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4. 地域の概況 

本章では、既存資料の収集・整理により地域特性を把握する。 

社会的状況に係る事項の既存資料調査の調査範囲は、本ごみ処理施設を構成する泉佐野市、田

尻町及び熊取町に、環境影響が及ぶ可能性がある泉南市を加えた 4市町とした（以下「対象市町」

という。）。 

また、生活環境や自然環境に係る事項の既存資料調査の調査範囲は、対象事業実施区域から 3km

の範囲及びその周辺とした（以下「対象事業実施区域周辺」という。）。 

 

4.1 社会的状況 

4.1.1 人口 

対象市町の人口及び世帯数の現況は表 4.1.1 に示すとおりである。また、過去 5 年間におけ

る人口及び世帯数の推移は表 4.1.2に示すとおりである。泉佐野市、熊取町、泉南市の人口はわ

ずかに減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向にある。田尻町は人口、世帯数ともに年によって増

減が見られる。 

表 4.1.1 人口及び世帯数の現況 

市町 
世帯数 

（世帯） 

人口 

（人） 

人口密度 

（人/km2） 

面積 

（km2） 

泉佐野市 47,555 99,316 1,757 56.51 

田尻町 3,792 8,297 1,476 5.62 

熊取町 18,272 43,277 2,510 17.24 

泉南市 26,374 60,795 1,241 48.98 

備考）世帯数、人口、人口密度は令和 3 年 3 月 31 日、面積は令和 3 年 7 月 1 日時点の情報である。 

出典：「人口・世帯数の月別推移」（泉佐野市ホームページ https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu

/shimin/menu/juminkihondaicho/jinkou_suii/jinkousetai_suii.html 令和 3年 12 月閲覧） 

「人口世帯数について」（熊取町ホームページ https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/juumin/juum

in/kurashi/zyuuki/zinkou_setai/index.html 令和 3 年 12月閲覧） 

「世帯数・人口」（泉佐野市田尻町清掃施設組合ホームページ ※田尻町の人口のみ http://sanotajir

i.la.coocan.jp/kumiai.htm 令和 3 年 12 月閲覧） 

「地区別世帯人口統計」（泉南市ホームページ http://www.city.sennan.lg.jp/i/shisei/annai/tokei/1

458795191323.html 令和 3 年 12 月閲覧） 

「令和 3 年 全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院ホームページ https://www.gsi.go.jp/KOKU

JYOHO/MENCHO-title.htm 令和 3 年 12 月閲覧）より作成 
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表 4.1.2 人口及び世帯数の推移 

（各年度 3 月 31 日現在） 

市町 項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

泉佐野市 
人口（人） 100,767 100,615 100,596 100,287 99,316 

世帯数（世帯） 45,798 46,305 47,000 47,547 47,555 

田尻町 
人口（人） 8,528 8,493 8,598 8,479 8,297 

世帯数（世帯） 3,977 3,938 4,012 3,924 3,792 

熊取町 
人口（人） 43,948 43,917 43,685 43,589 43,277 

世帯数（世帯） 17,686 17,849 18,001 18,174 18,272 

泉南市 
人口（人） 63,125 62,549 61,984 61,457 60,795 

世帯数（世帯） 25,952 26,069 26,207 26,308 26,374 

出典：「人口・世帯数の月別推移」（泉佐野市ホームページ https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/so

mu/shimin/menu/juminkihondaicho/jinkou_suii/jinkousetai_suii.html 令和 3年 12 月閲覧） 

「人口世帯数について」（熊取町ホームページ https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/juumin/ju

umin/kurashi/zyuuki/zinkou_setai/index.html 令和 3 年 12 月閲覧） 

「世帯数・人口」（泉佐野市田尻町清掃施設組合ホームページ ※田尻町の人口のみ http://sanotaj

iri.la.coocan.jp/kumiai.htm 令和 3 年 12 月閲覧）より作成 
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4.1.2 産業 

対象市町の産業別事業所数及び従業者数は表 4.1.3 のとおりであり、事業所数は、泉佐野市

約 4,700、田尻町約 400、熊取町約 1,200、泉南市が約 2,100であり、従業者数は泉佐野市約 53,100

人、田尻町約 6,400 人、熊取町約 9,900 人、泉南市約 23,100 人となっている。産業別では第三

次産業の占める割合が多く、第三次産業の従業者の割合は、泉佐野市約 82%、田尻町約 93%、熊

取町約 83%、泉南市約 74%である。 

表 4.1.3 産業別事業所数及び従業者数 

（平成 28 年 6 月 1 日現在） 

項目 
事業所数 従業者数（人） 

泉佐野市 田尻町 熊取町 泉南市 泉佐野市 田尻町 熊取町 泉南市 

第一次

産業 
農林漁業 8 1 2 7 40 1 9 66 

第二次

産業 

鉱業 － - - － － - - － 

建設業 285 25 126 168 1,705 157 529 981 

製造業 527 18 124 243 7,994 281 1,168 4,945 

小計 812 43 250 411 9,699 438 1,697 5,926 

第三次

産業 

電気・ガス・熱供

給・水道業 
4 1 1 6 30 18 1 125 

情報通信業 23 2 4 5 193 16 15 14 

運輸業、郵便業 240 35 18 124 6,570 2,423 168 3,422 

卸売業、小売業 1,328 101 249 553 11,741 1,191 1,616 4,346 

金融業、保険業 56 9 13 15 1,058 67 121 184 

不動産業、物品賃

貸業 
259 26 113 157 1,157 94 245 419 

学術研究、専門・

技術サービス業 
119 3 39 48 554 8 299 341 

宿泊業、飲食サー

ビス業 
605 64 131 207 5,750 1,045 812 1,695 

生活関連サービ

ス業、娯楽業 
392 31 105 191 2,275 96 446 1,000 

教育、学習支援業 139 12 85 64 1,021 28 1,135 319 

医療、福祉 400 24 158 192 7,348 321 3,037 3,665 

複合サービス事

業 
23 1 8 11 508 4 68 222 

サービス業（他に

分類されないも

の） 

286 33 63 137 5,149 672 261 1,357 

小計 3,874 342 987 1,710 43,354 5,983 8,224 17,109 

全産業合計 4,694 386 1,239 2,128 53,093 6,422 9,930 23,101 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成  
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(1) 農業 

対象市町の農家（経営耕地面積が 10ha 以上または農産物販売金額が 15 万円以上）の農家

数、経営耕地面積の推移は表 4.1.4に示すとおりである。平成 27年は平成 22年に比べ、熊

取町の農家数と経営耕地面積がわずかに増加している以外は、いずれの市町も各項目で減少

している。 

表 4.1.4 農家数、経営耕地面積の推移 

（各年 2 月 1 日現在） 

市町 項目 平成 22 年 平成 27 年 

泉佐野市 
農家数（戸） 1,080 1,029 

経営耕地面積（a） 49,700 48,759 

田尻町 
農家数（戸） 92 72 

経営耕地面積（a） 2,972 2,233 

熊取町 
農家数（戸） 314 334 

経営耕地面積（a） 12,512 12,716 

泉南市 
農家数（戸） 687 617 

経営耕地面積（a） 28,689 25,610 

出典：「平成 27 年度 大阪府統計年鑑」（平成 28 年、大阪府） 

「令和 2 年度  大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 

 

販売農家における農家の世帯員数の推移は表 4.1.5に示すとおりであり、平成 27年は平

成 22年に比べ、いずれの市町も減少している。 

表 4.1.5 農家の世帯員数の推移 

（各年 2 月 1 日現在） 

市町 項目 平成 22 年 平成 27 年 

泉佐野市 世帯員（人） 2,359 1,913 

田尻町 世帯員（人） 99 71 

熊取町 世帯員（人） 584 474 

泉南市 世帯員（人） 1,239 973 

出典：「平成 27 年度 大阪府統計年鑑」（平成 28 年、大阪府） 

「令和 2 年度  大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 
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このうち、販売農家（経営耕地面積が 30ha以上または農産物販売金額が 50万円以上）の

平成 27年における専業・兼業別農家数は表 4.1.6に示すとおりである。販売農家数合計は、

泉佐野市 501 戸、田尻町 27 戸、熊取町 122 戸、泉南市 297 戸であり、そのうち田尻町以外

では第 2 種兼業農家が最も多く、泉佐野市で 49.9%、熊取町で 61.5%、泉南市で 45.5%を占

めている。 

表 4.1.6 専業・兼業別農家数 

（平成 27 年 2 月 1 日現在、単位：戸） 

市町 自給的農家 

販売農家 

専業・兼業 

農家数合計 
専業農家 

兼業農家 

第 1 種 

兼業農家 

第 2 種 

兼業農家 

泉佐野市 528 501 
192 

（38.3%） 

59 

（11.8%） 

250 

（49.9%） 

田尻町 45 27 
17 

(63.0%) 
- 

(0.0%) 

10 

(37.0%) 

熊取町 212 122 
38 

（31.1%） 

9 

（7.4%） 

75 

（61.5%） 

泉南市 320 297 
127 

（42.8%） 

35 

（11.8%） 

135 

（45.5%） 

備考）専業農家は世帯員中に兼業従事者がいない農家、兼業農家は世帯員中に兼業従事者が 1 人以上いる農家 

となる。 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 

 

