mg/m H
トリクロロエチレン １年平均値が0.2 3以下であること。( 9.2.4告示)mg/m H
テトラクロロエチレン １年平均値が0.2 3以下であること。( 9.2.4告示)mg/m H
ジクロロメタン １年平均値が0.15 3以下であること。( 13.4.20告示)mg/m H

〔 備考 〕

・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、

適用しない。

・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。
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２．水 質

（１）水質汚濁に係る環境基準について

■表３ 人の健康の保護に関する環境基準（全公共用水域）

項 目 基準値 項 目 基準値

カドミウム 0.01 ／ℓ 以下 1,1,1 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ １ ／ℓ 以下mg - mg
全シアン 検出されないこと。 1,1,2 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 ／ℓ 以下- mg
鉛 0.01 ／ℓ 以下 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 ／ℓ 以下mg mg
六価クロム 0.05 ／ℓ 以下 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 ／ℓ 以下mg mg
砒素 0.01 ／ℓ 以下 1,3 ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 ／ℓ 以下mg - mg
総水銀 0.0005 ／ℓ 以下 チウラム 0.006 ／ℓ 以下mg mg
アルキル水銀 検出されないこと。 シマジン 0.003 ／ℓ 以下mg
ＰＣＢ 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02 ／ℓ 以下mg
ジクロロメタン 0.02 ／ℓ 以下 ベンゼン 0.01 ／ℓ 以下mg mg
四塩化炭素 0.002 ／ℓ 以下 セレン 0.01 ／ℓ 以下mg mg
1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 ／ℓ 以下 硝酸性窒素及び亜硝 10 ／ℓ 以下- mg mg

酸性窒素

1,1 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02 ／ℓ 以下 ふっ素 0.8 ／ℓ 以下- mg mg
ｼｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 ／ℓ 以下 ほう素 1 ／ℓ 以下- - mg mg

〔 備考 〕

・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｡

■表４ 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

基 準 値項目

利用目的の 水素イオン 生物化学的 浮遊物質量 溶存酸素量

適応性 濃度(ｐＨ) 酸素要求量 (ＳＳ) (ＤＯ) 大腸菌群数

(ＢＯＤ)類型

MPN/水道１級、自然環 6.5以上 50

ＡＡ 境保全及びＡ以下 8.5以下 １ ℓ以下 25 ℓ以下 7.5 ℓ以上 100 ℓ以下mg/ mg/ mg/ m
の欄に掲げるもの

MPN/水道２級、水産１ 6.5以上 1,000

Ａ 級、水浴及びＢ以 8.5以下 ２ ℓ以下 25 ℓ以下 7.5 ℓ以上 100 ℓ以下mg/ mg/ mg/ m
下の欄に掲げるもの

MPN/水道３級、水産２ 6.5以上 5,000

Ｂ 級及びＣ以下の欄 8.5以下 ３ ℓ以下 25 ℓ以下 ５ ℓ以上 100 ℓ以下mg/ mg/ mg/ m
に掲げるもの

水産３級、工業用 6.5以上

Ｃ 水１級及びＤ以下 8.5以下 ５ ℓ以下 50 ℓ以下 ５ ℓ以上 －mg/ mg/ mg/
の欄に掲げるもの

工業用水２級、農 6.0以上

Ｄ 業用水及びＥの欄 8.5以下 ８ ℓ以下 100 ℓ以下 ２ ℓ以上 －mg/ mg/ mg/
に掲げるもの

ごみ等の浮遊工業用水３級、環 6.0以上

Ｅ 境保全 8.5以下 10 ℓ以下 ２ ℓ以上 －mg/ mg/が認められな

いこと。

白石市関連の類型指定（流入する支川を含む）※

・白石川上流（川原子沢合流点より上流）ＡＡ（指定機関：国、Ｓ46.5.25指定）

・白石川下流（川原子沢合流点より下流） Ａ（指定機関：国、Ｓ46.5.25指定）

・斎川全域（白石川合流点まで） Ｂ（指定機関：宮城県、Ｓ54.3.30指定）
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〔 備考 〕

・基準値は、日間平均値とする。

・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５ 以上とする。mg/ℓ
（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

（２）地下水の水質汚濁に係る環境基準

地下水の環境基準は 「 表３）人の健康の保護に関する環境基準」と同じになっています。、（
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３．騒 音

指定地域内（都市計画法用途地域）のみ基準等が適用される。

■表５ 騒音に係る環境基準

基 準 値

地域の類型 昼 間 夜 間 白石市における該当地域

（ ） （ ）6 00～22 00 22 00～6 00: : : :
ＡＡ ５０デシベル ４０デシベル （県内では仙台市の一部のみ該当）

以下 以下

５５デシベル ４５デシベル 第１種種低層住居専用地域、第１種中高層住

Ａ及びＢ 以下 以下 居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地

域、準住居地域

Ｃ ６０デシベル ５０デシベル 商業地域、準工業地域、工業地域

以下 以下

■表６ 騒音に係る「道路に面する地域」の環境基準

基 準 値

地 域 の 区 分 昼 間 夜 間

（6 00～22 00） （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 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