また、対象市町の耕地面積は表 4.1.7 に示すとおりである。泉佐野市 32,831a、田尻町

1,561a、熊取町で 6,905a、泉南市で 17,763aである。いずれの市町も耕地の大部分は田であ

り、泉佐野市で 93.3%、田尻町で 94.6%、熊取町で 92.3%、泉南市で 78.4%を占めている。 

表 4.1.7 耕地面積の内訳 

（令和 2 年 2 月 1 日現在、単位：a） 

市町 総面積注 1） 田 畑 樹園地 

泉佐野市 32,831 
30,636  

(93.3%) 

2,036  

(6.2%) 

159  

(0.5%) 

田尻町 1,561 
1,477  

(94.6%) 

65  

(4.2%) 

19  

(1.2%) 

熊取町 6,905 
6,376  

(92.3%) 

392  

(5.7%) 

137  

(2.0%) 

泉南市 17,763 
13,932  

(78.4%) 

3,238  

(18.2%) 

593  

(3.3%) 
注 1）総面積は、経営耕地面積の面積となる。 

出典：「2020 年農林業センサス（確報）」（大阪府）より作成 
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(2) 林業 

対象市町の林家（調査期日現在の保有山林面積が 1ha 以上の世帯）の林家数、保有山林面

積の推移は表 4.1.8 に示すとおりである。令和 2 年は平成 27 年に比べ、熊取町の農家林家

保有山林面積を除くと、いずれの市町も各項目で減少している。 

表 4.1.8 林家数、保有山林面積の推移 

（各年 2 月 1 日現在） 

市町 項目 平成 27 年 令和 2 年 

泉佐野市 

林家数（戸） 182 143 

 農家林家数（戸） 91 74 

非農家林家数（戸） 91 69 

保有山林面積（a） 71,234 60,581 

 農家林野保有山林面積（a） 36,834 31,260 

 非農家林野保有山林面積（a） 34,400 29,321 

田尻町 

林家数（戸） 2 1 

 農家林家数（戸） x x 

非農家林家数（戸） x x 

保有山林面積（a） x x 

 農家林野保有山林面積（a） x x 

非農家林野保有山林面積（a） x x 

熊取町 

林家数（戸） 36 30 

 農家林家数（戸） 13 11 

非農家林家数（戸） 23 19 

保有山林面積（a） 29,378 28,288 

 農家林野保有山林面積（a） 3,480 3,780 

非農家林野保有山林面積（a） 25,898 24,508 

泉南市 

林家数（戸） 56 50 

 

 

農家林家数（戸） 17 13 

非農家林家数（戸） 39 37 

保有山林面積（a） 44,858 38,837 

 農家林野保有山林面積（a） 17,256 14,156 

非農家林野保有山林面積（a） 27,602 24,681 

備考）「x」表記は個人または法人その他の団体に関する秘密保護のため秘匿したもの。秘匿した数字

が差し引き計算により判明する場合はさらに他の箇所を xで秘匿。 

出典：「2015 年農林業センサス結果概要～農林業経営体調査 大阪府報告書」（平成 28年、大阪府） 

「2020 年農林業センサス結果概要～農林業経営体調査 大阪府報告書」（令和 3 年、大阪府）よ

り作成 
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(3) 漁業 

対象市町の海面漁業における漁業経営体数、就業人口の推移は表 4.1.9に示すとおりであ

る。平成 30 年は平成 25 年に比べ、泉南市の岡田浦漁業地区及び樽井漁業地区の就業者を除

くと、いずれの市町も各項目で減少している。 

 

表 4.1.9 漁業地区別漁業経営体数、就業者の推移 

（各年 11 月 1 日現在） 

市町 漁業地区 項目 平成 25 年 平成 30 年 

泉佐野市 泉佐野 
経営体数（経営体） 72 59 

就業者（人） 194 128 

田尻町 田尻 
経営体数（経営体） 22 20 

就業者（人） 25 23 

泉南市 

岡田浦 
経営体数（経営体） 48 33 

就業者（人） 47 47 

樽井 
経営体数（経営体） 17 17 

就業者（人） 17 22 

備考）海面漁業調査に熊取町は含まれていない。 

出典：「2013 年漁業センサスからみた大阪の漁業 海面漁業調査（漁業経営体調査）報告書」（平成 27

年、大阪府） 

「2018 年漁業センサスからみた大阪の漁業 海面漁業調査（漁業経営体調査）報告書」（令和 2 年、

大阪府）より作成 
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(4) 工業 

対象市町の事業所数及び従業者数等は表 4.1.10 に示すとおりである。令和元年における

事業所数は、泉佐野市 179、田尻町 7、熊取町 33、泉南市 100 であり、従業者数は泉佐野市

6,708人、田尻町 281 人、熊取町 1,189人、泉南市 4,010人となっている。 

 

表 4.1.10 事業所数、従業者数、製造品等出荷額（従業者 4人以上） 

市町 項目 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

泉佐野市 

事業所 189 186 179 

従業者数（人） 6,467 6,474 6,708 

製造品出荷額（万円） 22,901,623 23,562,950 24,112,859 

田尻町 

事業所 5 5 7 

従業者数（人） 216 211 281 

製造品出荷額（万円） 644,559 590,497 664,195 

熊取町 

事業所 34 35 33 

従業者数（人） 1,117 1,178 1,189 

製造品出荷額（万円） 2,012,770 2,091,146 2,042,736 

泉南市 

事業所 105 105 100 

従業者数（人） 3,867 3,918 4,010 

製造品出荷額（万円） 7,967,720 8,411,218 8,887,978 

出典：「平成 30 年度 大阪府統計年鑑」（平成 31 年、大阪府） 

「令和元年度  大阪府統計年鑑」（令和 2 年、大阪府） 

「令和 2 年度  大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 
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(5) 商業 

対象市町の事業所数及び従業者数等は表 4.1.11に示すとおりである。平成 28年における

卸売業と小売業を合計した事業所数は、泉佐野市 1,039、田尻町 91、熊取町 215、泉南市 451

であり、従業者数は泉佐野市 9,107人、田尻町 1,094人、熊取町 1,397人、泉南市 3,679人、

年間商品販売額は泉佐野市 319,357 百万円、田尻町 36,050 百万円、熊取町 26,328 百万円、

泉南市 85,398百万円となっている。 

表 4.1.11 事業所数、従業者数、年間商品販売額 

年 

項目 
平成 24 年 平成 28 年 

泉佐野市 

事業所数 

卸売業 187 202 

小売業 709 837 

合計 896 1,039 

従業者数（人） 

卸売業 1,124 1,631 

小売業 5,319 7,476 

合計 6,443 9,107 

年間商品販売額（百万円） 

卸売業 84,716 131,149 

小売業 100,947 188,208 

合計 185,663 319,357 

田尻町 

事業所数 

卸売業 11 10 

小売業 59 81 

合計 70 91 

従業者数（人） 

卸売業 67 45 

小売業 366 1,049 

合計 433 1,094 

年間商品販売額（百万円） 

卸売業 8,017 1,994 

小売業 9,807 34,056 

合計 17,824 36,050 

熊取町 

事業所数 

卸売業 27 30 

小売業 166 185 

合計 193 215 

従業者数（人） 

卸売業 109 146 

小売業 989 1,251 

合計 1,098 1,397 

年間商品販売額（百万円） 

卸売業 4,864 11,004 

小売業 11,785 15,324 

合計 16,649 26,328 

泉南市 

事業所数 

卸売業 61 68 

小売業 381 383 

合計 442 451 

従業者数（人） 

卸売業 332 536 

小売業 2,727 3,143 

合計 3,059 3,679 

年間商品販売額（百万円） 

卸売業 9,252 15,002 

小売業 55,521 70,396 

合計 64,773 85,398 

出典：「平成 24 年度 経済センサス活動調査」（平成 25 年 総務省・経済産業省）（経済産業省

ホームページ https://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/index.html 令和 3 年 12

月閲覧） 

「平成 28 年度 経済センサス活動調査」（平成 29 年 総務省・経済産業省）（経済産業省

ホームページ https://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/index.html 令和 3 年 12

月閲覧）より作成  
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4.1.3 交通 

(1) 道路 

対象事業実施区域周辺の主要道路は、阪和自動車道、関西空港自動車道、一般国道 170号、

泉佐野打田線等があり、これらの道路における交通量は表 4.1.12(1)及び(2)に示すとおりで

ある。また、調査地点は図 4.1.1に示すとおりである。 

表 4.1.12(1) 対象事業実施区域周辺主要道路における道路交通量（平成 27年度） 

（単位：台） 

道
路
区
分 

道路路線名 

図中 

番号 
注 1） 

観測地点名 

平日 12 時間（7～19 時） 
注 2） 

平日 

24 時間 
注 2） 小型車 大型車 合計 

高
速
道
路 

阪和自動車道 
1 

岸和田牛滝山貝塚線貝塚 IC～

関西空港自動車道泉佐野 JCT 

18,670 4,469 23,139 30,558 

阪和自動車道 
2 

関西空港自動車道泉佐野 JCT

～泉佐野岩出線（新）泉南 IC 

23,705 6,328 30,033 39,650 

関西空港自動車道 
3 

阪和自動車道泉佐野 JCT～一

般国道 481 号上之郷 IC 

11,904 3,350 15,254 20,322 

関西空港自動車道 
4 

一般国道 481 号上之郷 IC～

一般国道 481 号泉佐野 IC 

9,994 3,060 13,054 17,478 

関西空港自動車道 5 泉佐野 IC～りんくう JCT 7,765 2,478 10,243 13,949 

高速湾岸線 6 泉佐野市住吉町 19,133 6,718 25,851 35,633 

高速湾岸線 7 泉佐野市りんくう往来北 10,195 3,943 14,138 19,695 

一
般
国
道 

一般国道 26 号 8 - *46,700 *5,654 *52,354 *74,343 

一般国道 26 号 9 泉南市北野 16,726 2,072 18,798 24,392 

一般国道 170 号（新） 10 岸和田市北阪町 14,740 2,859 17,599 *23,231 

一般国道 170 号（新） 11 泉南郡熊取町紺屋 15,550 1,652 17,202 *23,223 

一般国道 170 号 12 泉南郡熊取町大久保 14,462 1,857 16,319 *22,194 

一般国道 170 号 13 泉南郡熊取町大久保東 8,630 869 9,499 *12,349 

一般国道 481 号 14 大阪府泉佐野市高松南 2 丁目 12,285 1,901 14,186 *18,725 

一般国道 481 号 15 泉佐野市長滝 8,018 873 8,891 11,197 

主
要
地
方
道 

枚方富田林泉佐野線 16 泉佐野市瓦屋町 9,081 1,282 10,363 *13,679 

大阪臨海線 17 泉佐野市りんくう往来北 21,313 6,011 27,324 *38,254 

大阪臨海線 18 - *16,681 *1,710 *18,391 *25,012 

大阪和泉泉南線 19 泉佐野市俵屋 9,758 713 10,471 *13,822 

大阪和泉泉南線 20 泉南市新家 9,040 493 9,533 *12,584 

大阪和泉泉南線 21 泉南郡熊取町大久保南 2 丁目 9,357 335 9,692 *12,793 

岸和田牛滝山貝塚線（新） 22 貝塚市三ツ松 11,576 1,693 13,269 *17,780 

泉佐野打田線 23 泉南郡熊取町五門 6,453 737 7,190 *9,419 

大阪和泉泉南線 24 - *5,833 *307 *6,140 *8,043 

泉佐野打田線（旧） 25 - *7,925 *930 *8,855 *11,600 

泉佐野打田線 26 泉佐野市大木 5,169 350 5,519 7,208 

泉佐野打田線（旧） 27 - *7,925 *930 *8,855 *11,600 

泉佐野打田線（旧） 28 - *8,238 *967 *9,205 *12,059 

泉佐野岩出線 29 泉佐野市笠松 2 丁目 8,848 667 9,515 *12,560 

泉佐野岩出線 30 泉南市信達金熊寺 625 76 701 *974 

注 1）表中の番号は図 4.1.1に対応している。 

注 2）表中の*印は推定値。 

出典：「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査」（国土交通省）より作成 
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表 4.1.12(2) 対象事業実施区域周辺主要道路における道路交通量（平成 27年度） 

（単位：台） 

道
路
区
分 

道路路線名 

図中 

番号注

1） 

観測地点名 

平日 12 時間（7～19 時） 
注 2） 

平日 

24 時間 
注 2） 小型車 大型車 合計 

主
要
地
方
道 

泉佐野岩出線 31 泉南市信達六尾 10,680 2,407 13,087 18,317 

泉佐野岩出線（新） 32 泉佐野市りんくう往来南 19,828 4,644 24,472 *34,016 

和歌山貝塚線 33 泉南市信達市場 2,195 93 2,288 2,972 

和歌山貝塚線 34 泉佐野市中庄町 5,260 238 5,498 *7,092 

一
般
府
道 

水間和泉橋本停車場線 35 貝塚市橋本 4,920 297 5,217 *6,730 

泉佐野熊取線 36 泉佐野市新家町 5,675 180 5,855 7,486 

土丸栄線 37 泉佐野市日根野 9,324 634 9,958 *13,145 

日根野羽倉崎線 38 泉佐野市長滝 2,492 187 2,679 *3,402 

泉佐野停車場線 39 - *4,422 *390 *4,812 *6,207 

新家田尻線 40 泉南郡田尻町吉見 4,126 191 4,317 *5,569 

大苗代岡田浦停車場線 41 - *1,746 *100 *1,846 *2,289 

和泉砂川停車場線 42 - *5,617 *174 *5,791 *7,470 

注 1）表中の番号は図 4.1.1に対応している。 

注 2）表中の*印は推定値。 

出典：「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査」（国土交通省）より作成 
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図 4.1.1 道路交通量調査地点 

  

注）図中の数字は表 4.1.12の図中番号と対応している。 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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(2) 鉄道 

対象市町の鉄道網の状況は、図 4.1.2に示すとおりであり、西日本旅客鉄道の阪和線、南

海電気鉄道の南海本線及び南海空港線がある。周辺の駅としては、阪和線の熊取駅、日根野

駅及び長滝駅、南海本線の泉佐野駅、羽倉崎駅及び吉見ノ里駅等がある。 

対象市町の駅における令和元年度における 1 日当たりの乗車人員は表 4.1.13 に示すとお

りである。関西空港駅の利用が最も多いが、関西空港駅に次いでは、阪和線の熊取駅が最も

多く、10,978人となっている。 

 

表 4.1.13 対象市町の駅における 1日当たりの乗車人員数 

（単位：人/日） 

会社名 路線名 駅名 乗車人員 備考 

西日本旅客鉄道 

阪和線 

東佐野 1,278 令和元年度中の 1日平均 

熊取駅 10,978  

日根野駅 8,816  

長滝駅 942  

新家駅 2,706  

和泉砂川駅 4,166  

関西空港線 
りんくうタウン駅 3,574  

関西空港駅 14,360 

南海電気鉄道 

南海本線 

鶴原駅 1,726  

井原里駅 1,542  

泉佐野駅 10,343  

羽倉崎駅 3,053  

吉見ノ里駅 1,950  

岡田浦駅 1,263 

樽井駅 3,920 

南海空港線 

泉佐野駅 1,725  

りんくうタウン駅 6,172  

関西空港駅 16,698 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 
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図 4.1.2 対象事業実施区域周辺の鉄道網 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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4.1.4 土地利用 

(1) 土地利用状況 

1) 土地利用（地目別民有地）の状況 

対象市町の土地利用（地目別民有地）の状況は、表 4.1.14に示すとおりである。 

民有地における土地利用総面積は泉佐野市 27,780 千 m2、田尻町 4,557 千 m2、熊取町

8,157千m2、泉南市18,824千m2であり、宅地の占める割合は泉佐野市40.3%、田尻町23.1%、

熊取町 49.2%、泉南市 39.9%である。 

表 4.1.14 土地利用（地目別民有地）状況 

（令和 2 年 1 月 1 日現在） 

区分 

（地目） 

泉佐野市 田尻町 熊取町 泉南市 

面積 

（千 m2） 

割合 

(%) 

面積 

（千 m2） 

割合 

(%) 

面積 

（千 m2） 

割合 

(%) 

面積 

（千 m2） 

割合 

(%) 

田 5,785 20.8  558 12.2 1,694 20.8  4,006 21.3  

畑 549 2.0  3 0.1 250 3.1  869 4.6  

宅地 11,186 40.3  1,050 23.1 4,009 49.2  7,517 39.9  

池沼 - - - - - - - - 

山林 4,984 17.9  - - 1,423 17.4  3,028 16.1  

原野 12 0.0  - - 29 0.4  126 0.7  

鉄軌道用地 422 1.5  78 1.7 25 0.3  166 0.9  

雑種地 4,842 17.4  2,868 62.9 727 8.9  3,111 16.5  

総面積  27,780 100.0  4,557 100.0 8,157 100.0  18,824 100.0  

備考 1）各市町村保管の固定資産課税台帳に登録されている土地である。 

備考 2）総面積の値は、四捨五入の関係で内訳の合計と必ずしも一致しない。 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 

 

2) 用途地域の状況 

用途地域の状況は表 4.1.15(1)及び(2)に示すとおりであり、都市計画法に基づく用途

地域の状況は泉佐野市と田尻町では工業系が最も多く、熊取町と泉南市では住居系が最も

多くなっている。 

また、対象事業実施区域周辺における用途地域の指定状況は図 4.1.3 に示すとおりで

ある。対象事業実施区域は現在、市街化調整区域であり、用途地域の指定は行われていな

い。 
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表 4.1.15(1) 用途地域の状況 

(平成 31 年 3 月末現在) 

市

町 
項目 面積（ha）注 1）注 2） 

泉
佐
野
市 

用
途
地
域 

住居系 

第一種低層住居専用地域 107.1 (5.2) 

686.8 (33.0) 

2,078.9 (100.0) 

第二種低層住居専用地域 0.0 (0.0) 

第一種中高層専用地域 46.5 (2.2) 

第二種中高層専用地域 179.1 (8.6) 

第一種住居地域 344.9 (16.6) 

第二種住居地域 9.2 (0.4) 

準住居地域 0.0 (0.0) 

商業系 
近隣商業地域 71.5 (3.4) 

129.1 （6.2) 
商業地域 57.6 (2.8) 

工業系 

準工業地域 1,121.0 (53.9) 

1,263.0 (60.8) 工業地域 79.0 (3.8) 

工業専用地域 63.0 (3.0) 

市街化調整区域      3,572 

田
尻
町 

用
途
地
域 

住居系 

第一種低層住居専用地域 0.0 (0.0) 