地域

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域

〔 備考 〕

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

・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。

〔 〕基 準 値 備考

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昼 間 夜 間

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（6 00～22 00） （22 00～6 00）: : : :
（ 、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。７０デシベル以下 ６５デシベル以下

■表７ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型 基 準 値 白石市における該当地域

東北新幹線鉄道の本線及び側線の軌道中心線から両側にそ

Ⅰ ７０デシベル以下 れぞれ300ｍ以内の区域（以下「沿線区域」という ）のう。

、 、 、ち 第１種低層住居専用地域 第１種中高層住居専用地域

第１種・第２種住居地域及び準住居地域

Ⅱ ７５デシベル以下 沿線区域のうち、商業地域、準工業地域、工業地域
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４．土 壌

■表８ 土壌の汚染に係る環境基準について

項 目 環境上の条件

カドミウム 検液１ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地におい

ては、米１kgにつき１mg未満であること。

全シアン 検液中に検出されないこと。

有機燐（りん） 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（ひ）素 検液１ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に

限る）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（ポリ塩化ビフェニル） 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る）において、土壌１kgにつき125mg未

満であること。

ジクロロメタン 検液１ℓにつき0.02mg以下であること。

四塩化炭素 検液１ℓにつき0.002mg以下であること。

１，２－ジクロロエタン 検液１ℓにつき0.004mg以下であること。

１，１－ジクロロエチレン 検液１ℓにつき0.02mg以下であること。

シス－１，２－ジクロロエチレン 検液１ℓにつき0.04mg以下であること。

１，１，１－トリクロロエタン 検液１ℓにつき１mg以下であること。

１，１，２－トリクロロエタン 検液１ℓにつき0.006mg以下であること。

トリクロロエチレン 検液１ℓにつき0.03mg以下であること。

テトラクロロエチレン 検液１ℓにつき0.01mg以下であること。

１，３－ジクロロプロペン 検液１ℓにつき0.002mg以下であること。

チウラム 検液１ℓにつき0.006mg以下であること。

シマジン 検液１ℓにつき0.003mg以下であること。

チオベンカルブ 検液１ℓにつき0.02mg以下であること。

ベンゼン 検液１ℓにつき0.01mg以下であること。

セレン 検液１ℓにつき0.01mg以下であること。

ふっ素 検液１ℓにつき0.8mg以下であること。

ほう素 検液１ℓにつき１mg以下であること。

〔 備考 〕

・ カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）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１ につき0.01 0.01 0.05 0.01 0.0005 0.01ℓ mg mg mg mg mg mg
0.8 及び１ を超えていない場合には、それぞれ検液１ につき0.03 、0.03 、0.15 、0.03 、0.mg mg mg mg mg mgℓ

0015 、0.03 、2.4 及び３ とする。mg mg mg mg
・有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。
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５．ダイオキシン類

■表９ ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準

媒 体 基 準 値 備 考

大 気 0.6 3以下 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pg-TEQ/m
域または場所については適用しない。

水 質 １ ℓ以下 公共用水域及び地下水について適用する。pg-TEQ/
環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキ

シン類の量が250 以上の場合には、必要な調査を実pg-TEQ/g
土 壌 1000 以下 施することとなる。ただし、廃棄物の埋立地その他の場所でpg-TEQ/g

あって、外部から適切に区別されている施設の土壌について

は適用しない。

底 質 150 以下 公共用水域の水底の底質について適用する。pg-TEQ/g
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資料10 規制基準