84.0 (33.1) 

284.4 (100.0) 

第二種低層住居専用地域 0.0 (0.0) 

第一種中高層専用地域 0.0 (0.0) 

第二種中高層専用地域 22.0 (7.7) 

第一種住居地域 72.0 (25.3) 

第二種住居地域 0.0 (0.0) 

準住居地域 0.0 (0.0) 

商業系 
近隣商業地域 1.9 (0.7) 

1.9 （0.7) 
商業地域 0.0 (0.0) 

工業系 

準工業地域 183.4 (64.5) 

188.5 (66.3) 工業地域 5.1 (1.8) 

工業専用地域 0.0 (0.0) 

市街化調整区域      278 

熊
取
町 

用
途
地
域 

住居系 

第一種低層住居専用地域 302.7 (32.7) 

762.0 (82.4) 

924.5 (100.0) 

第二種低層住居専用地域 0.0 (0.0) 

第一種中高層専用地域 182.8 (19.8) 

第二種中高層専用地域 62.1 (6.7) 

第一種住居地域 180.5 (19.5) 

第二種住居地域 21.3 (2.3) 

準住居地域 12.6 (1.4) 

商業系 
近隣商業地域 20.5 (2.2) 

20.5 (2.2) 
商業地域 0.0 (0.0) 

工業系 

準工業地域 142.0 (15.4) 

142.0 (15.4) 工業地域 0.0 (0.0) 

工業専用地域 0.0 (0.0) 

市街化調整区域      799 

注 1)( )内は、用途地域における面積比(%)を示す。 

注 2）四捨五入の関係で、内訳の合計と合計欄は必ずしも一致しない。 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 
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表 4.1.15(2) 用途地域の状況 

(平成 31 年 3 月末現在) 

市

町 
項目 面積（ha）注 1）注 2） 

泉
南
市 

用
途
地
域 

住居系 

第一種低層住居専用地域 143.5 (10.7) 

791.7 (58.8) 

1,345.6 (100.0) 

第二種低層住居専用地域 0.0 (0.0) 

第一種中高層専用地域 191.2 (14.2) 

第二種中高層専用地域 40.1 (3.0) 

第一種住居地域 394.6 (29.3) 

第二種住居地域 22.3 (1.7) 

準住居地域 0.0 (0.0) 

商業系 
近隣商業地域 67.6 (5.0) 

69.5 (5.2) 
商業地域 1.9 (0.1) 

工業系 

準工業地域 466.0 (34.6) 

484.4 (36.0) 工業地域 18.4 (1.4) 

工業専用地域 0.0 (0.0) 

市街化調整区域      3,574 

注 1)( )内は、用途地域における面積比(%)を示す。 

注 2）四捨五入の関係で、内訳の合計と合計欄は必ずしも一致しない。 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 
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図 4.1.3 都市計画用途地域 

  

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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(2) 文教、医療、福祉施設 

対象事業実施区域近傍における文教、医療、福祉施設及びその位置は、表 4.1.16 及び図 

4.1.4 に示すとおりである。対象事業実施区域周辺における文教施設は 8 施設、医療施設は

14施設、福祉施設は 13施設である。 

 

表 4.1.16 対象事業実施区域近傍の文教、医療、福祉施設 

種類 市町 番号注 1） 名 称 

文教施設 

熊取町 

1 大阪体育大学附属中学校 

2 大阪体育大学浪商高等学校 

3 南小学校 

4 大阪体育大学 

泉佐野市 

5 上之郷小学校 

6 日根野中学校 

7 日根野小学校 

8 大阪府立佐野支援学校 

医療施設 

熊取町 

9 京都大学複合原子力科学研究所中性子捕捉療法診療所 

10 ねごろ歯科医院 

11 大阪体育大学診療所 

12 京都大学保健管理センター熊取分室 

13 京都大学複合原子力科学研究所原子炉医療診療所 

泉佐野市 

14 赤山クリニック 

15 医療法人 泉屋内科クリニック 

16 医療法人恵会 耳鼻咽喉科こばやしクリニック 

17 医療法人 中山医院 

18 医療法人 目歯科医院 

19 平松診療所 

20 社会福祉法人 泉ヶ丘福祉会 施設内診療所 

21 特別養護老人ホーム犬鳴山荘附属診療所 

22 泉佐野市上之郷診療所 

福祉施設 

熊取町 23 熊取療育園 

泉佐野市 

24 ささゆり作業所 

25 土丸児童遊園 

26 泉ケ丘療護園 

27 ライフワークぎんなん第２ 

28 泉ヶ丘園在宅介護支援センター 

29 特別養護老人ホーム犬鳴山荘 

30 特別養護老人ホーム泉ヶ丘園 

31 ライフワークぎんなん第１ 

32 ひねの保育園 

33 上之郷保育園 

34 泉佐野市立みどり保育所 

35 犬鳴山荘在宅介護支援センター 
注 1）表中の番号は図 4.1.4に対応している。 

出典：国土地理院「国土数値情報」（国土交通省ホームページ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 令和

3 年 12 月閲覧）より作成 
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図 4.1.4 対象事業実施区域近傍の文教、医療及び福祉施設 

  

注）図中の数字は表 4.1.16の表中番号と対応している。 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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4.1.5 水利用 

(1) 上水道 

対象市町の上水道の給水状況は、表 4.1.17 に示すとおりであり、上水道の普及率は、泉佐

野市、熊取町で 100%、田尻町、泉南市でも 99%以上となっている 

 

表 4.1.17 上水道の給水状況 

（令和元年度末現在） 

市町 
給水区域内人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

普及率 

（%） 

泉佐野市 100,046 100,046 100.00 

田尻町 8,706 8,670 99.59 

熊取町 43,287 43,287 100.00 

泉南市 59,793 59,751 99.93 

出典：「令和元年度 大阪府の水道の現況」（大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.

lg.jp/kankyoeisei/suido/ 令和 3 年 12 月閲覧）より作成 

 

(2) 下水道 

対象市町の下水道の整備状況は表 4.1.18 に示すとおりであり、人口普及率（整備人口の

行政人口に対する比率）は、泉佐野市 40.8%、田尻町 97.4%、熊取町 81.6%、泉南市 57.9%と

なっている。 

表 4.1.18 下水道の整備状況 

（令和元年度末現在） 

市町 
行政人口 

（人） 

整備人口 

（人） 

普及率 

（%） 

泉佐野市 100,287 40,908 40.8 

田尻町 8,479 8,256 97.4 

熊取町 43,589 35,569 81.6 

泉南市 61,457 35,590 57.9 

出典：「令和 2 年度 大阪府統計年鑑」（令和 3 年、大阪府）より作成 

 

(3) 地下水利用の状況 

対象市町には地下水採取規制地域の指定はない。 
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4.1.6 廃棄物 

(1) 一般廃棄物  

令和元年度の対象市町の一般廃棄物の発生及び処理状況は表 4.1.19に示すとおりである。

ごみ総排出量は泉佐野市約 4万 9,500トン、田尻町約 3,000トン、熊取町約 1万 3,300トン、

泉南市約 2 万 3,100 トンであり、ごみ処理量は泉佐野市約 4 万 8,900 トン、田尻町約 3,000

トン、熊取町約 1万 2,800トン、泉南市約 2万 2,400トンである。 

 

表 4.1.19 一般廃棄物の発生及び処理状況（令和元年度） 

項目 単位 泉佐野市 田尻町 熊取町 泉南市 

計画収集人口 人 100,455 8,618 43,642 61,755 

ご
み
総
排
出
量 

計画収集量 t 32,885 2,073 10,135 18,891 

直接搬入量 t 15,998 882 2,615 3,477 

集団回収量 ① t 564 33 536 743 

合計 t 49,447 2,988 13,286 23,111 

1 人 1 日当たりの排出量 g/人日 1,345 947 832 1,023 

ご
み
処
理
量 

直接焼却量 t 42,889 2,425 9,978 19,102 

直接最終処分量 t 0 0 0 0 

焼却以外の中間処理量 t 5,175 512 2,423 2,157 

直接資源化量 ② t 817 22 349 1,109 

合計     ③ t 48,881 2,959 12,750 22,368 

中間処理後再生利用量 ④ t 2,103 196 960 1,299 

リサイクル率 

（①+②+④）/（①+③）×100 
% 7.05 8.39 13.89 13.63 

最終処分量 t 6,933 94 1,567 2,840 

出典：「令和元年度 一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省ホームページ https://www.env.go.jp/recy

cle/waste_tech/ippan/r1/index.html 令和 3年 12 月閲覧）より作成 
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(2) 産業廃棄物 

令和元年度に大阪府内から排出された産業廃棄物は 1,357 万トンとなっている。また再生

利用量は 440万トンであり、最終処分量は 40万トンとなっている。産業廃棄物の排出量と再

生利用率の推移は図 4.1.5、産業廃棄物の処理状況は図 4.1.6に示すとおりである。 

また、建設業における令和元年度の産業廃棄物の排出量・再生利用量・最終処分量の内訳

は図 4.1.7に示すとおりであり、排出量 366万トン、再生利用量 334万トン、最終処分量 16

万トンとなっている。 

 

出典：「大阪府循環型社会推進計画」（令和 3 年、大阪府） 

図 4.1.5 産業廃棄物の排出量等の推移 

 
出典：「令和 2 年度大阪府産業廃棄物処理実態調査報告書（令和元年度実績）」（令和 3 年 3 月、大阪府） 

図 4.1.6 産業廃棄物の発生・排出及び処理の状況  

注） 1．＜＞内は、平成26年度値。

2．万トン単位で四捨五入しているため、内訳は合計に一致しない箇所がある。

3．その他量とは、事業場内等で保管されている量のことである。

4．直接最終処分量には、自己中間処理後に委託直接最終処分された量は含まない。
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出典：「令和 2 年度 大阪府産業廃棄物処理実態調査報告書（令和元年度実績）」（令和 3 年 3 月、大阪府）よ

り作成 

図 4.1.7 建設業における産業廃棄物の種類別排出量・再生利用量・最終処分量 
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4.1.7 関係法令・条例等 

環境基準等の環境上の条件となる関係法令・条例等については対象市町について記載し、規制

基準に関する関係法令・条例等については本事業で適用される地域を対象に記載した。 

 

(1) 大気汚染 

1) 環境基準等 

「環境基本法」（平成 5年法律第 91号）に基づく大気汚染に係る環境基準は、表 4.1.20

に示すとおり定められており、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、

光化学オキシダント、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、微小粒子状物質（PM2.5）の 10項目について環境基準が設定されている。 

また、「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に係る環境基準(平成 11年環境庁告示第 68号)は、表 4.1.21に

示すとおり定められている。 

なお、環境中の有害大気物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値は、

表 4.1.22に示した。 
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表 4.1.20 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 測定方法 

二酸化いおう(SO2) 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。（S48.5.16 告示） 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素(CO) 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。（S48.5.8 告示） 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状物質(SPM) 1 時間値の 1 日平均値が 0.10 ㎎/m3 以下

であり、かつ、1 時間値が 0.20 ㎎/m3以下

であること。（S48.5.8 告示） 

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの

方法によって測定された重量濃度と直線的

な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電

天びん法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素(NO2) 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。（S53.7.11 告示） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオ

ゾンを用いる化学発光法 

光化学オキシダント

(Ox) 
１時間値が 0.06ppm 以下であること。 

（S48.5.8 告示） 

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度

法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレ

ンを用いる化学発光法 

ベンゼン １年平均値が 0.003 ㎎/m3 以下であるこ

と。（H9.2.4 告示） 

キャニスター又は捕集管により採取した試

料をガスクロマトグラフ質量分析計により

測定する方法又はこれと同等以上の性能を

有すると認められる方法 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.13㎎/m3以下であること。 

（H30.11.19 告示） 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2 ㎎/m3以下であること。 

（H9.2.4 告示） 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15㎎/m3以下であること。 

（H13.4.20 告示） 

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。

（H21.9.9 告示） 

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を

的確に把握することができると認められる

場所において、濾過捕集による質量濃度測定

方法又はこの方法によって測定された質量

濃度と等価な値が得られると認められる自

動測定機による方法 

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。 

3.二酸化窒素について、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.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。 

6.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。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5月環境庁告示第 25 号） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月環境庁告示第 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 2 月環境庁告示第 4号） 

「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 9 月環境庁告示第 33 号） 

をもとに加工して作成  
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表 4.1.21 ダイオキシン類に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 測定方法 

ダイオキシン類 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3

以下であること。 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に

取り付けたエアーサンプラーにより採取した試料を高

分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する

方法 

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. 大気の基準値は、年間平均値とする。 

出典：「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 12 月環境庁告示第 68 号）をもとに加工して作成 

 

表 4.1.22 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値 

物 質 指針値 

アクリロニトリル 

（H15.7 第 7 次答申） 

年平均値：2μg/m3以下 

アセトアルデヒド 

（R2.8 第 12 次答申） 

年平均値：120μg/m3以下 

塩化ビニルモノマー 

（H15.7 第 7 次答申） 

年平均値：10μg/m3以下 

塩化メチル 

（R2.8 第 12 次答申） 

年平均値：94μg/m3以下 

クロロホルム 

（H18.11 第 8 次答申） 

年平均値：18μg/m3以下 

1,2-ジクロロエタン 

（H18.11 第 8 次答申） 

年平均値：1.6μg/m3以下 

水銀 

（H15.7 第 7 次答申） 

年平均値：0.04μg Hg/m3以下 

ニッケル化合物 

（H15.7 第 7 次答申） 

年平均値：0.025μg Ni/m3以下 

ヒ素及び無機ヒ素化合物 

（H22.10 第 9 次答申） 

年平均値：6ng-As/m3以下 

1,3-ブタジエン 

（H18.11 第 8 次答申） 

年平均値：2.5μg/m3以下 

マンガン及び無機マンガ

ン化合物（Ｈ26.4 第 10

次答申） 

年平均値：0.14μg Mn/m3以下 

出典：「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第７次答申）」 中央環境審議会 平成 15 年７月 

 「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第８次答申）」 中央環境審議会 平成 18年 11 月  

「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第９次答申）」 中央環境審議会 平成 22年 10 月 

「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第 10 次答申）」中央環境審議会 平成 26年 4 月 

「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第 12 次答申）」中央環境審議会 令和 2 年 8 月 

をもとに加工して作成 
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2) 排出規制 

大気汚染物質については、「大気汚染防止法」（昭和 43年法律第 97号）において、ばい

煙発生施設等を対象に、排出基準、総量規制基準等が定められている。ばいじん、有害物

質については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」（平成 6年大阪府条例第 6号）に

より、大気汚染防止法の規制物質の横だし規制が実施されている。また、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」により排出基準が定められている。 

自動車排ガスについては、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成 4年法律第 70号）により車種規制が

定められている。また、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、流入車規制

が導入されている。 

 

a) ばい煙発生施設 

ア 硫黄酸化物 

「大気汚染防止法」による排出基準（K 値規制）が定められており、対象市町では特別

排出基準（K値：1.75）による規制となる。 

 

イ 窒素酸化物 

「大気汚染防止法」による排出基準が定められており、廃棄物焼却炉（火格子面積が

2m2以上、又は焼却能力が 200kg/h以上のもの（連続炉以外のものにあっては、排出ガス

量が 4万 Nm3/h以上のものに限る。））に係る排出基準は 250ppmとなる。 

 

ウ ばいじん 

「大気汚染防止法」による排出基準が定められており、総理府令第 27 号（平成 10 年

4 月 10 日付)の改正に伴い、対象施設は 0.04g/Nm3（酸素濃度 12%換算値、処理能力 4t/

時以上）となる。 

 

エ 有害物質 

「大気汚染防止法」による塩化水素の排出基準が定められており、廃棄物焼却炉に係

る排出基準は 700mg/Nm3（酸素濃度 12%換算値）となる。また、「大阪府生活環境の保全等

に関する条例」で定められている有害物質に係る排出基準は排出ガス量、煙突高さ、他

人が所有する周辺の建物等の条件により定められている。 

 

オ ダイオキシン類 

「ダイオキシン類対策特別措置法」による特定施設の排出基準が定められており、対

象施設は 0.1ng-TEQ/m3(焼却能力が 4,000kg/時以上)の許容限度となる。 
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カ 水銀 

「大気汚染防止法」による排出基準が定められており、対象施設は 30㎍/Nm3（火格子

面積 2m2以上、焼却能力 200kg/時以上）となる。 

 

b) 自動車排ガス 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（以下、自動車 NOx･PM 法）」では、対策地域内で、トラック・バス等

（ディーゼル車、ガソリン車、ＬＰＧ車）及びディーゼル乗用車に関して窒素酸化物排出

基準及び粒子状物質排出基準に適合する自動車を用いる車種規制が定められている。 

大阪府では、平成 19年 10月に改正された「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に

基づき、表 4.1.23(1)から(4)及び表 4.1.24 に示す許容限度に適合していないトラック・

バス等が府域の対策地域を発着地として運行することを制限する流入車規制が平成 21 年

1月から開始された。また、自動車 30台以上使用する事業者（特定事業者）に対し、排出

抑制対策を盛り込んだ「自動車使用管理計画」の提出が義務付けられた。 

対象市町は、図 4.1.8に示すとおり対策地域に指定されている。 

 

 

図 4.1.8 流入車規制の対策地域 
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表 4.1.23(1) 自動車から排出される窒素酸化物の許容限度 