主要な規制基準は以下のとおりです。

１．水質汚濁に関する排水基準

水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境項目等に被害が生じるおそれのある汚水廃液を排

出する施設で一定の要件を超えるものを特定施設とし、汚水等の公共用水域への排出について

排水基準（排水基準を定める総理府令）を定め、規制しています。

■表１０ 有害物質の排水基準

有害物質の種類 許容限度（ ／ℓ）mg
カドミウム及びその化合物 ０．１

シアン化合物 １

有機燐化合物 １

鉛及びその化合物 ０．１

六価クロム化合物 ０．５

砒ひ素及びその化合物 ０．１

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ０．００５

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

トリクロロエチレン ０．３

テトラクロロエチレン ０．１

ジクロロメタン ０．２

四塩化炭素 ０．０２

１，２―ジクロロエタン ０．０４

１，１―ジクロロエチレン ０．２

シス―１，２―ジクロロエチレン ０．４

１，１，１―トリクロロエタン ３

１，１，２―トリクロロエタン ０．０６

１，３―ジクロロプロペン ０．０２

チウラム ０．０６

シマジン ０．０３

チオベンカルブ ０．２

ベンゼン ０．１

セレン及びその化合物 ０．１

ほう素及びその化合物 海域 ２３０

その他 １０

ふっ素及びその化合物 海域 １５

その他 ８

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸 アンモニア性窒素に０．４を乗

化合物及び硝酸化合物 じたもの、亜硝酸性窒素及び硝

酸性窒素の合計量１００

〔 備考 〕

・有機燐化合物はパラチオン、メチルパラチオン、ＥＰＮ及びメチルジメトンをいう。

・有害物質は排水量に関係なく適用される。
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■表１１ 一般項目の排水基準

項 目 許容限度（ ／ℓ）mg
水素イオン濃度ｐＨ 海域 ５．０～９．０

その他 ５．８～８．６

生物化学的酸素要求量 ＢＯＤ １６０（日間平均１２０）

化学的酸素要求量 ＣＯＤ １６０（日間平均１２０）

浮遊物質量 ＳＳ ２００（日間平均１５０）

ノルマルヘキサン抽出 鉱油類含有量 ５

物質含有量(油分) 動植物油脂類含有量 ３０

フェノール類含有量 ５

銅含有量 Ｃｕ ３

亜鉛含有量 Ｚｎ ２

溶解性鉄含有量 Ｆｅ １０

溶解性マンガン含有量 Ｍｎ １０

クロム含有量 Ｃｒ ２

大腸菌群数 日平均３，０００個／㎤

窒素含有量 Ｔ－Ｎ １２０（日間平均６０）

燐含有量 Ｔ－Ｐ １６（日間平均８）

〔 備考 〕

・一般項目の排出基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が５０㎥以上である工場又は事

業場（畜産農業を除く）に係る排出水について適用する。

・生物化学的酸素要求量についての排出基準は、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。

・温泉を利用する旅館業については、一部項目について適用除外。

・窒素含有量・燐含有量の基準は、環境大臣が定める湖沼、海域及びこれに流入する河川に

排出される排出水について適用する。

※宮城県においては、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（昭和４７年宮城県条

例第４０号）により、以下の特別排水基準を適用する。

・一般項目の排出基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が３０㎥以上（阿武隈川及び阿

武隈川へ流入するすべての支川）である工場又は事業場（畜産農業を除く）に係る排出水

について適用する。

・上乗せ排水基準は畜産農業又はそのサービス業に属する特定事業場及び共同調理場につい

ては１０㎥／日以上が適用されるほか、水域毎・項目毎に適用される。
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２．騒音・振動に関する規制基準

騒音規制法や振動規制法では、著しい騒音又は振動を発生する施設が設置されている工場・

。 、事業場等を規制の対象としています 騒音・振動は広域的に影響を及ぼす公害とは異なるため

規制基準は全国一律ではなく、地域の実情に応じて定められています。

本市の騒音規制法及び振動規制法に基づく規制を受ける地域は、都市計画法に定める用途地

域について指定されています。

また、用途地域以外の地域は、宮城県公害防止条例において規制しています。

（騒音規制法・宮城県公害防止条例）■表１２ 特定工場騒音に係る規制基準

時間の区分 昼 間 朝（6 00～8 00） 夜 間: :
区域の区分 8 00～19 00 夕 19 00～22 00) （22 00～（ ） （: : : : :
（白石市の該当地域） 翌日6 00):
第１種 第１種低層住居専用地域 ５０ ４５ ４０

区 域 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第２種 第１種中高層住居専用地域、

区 域 第１種住居地域、第２種住居 ５５ ５０ ４５

地域、準住居地域 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第３種 商業地域、準工業地域 ６０ ５５ ５０

区 域 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第４種 工業地域 ６５ ６０ ５５

区 域 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

〔 備考 〕

・学校（幼稚園を含む 、保育所、病院、診療所（有床に限る 、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地及） ）

びその周囲おおむね５０ｍの区域内における基準は、上表に定める値から５デシベルを減じた値とする。

宮城県公害防止条例においては、都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域については、第２種区域・

の基準を適用する。

（振動規制法・宮城県公害防止条例）■表１３ 特定工場振動に係る規制基準

時間の区分 昼 間 夜 間

区域の区分 8 00～19 00 （19 00～（ ）: : :
（白石市の該当地域） 翌日8 00):
第１種 第１種低層住居専用地域、第１種中高層

区 域 住居専用地域、 第１種住居地域、第２種 ６０ ５５

住居地域、準住居地域 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第２種 商業地域、準工業地域、

区 域 工業地域 ６５ ６０

ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

〔 備考 〕

・学校（幼稚園を含む 、保育所、病院、診療所（有床に限る 、図書館並びに特別養護老人ホーム） ）

の敷地及びその周囲おおむね５０ｍの区域内における基準は、上表に定める値から５デシベルを

減じた値とする。

宮城県公害防止条例においては、都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域については、第・

１種区域の基準を適用する。
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■表１４ 特定建設作業に係る規制基準