 車両総重量の区分 自動車排出窒素酸化物の許容限度 

下欄に掲げる自動

車以外の自動車 

車両総重量が千七百

キログラム以下のも

の 

ガソリン又は液化石油ガス

（プロパン・ガス又はブタ

ン・ガスを主成分とする液

化ガスをいう。以下同じ。）

を燃料とする自動車 

テン・モードによる測定又は十・

十五モードによる測定で、一キ

ロメートル走行当たり〇・四八

グラム 

軽油を燃料とする自動車 

テン・モードによる測定若しく

は十・十五モードによる測定で、

一キロメートル走行当たり〇・

四八グラム又はディーゼル自動

車用シックス・モードによる測

定で百万分の百 

車両総重量が千七百

キログラムを超え二

千五百キログラム以

下のもの 

ガソリン又は液化石油ガス

を燃料とする自動車 

テン・モードによる測定又は十・

十五モードによる測定で、一キ

ロメートル走行当たり〇・六三

グラム 

軽油を燃料とする自動車 

十・十五モードによる測定で、一

キロメートル走行当たり〇・六

三グラム又はディーゼル自動車

用シックス・モードによる測定

で百万分の百三十 

車両総重量が二千五

百キログラムを超え

るもの 

ガソリン又は液化石油ガス

を燃料とする自動車 

十三モードによる測定で一キロ

ワット時当たり五・九グラム又

はシックス・モードによる測定

で百万分の五百八十 

軽油を燃料とする自動車 

ディーゼル自動車用十三モード

による測定で一キロワット時当

たり五・九グラム又はディーゼ

ル自動車用シックス・モードに

よる測定で百万分の三百四十 

乗用自動車及び特

種自動車のうち人

の運送の用に供す

る乗用定員 11人未

満のもの 

軽油を燃料とする自動車 テン・モードによる測定若しく

は十・十五モードによる測定で、

一キロメートル走行当たり〇・

四八グラム又はディーゼル自動

車用シックス・モードによる測

定で百万分の百 

備考 1.テン・モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原

動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場

合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方

法をいう。 

  
運転条件 時間（秒） 

原動機を無負荷運転している状態 二十 
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 七 
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 七 
原動機を無負荷運転している状態 十六 
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四 
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減
速走行状態 

十 

速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 二 
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加
速走行状態 

十二 

速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七 
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表 4.1.23(2) 自動車から排出される窒素酸化物の許容限度 

2.十・十五モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原

動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合

に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法を

いう。 
運転条件 時間（秒） 

速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 七 
原動機を無負荷運転している状態 十六 
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四 
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走
行状態 

十 

速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 二 
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

十二 

速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七 
原動機を無負荷運転している状態 二十 
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 七 
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 七 
原動機を無負荷運転している状態 十六 
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四 
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走
行状態 

十 

速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 二 
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

十二 

速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七 
原動機を無負荷運転している状態 二十 
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態 七 
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 七 
原動機を無負荷運転している状態 十六 
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四 
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五 
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走
行状態 

十 

速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 二 
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

十二 

速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七 
原動機を無負荷運転している状態 六十五 
発進から速度五十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十八 
速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 十二 
速度五十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る減速走
行状態 

四 

速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 四 
速度四十キロメートル毎時から速度六十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

十六 

速度六十キロメートル毎時における定速走行状態 十 
速度六十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

十一 

速度七十キロメートル毎時における定速走行状態 十 
速度七十キロメートル毎時から速度五十キロメートル毎時に至る減速走
行状態 

十 

速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 四 
速度五十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走
行状態 

二十二 

速度七十キロメートル毎時における定速走行状態 五 
速度七十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 三十 
原動機を無負荷運転している状態 十 
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表 4.1.23(3) 自動車から排出される窒素酸化物の許容限度 

3.ディーゼル自動車用シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運

転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積

比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度

を測定する方法をいう。 
運転条件 係数 

原動機を無負荷運転している状態 〇・三五五 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数で全負荷運転している
状態 

〇・〇七一 

原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の
二十五パーセントにして運転している状態 

〇・〇五九 

原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で全負荷運転している
状態 

〇・一〇七 

原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の
二十五パーセントにして運転している状態 

〇・一二二 

原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の
七十五パーセントにして運転している状態 

〇・二八六 

 

4.十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運

転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たり

の質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転

条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算し

て得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定す

る方法をいう。 
運転順序 運転条件 係数 

一 原動機を無負荷運転している状態 〇・一五七 

二 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三六 

三 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三九 

四 原動機を無負荷運転している状態 〇・一五七 

五 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 

〇・〇八八 

六 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・一一七 

七 
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・〇五八 

八 
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 

〇・〇二八 

九 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 

〇・〇六六 

十 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三四 

十一 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 

〇・〇二八 

十二 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 

〇・〇九六 

十三 

原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷
を全負荷の二十パーセントにして運転している状態から気化器の絞
り弁を全閉にして二十パーセントの回転数に減速運転している状態
（この場合において、原動機を最高出力時の回転数の四十パーセン
トの回転数から二十パーセントの回転数に減速するのに要する時間
は十秒間とする。） 

〇・〇九六 

 
原動機を三千回転の回転数で運転している状態（この場合における吸気マニホー
ルドのブースト圧は、二十六・七キロパスカルとする。） 

〇・二五四 
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表 4.1.23(4) 自動車から排出される窒素酸化物の許容限度 

5. シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、

排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をい

う。 
運転条件 係数 

原動機を無負荷運転している状態 〇・一二五 
原動機を二千回転の回転数で運転している状態（この場合における吸気マニホ
ールドのブースト圧（大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との
圧力差をいう。以下この表において同じ。）は、十六・七キロパスカルとする。） 

〇・一一四 

原動機を三千回転の回転数で運転している状態（この場合における吸気マニホ
ールドのブースト圧は、十六・七キロパスカルとする。） 

〇・二七七 
 

運転条件 係数 
原動機を二千回転の回転数で運転している状態（この場合における吸気マニホ
ールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。） 

〇・一三九 

動機を二千回転の回転数で運転している状態（この場合における吸気マニホー
ルドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。）から気化器の絞り弁を
全閉にして千回転の回転数に減速運転している状態（この場合において、原動機
の回転数を二千回転から千回転に減速するに要する時間は十秒間とする。） 

〇・〇九一 

 

6.ディーゼル自動車用十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同

表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガ

スの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表

の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た

値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出

ガスの質量を測定する方法をいう。 
運転順序 運転条件 係数 

一 原動機を無負荷運転している状態 〇・二〇五 

二 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三七 

三 
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・〇二七 

四 原動機を無負荷運転している状態 〇・二〇五 

五 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 

〇・〇二九 

六 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・〇六四 

七 
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 

〇・〇四一 

八 
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三二 

九 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 

〇・〇七七 

十 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 

〇・〇五五 

十一 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 

〇・〇四九 

十二 
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 

〇・〇三七 

十三 
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負
荷を全負荷の五パーセントにして運転している状態 

〇・一四二 
 

出典：「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行

規則」（平成 4 年総理府令第 53 号）をもとに加工して作成 

  



4-34 

表 4.1.24 自動車から排出される粒子状物質の許容限度 

 車両総重量の区分 自動車排出粒子状物質の許容限度 

下欄に掲げる自動車以外

の自動車 

車両総重量が千七百キ

ログラム以下のもの 

軽油を燃料と

する自動車 

十・十五モードによる測定で、一キロ

メートル走行当たり〇・〇五五グラ

ム 

車両総重量が千七百キ

ログラムを超え二千五

百キログラム以下のも

の 

軽油を燃料と

する自動車 

十・十五モードによる測定で、一キロ

メートル走行当たり〇・〇六グラム 

車両総重量が二千五百

キログラムを超え三千

五百キログラム以下の

もの 

軽油を燃料と

する自動車 

ディーゼル自動車用十三モードによ

る測定で一キロワット時当たり〇・

一七五グラム 

車両総重量が三千五百

キログラムを超えるも

の 

軽油を燃料と

する自動車 

ディーゼル自動車用十三モードによ

る測定で一キロワット時当たり〇・

四九グラム 

乗用自動車及び特種自動

車のうち人の運送の用に

供する乗用定員 11人未満

のもの 

軽油を燃料とする自動車 十・十五モードによる測定で、一キロ

メートル走行当たり〇・〇五五グラ

ム 

備考 1.測定の方法は、表 4.1.23(1)から(4)の備考欄に示す方法とする。 

出典：「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施

行規則」（平成 4 年総理府令第 53 号）をもとに加工して作成 
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(2) 水質汚濁・底質 

1) 公共用水域における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）に基づく公共用水域における水質汚濁に係る環

境基準として、表 4.1.25に示す人の健康の保護に関する環境基準と表 4.1.26に示す生

活環境の保全に関する環境基準が定められている。 

生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域に該当する水域類型ごとに適用され

ており、対象事業実施区域周辺を流れる樫井川は上流が B類型及び生物 B類型、下流が E

類型に指定されている。 

また、「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

シン類による水質及び水底の底質に係る環境基準(平成 11 年環境庁告示第 68 号)は、表 

4.1.27に示すとおり定められている。 

 

表 4.1.25 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域） 

項目 基準値 備考 

カドミウム 0.003㎎/L以下 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、測定方法

の項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。 

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。 

5.「水質汚濁に係る環境基準についての

一部を改正する件」（令和 3 年 10 月

環境省告示第 62 号）により令和 4 年

4 月 1 日より六価クロムの基準値が

0.02mg/L 以下に改正される。 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01㎎/L以下 

六価クロム 0.05㎎/L以下 

砒素 0.01㎎/L以下 

総水銀 0.0005㎎/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㎎/L以下 

四塩化炭素 0.002㎎/L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004㎎/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1㎎/L以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/L以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1㎎/L以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎/L以下 

トリクロロエチレン 0.01㎎/L以下 

テトラクロロエチレン 0.01㎎/L以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002㎎/L以下 

チウラム 0.006㎎/L以下 

シマジン 0.003㎎/L以下 

チオベンカルブ 0.02㎎/L以下 

ベンゼン 0.01㎎/L以下 

セレン 0.01㎎/L以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎/L以下 

ふっ素 0.8㎎/L以下 

ほう素 1㎎/L以下 

1,4-ジオキサン 0.05㎎/L以下 

出典：「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）をもとに加工して作成 
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表 4.1.26 生活環境の保全に関する環境基準（河川（湖沼を除く）） 

ア 

項目 

 

類型 

利用目的の 

適応性 注） 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 

自然環境保全 

及び A 以下の 

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

7.5 ㎎/L 

以上 

50MPN/100mL 

以下 

A 

水道 2 級 

水産 1 級 

水浴 

及び B 以下の 

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

7.5 ㎎/L 

以上 

1,000MPN/100mL 

以下 

B 

水道 3 級 

水産 2 級 

及び C 以下の 

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3 ㎎/L 

以下 

25 ㎎/L 

以下 

5 ㎎/L 

以上 

5,000MPN/100mL 

以下 

C 

水産 3 級 

工業用水 1 級 

及び D 以下の 

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5 ㎎/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5 ㎎/L 

以上 
－ 

D 

工業用水 2 級 

農業用水 

及び E の欄に 

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8 ㎎/L 

以下 

100 ㎎/L 

以下 

2 ㎎/L 

以上 
－ 

E 
工業用水 3 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2 ㎎/L 

以上 
－ 

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 

 

3 

 

 

4 

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 ㎎/L 以上とする（湖沼

もこれに準ずる。）。 

水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測

結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをい

う。（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

試料 10mL、1mL、0.1mL、0.01mL......のように連続した 4 段階(試料量が 0.1mL 以下の場合は 1mL

に希釈して用いる。)を 5 本ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35～37°C、48±3 時間培養する。ガス発生

を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから 100mL 中の最確

数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が

大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となる

ように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間

以内に試験する。 

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 
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イ 

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 1 基準値は年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

出典：「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）をもとに加工して作成 

 

 

表 4.1.27 ダイオキシン類による水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)に係る環境基準 

媒体 基準値 

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 

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.水質(水底の底質を除く。)の基準値は年間平均値とする。 

出典：「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 12 月環境庁告示第 68 号）をもとに加工して作成 
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なお、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（令和 3 年 10 月環境省

告示第 62 号）により令和 4 年 4 月 1 日より大腸菌群数を生活環境項目から削除し新たに

大腸菌数が追加される。基準値は表 4.1.28に示すとおりである。 

表 4.1.28 大腸菌数環境基準値（河川） 

類型 利用目的の適応性 
大腸菌数環境基準値 

[90%水質値] 
基準値の導出方法 

AA 

水道 1 級 

自然環境保全 

及び A 以下の欄に掲げ

るもの 

20CFU/100mL 以下備考 2 

・水道 1 級の水道原水及び自然環境

保全の実態から基準値を導出 

A 

水道 2 級 

水浴 

及び B 以下の欄に掲げ

るもの 

300CFU/100mL 以下 

・水道 2 級の水道原水の実態及び諸

外国における水浴場の基準値等を

参考に基準値を導出 

B 

水道 3 級 

及び C 以下の欄に掲げ

るもの 
1,000CFU/100mL 以下 

・水道 3 級の水道原水の実態から基

準値を導出 

備考 

1 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいも

のから順に並べた際の 0.9×n 番目（n は日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×n が整数でな

い場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

2 水道 1 級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）につい

ては、大腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 

3 水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない

（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

4 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌

を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

出典：「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（令和 3 年 10 月環境省告示第 62 号）をもとに

加工して作成 
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2) 地下水における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）に基づく地下水における水質汚濁に係る環境基

準は、表 4.1.29 に示すとおり定められている。 

表 4.1.29 人の健康の保護に関する環境基準（地下水） 

項目 基準値 備考 

カドミウム 0.003 ㎎/L 以下 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、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。 

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。 

5.「地下水の水質汚濁に係る環境基準について

の一部を改正する件」（令和 3 年 10 月環境

省告示第 63 号）により令和 4年 4 月 1 日よ

り六価クロムの基準値が 0.02mg/L以下に改

正される。 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 ㎎/L 以下 

六価クロム 0.05 ㎎/L 以下 

砒素 0.01 ㎎/L 以下 

総水銀 0.0005 ㎎/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 ㎎/L 以下 

四塩化炭素 0.002 ㎎/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 ㎎/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 ㎎/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 ㎎/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 ㎎/L 以下 

チウラム 0.006 ㎎/L 以下 

シマジン 0.003 ㎎/L 以下 

チオベンカルブ 0.02 ㎎/L 以下 

ベンゼン 0.01 ㎎/L 以下 

セレン 0.01 ㎎/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 ㎎/L 以下 

ふっ素 0.8 ㎎/L 以下 

ほう素 1 ㎎/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L 以下 

出典：「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）をもとに加工して作成 
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3) 排水規制 

a) 水質汚濁防止法に基づく排水基準 

工場から公共用水域に排出される排水基準は、「水質汚濁防止法」（昭和 45年法律第 138

号）により、表 4.1.30(1)及び(2)に示すとおり定められている。 

 

表 4.1.30(1) 水質汚濁防止法等に基づく排水基準（有害物質） 

項目 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg Cd/L 

シアン化合物 1mg CN/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 0.1mg Pb/L 

六価クロム化合物 0.5mg Cr(VI)/L 

砒素及びその化合物 0.1mg As/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg Hg/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 0.1mg Se/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：10mg B/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：8mg F/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 

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：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、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、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2.砒(ひ)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。 

 出典：「排水基準を定める省令」（昭和 46 年 6 月総理府令第 35 号）をもとに加工して作成  
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表 4.1.30(2) 水質汚濁防止法等に基づく排水基準（その他の項目） 

項目 許容限度 

水素イオン濃度（⽔素指数）（pH） （海域以外）5.8～8.6 

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） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヘ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 50 立方メートル以上である工場又

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 1 リットルにつき 9,000 ミリグラム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(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)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。 

出典：「排水基準を定める省令」（昭和 46 年 6 月総理府令第 35 号）をもとに加工して作成 
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b) 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例による上乗せ排水基準 

大阪府における上乗せ排水基準は、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基

準を定める条例」（昭和 49年大阪府条例第 8号）により定められている。 

生活環境項目のうち生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量は、大阪

府域を A～D に区分し、その区域ごとに既設特定事業場、新設特定事業場に区分し、日平

均排水量別に上乗せ排水基準が設定されている。対象事業実施区域は C 地域に該当する。

ノルマルヘキサン抽出物質含有量については、上水道水源地域及び泉州臨海造成地域と一

般地域に区分されており、対象事業実施区域は一般地域に該当する。当該地域の上乗せ排

水基準を表 4.1.31(1)から(3)に示す。なお、対象事業実施区域は上水道水源地域には該

当しないため、有害物質に係る上乗せ排水基準は、適用されない。 

 

表 4.1.31(1) 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例に基づく      

上乗せ排水基準（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量） 

区分 日平均排水量(m3) 

BOD（生物化学的酸

素要求量）（mg/L） 

COD（化学的酸素

要求量）（mg/L） 

SS（浮遊物質

量）（mg/L） 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

新設特定 

事業場 

すべての

業種 

30 以上 200 未満 20 25 20 25 50 65 

200 以上 5,000 未満 20 25 20 25 50 65 

5,000 以上 5 10 5 10 20 25 

備考 

1 この表に掲げる上乗せ排水基準は、令和二年六月二十一日現在の特定施設(指定地域特定施設を含む。

以下同じ。)を設置する特定事業場の排出水について適用する。 

2 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に

係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。 

3 「日間平均」による許容限度は、一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。 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例」（昭和 49 年大阪府条例第 8 号）をも

とに加工して作成 

 

表 4.1.31(2) 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例に基づく      

上乗せ排水基準（ノルマルヘキサン抽出物質含有量） 

区分 日平均排水量(m3) 
許容限度（mg/L） 

鉱油類含有量 動植物油脂含有量 

新設特定 

事業場 
すべての業種 

30 以上 1,000 未満 4 10 

1,000 以上 5,000 未満 3 10 

5,000 以上 2 5 

備考 

1 この表に掲げる上乗せ排水基準は、令和二年六月二十一日現在の特定施設(指定地域特定施設を含む。

以下同じ。)を設置する特定事業場の排出水について適用する。 

2 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に

係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例」（昭和 49 年大阪府条例第 8 号）をも

とに加工して作成 
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表 4.1.31(3) 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例に基づく      

上乗せ排水基準（その他項目） 

区分 許容限度 

水素イオン濃度 5.8 以上 8.6 以下 

フェノール類含有量 1 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 

備考 

1 この表に掲げる上乗せ排水基準は、令和二年六月二十一日現在の特定施設(指定地域特定施設を含む。

以下同じ。)を設置する特定事業場の排出水について適用する。 

2 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準

に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。 

3 「日間平均」による許容限度は、一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。 

出典：「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例」（昭和 49 年大阪府条例第 8 号）を

もとに加工して作成 

 

c) 水質汚濁防止法に基づく規定による総量規制基準 

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準は、水質汚濁防止法

第四条の五第一項及び第二項の規定により、表 4.1.32(1)から(3)に示すとおり定められ

ている。 

このうち、化学的酸素要求量は瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48 年法律第 110号）