（騒音規制法・振動規制法）

騒 音 振 動

規制基準 敷地境界において 敷地境界において

８５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ ７５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

１日の延 日曜・休日作業禁止時間 連続作業期間
作業時間 の作業

禁 止
１号区域 7 00～19 00 10時間以内: :

６日以内
２号区域 6 00～22 00 14時間以内: :
適用除外 ・災害その他非常事態により緊急に行う必要があるもの

・生命又は身体に対する危険を防止するためのもの 等

〔 備考 〕

・指定地域内（都市計画法用途地域）のみ法律で規制される。

・１号区域とは、都市計画法に基づく用途地域のうち工業地域以外の地域及び、工業地域の

うち学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地境界線から８０

ｍまでの区域をいう。

・２号区域とは、工業地域のうち前号の地域以外の地域をいう。

・特定建設作業には、作業を開始した日に終了するものは含まれない。

（宮城県公害防止条例）■表１５ 飲食店営業等に係る深夜営業騒音の規制基準

区域の区分（白石市の該当地域） 許容限度 規制の時間

第１種区域 第１種低層住居専用地域 ４０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第２種区域 第１種中高層住居専用地域、

第１種住居地域、第２種住居 ４５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 午後１０時～

地域、準住居地域 翌日午前６時

第３種区域 商業地域、準工業地域 ５０ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

第４種区域 工業地域 ５５ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

〔 備考 〕

・第１種・第２種住居地域、準住居地域、商業地域、準工業地域及び工業地域内に所在する学校（幼

稚園を含む 、保育所、病院、診療所（有床に限る 、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲お） ）

おむね５０ｍの区域内における基準は、上表に定める値から５デシベルを減じた値とする。

都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域については、第２種区域の基準を適用する。・

－１１７－



３．悪臭に関する規制基準

〔 〕〔悪臭防止法〕 〔県公害防止条例〕 県悪臭公害防止対策要綱

規制等の 嗅覚測定による臭気指 嗅覚測定による臭気指数規制 嗅覚測定による臭気強度指導

手法 数規制

指定地域 知事が指定した地域 市内全域（ただし、悪臭防止法指定 市内全域

（白石市は用途地域） 地域を除く）

規制対象 指定地域内の全工場・ イ 飼料又は有機質肥料の製造の用 日本標準産業分類の大分類の

事業場 に供する施設で次に掲げるもの(原 次の業種

料として、魚腸骨、鳥獣骨、フェ イ 農業

ザー又はこれらのソリュブルを使 ロ 建設業

用するものに限る) ハ 製造業

（１）原料置場 ニ 卸売業・小売業

（２）原料処理加工施設 ホ 電気・ガス・水道・熱供

（３）真空濃縮施設 給業

（４）乾燥施設 ヘ サービス業

（５）脱臭施設 上記の施設及び作業には、

ロ 有機質肥料の製造の用に供する 廃棄物（排せつ物）を含むも

施設で次に掲げるもの(イの項に掲 のとする。

げるものを除く)

（１）原料置場

（２）原料処理加工施設

（３）強制発酵施設

（４）乾燥施設

（５）脱臭施設

規制指導 白石市 宮城県 宮城県、白石市（事務委任）

の主体

規制基準 施設の 許 容 限 度 敷地境界線上において

種類 敷地境界線 排 出 口 排出水 臭気強度 １．８

悪臭防止法第４条第２項

（ ）上記イ 臭気指数 に定める規制基準を基礎 臭気指数 参考 ６段階臭気強度表示法

の施設 １５ として、悪臭防止法施行 ３１ ０ 無臭

規則第６条の２に定める １ やっと感知できる臭い

方法により算出した臭気 ２ 何のにおいであるかが

強度又は臭気指数 わかる弱い臭い

３ らくに感知できる臭い

上記ロ 臭気指数 同 上 臭気指数 ４ 強い臭い

の施設 １５ ３１ ５ 強烈な臭い

測定法 測定法

三点比較式臭袋法 三点比較式臭気採点法

〔 備考 〕

・臭気指数とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、試料とする気体又は水の臭気を人間の

嗅覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合における当該希釈倍数(以下「臭気濃

度」という。)を次式により変換したものをいう。

Ｙ＝１０ Ｃ（Ｙ：臭気指数、Ｃ：臭気濃度）log

－１１８－