第 5条第 1項に規定する区域のうち大阪府の区域に、窒素含有量及びりん含有量は水質汚

濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号）別表第 2 第 3 号のロに掲げる大阪府の区域に

適用される。この基準は、水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場で、日平均

排出量が 50m3以上のものに適用される。 

表 4.1.32(1) 化学的酸素要求量に係る総量規制基準 

指定地域内事業場 総量規制基準 

24 年既設事業場のうち、平成 24 年 5 月 25 日以後申請又は届

出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変

更がされたもの及び平成 24 年改正政令の施行により同日以

後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 

Ｌc＝（Ｃcｊ・Ｑcｊ＋Ｃcｏ・Ｑcｏ）×10-3 

備考 この表に掲げる式において、Ｌc、Ｃcｊ、Ｃcｏ、Ｑcｊ及びＱcｏは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｌc 排出が許容される汚濁負荷量（単位 kg/日） 

Ｃcｊ 別表第 1 第 3 欄（3）に掲げるごみ処理業の化学的酸素要求量より 30（mg/L） 

Ｃcｏ 別表第 1 第 3 欄（1）に掲げるごみ処理業の化学的酸素要求量より 30（mg/L） 

Ｑcｊ 平成 24 年 5 月 25 日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（同

日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量）（単位 m3/日） 

Ｑcｏ 特定排出水の量（Ｑcｊを除く。）（単位 m3/日） 
 

出典：「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成 29 年大阪府告示第 1026 号）

をもとに加工して作成 
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表 4.1.32(2) 窒素含有量に係る総量規制基準 

指定地域内事業場 総量規制基準 

24 年既設事業場のうち、平成 24 年 5 月 25 日以後申請又は届出

がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更が

されたもの及び平成 24 年改正政令の施行により同日以後新た

に指定地域内事業場となった工場又は事業場 

Ｌｎ＝（Ｃｎｉ・Ｑｎｉ＋Ｃｎｏ・Ｑｎｏ）×10-3 

備考 この表に掲げる式において、Ｌｎ、Ｃｎｉ、Ｃｎｏ、Ｑｎｉ及びＱｎｏは、それぞれ次の値を表すものとす

る。 

Ｌｎ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 kg/日） 

Ｃｎｉ 別表第 2 第 3 欄（2）に掲げるごみ処理業の窒素含有量より 10（mg/L） 

Ｃｎｏ 別表第 2 第 3 欄（1）に掲げるごみ処理業の窒素含有量より 20（mg/L） 

Ｑｎｉ 平成 14年 10 月 1 日（4 の項にあっては平成 24年 5月 25 日）以後に特定施設の設置又は構造等の

変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっ

ては、特定排出水の量）（単位 m3/日） 

Ｑｎｏ 特定排出水の量（Ｑｎｉを除く。）（単位 m3/日） 
 

出典：「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成 29 年大阪府告示第 1026 号）

をもとに加工して作成 

 

表 4.1.32(3) りん含有量に係る総量規制基準 

指定地域内事業場 総量規制基準 

24 年既設事業場のうち、平成 24 年 5 月 25 日以後申請又は届出

がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更が

されたもの及び平成 24 年改正政令の施行により同日以後新た

に指定地域内事業場となった工場又は事業場 

Ｌp＝（Ｃpｉ・Ｑpｉ＋Ｃpｏ・Ｑpｏ）×10-3 

備考 この表に掲げる式において、Ｌp、Ｃpｉ、Ｃpｏ、Ｑpｉ及びＱpｏは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｌp 排出が許容される汚濁負荷量（単位 kg/日） 

Ｃpｉ 別表第 3 第 3 欄（2）に掲げるごみ処理業のりん含有量より 1（mg/L） 

Ｃpｏ 別表第 3 第 3 欄（1）に掲げるごみ処理業のりん含有量より 1（mg/L） 

Ｑpｉ 平成 14年 10 月 1 日（4 の項にあっては平成 24年 5月 25 日）以後に特定施設の設置又は構造等の

変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっ

ては、特定排出水の量）（単位 m3/日） 

Ｑpｏ 特定排出水の量（Ｑpｉを除く。）（単位 m3/日） 
 

出典：「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成 29 年大阪府告示第 1026 号）

をもとに加工して作成 

 

d) ダイオキシン類特別措置法に基づく排水基準 

特定施設に係る排出水の排出基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により定めら

れており、対象施設は 10pg-TEQ/Lの許容限度となる。 
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(3) 騒音 

1) 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は、表 4.1.33(1)

から(3)に示すとおり定められており、地域の類型、地域の区分及び時間の区分ごとに値

が設定されている。なお、表 4.1.33（2）の騒音に係る環境基準（道路に面する地域）の

うち、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として表 4.1.33（3）の基準

値が適用される。 

各類型を当てはめる地域については、市が指定するものとなり、該当地域については、

表 4.1.34のとおり指定されている。対象事業実施区域は、現在、用途地域の指定のない

区域に該当するため、B類型の基準が適用される。 

表 4.1.33(1) 騒音に係る環境基準（一般地域） 

単位：デシベル 

地域の類型 

基準値 

昼間 

（6 時から 22 時） 

夜間 

（22 時から翌 6 時） 

AA 50  40  

A 及び B 55  45  

C 60  50  

備考: 

1 AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。 

2 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

3 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

4 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月環境庁告示第 64 号）をもとに加工して作成 

 

表 4.1.33(2) 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

単位：デシベル 

地域の区分 

基準値 

昼間 

（6 時から 22 時） 

夜間 

（22 時から翌 6 時） 

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  55  

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  60  

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。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月環境庁告示第 64 号）をもとに加工して作成  
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表 4.1.33 (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） 

 単位：デシベル 

基準値 

昼間（6 時から 22 時） 夜間（22 時から翌 6 時） 

70 65 

備考：個別の住戸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。 

注 1）「幹線交通を担う道路」とあるのは、次に掲げる道路をいうものとする 

    (1) 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 3 条に規定する高速自動車国道、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。)。 

    (2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和 44年

建設省令第 49 号)第 7 条第 1項第 1 号に定める自動車専用道路。 

注 2）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離

によりその範囲を特定することとする。 

     (1) ２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 １５メートル 

     (2) ２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月環境庁告示第 64 号）及び「騒音に係る環境基準

の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について」（平成 13 年環境省環大

企 3 号）をもとに加工して作成 

 

表 4.1.34 泉佐野市における騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定 

地域の類型 

A B C 

都市計画法（昭和 43 年法律第

100 号）第 2 章の規定により

定められた第一種低層住居専

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 

都市計画法第 2 章の規定に

より定められた第一種住居

地域及び第二種住居地域並

びに同法第 8 条第 1 項第 1

号に規定する用途地域の指

定のない地域（関西国際空

港の敷地を除く。） 

都市計画法第 2 章の規定によ

り定められた近隣商業地域、

商業地域、準工業地域（関西

国際空港の敷地を除く。）及び

工業地域 

出典：「騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定について」（平成 24 年 3 月泉佐野市告示

第 81 号）をもとに作成 
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2) 規制基準 

特定施設を設置する工場及び事業場における騒音の規制基準は「騒音規制法」（昭和 43

年法律第 98 号）により定められている。工場及び事業場騒音の規制基準及び区域の区分

は市が指定するものとなり、泉佐野市では表 4.1.35(1)に示すとおり定められている。ま

た、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成 6年大阪府規則第 81号)第 53条

第 2号の規定により、泉佐野市については第四種区域として表 4.1.35(2)に示す地域が指

定されている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、第二種区域の基準が適用される。 

表 4.1.35(1) 工場・事業場騒音の規制基準 

単位：デシベル 

時間の区分 

 

区域の区分 

朝 

(午前 6 時から 

午前 8 時まで) 

昼間 

(午前 8 時から 

午後 6 時まで) 

夕 

(午後 6 時から 

午後 9 時まで) 

夜間 

(午後9時から翌

日の午前6時まで) 

第一種区域 45 50 45 40 

第二種区域 50 55 50 45 

第三種区域 60 65 60 55 

第
四
種
区
域 

既設の学校、保育所等
の敷地の周囲 50m の
区域及び第二種区域
の境界線から 15m 以
内の区域 

60 65 60 55 

その他の区域 65 70 65 60 
備考： 
１ 測定点は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。但し、敷地境界線上において測定することが適当でな

いと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。 
２ 「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域

をいう。 
(1) 第一種区域 都市計画法（昭和43 年法律第100号）第2章の規定により定められた第一種低層住居

専用地域及び第二種低層住居専用地域 
(2) 第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規
定する用途地域の指定のない地域 

(3) 第三種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 
(4) 第四種区域 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域 

３ 「既設の学校、保育所等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、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（以下「保育所」という。）、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であって、昭和45年4月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工
されているものを含む。)並びに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1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（当該幼保連携型認定こども園
の設置の日の前日において現に学校教育法第1条に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という。）又は保育所
（昭和45年4月1日において既に設置されているもの（同日において既に着工されているものを含む。）に
限る。）であるものが廃止され、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において設置されているものに
限る。）をいう。 

出典：「騒音規制法に基づく指定地域の騒音規制基準について」（平成 24 年 3 月泉佐野市告示第 83 号）及び「騒

音規制法第４条第１項の規定に基づく規制基準の一部を改正する告示」（平成 27 年 6 月泉佐野市告示第 198

号）をもとに加工して作成 

表 4.1.35(2) 第四種区域の区域に係る、知事が告示で指定する区域 

都市計画法第 2 章の規定により定められた工業専用地域のうち、次に掲げる地域 

 泉佐野市の区域 住吉町の工業専用地域の一部 

出典：「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第 53条第 2 号の規定に基づく地域の指定」 

（平成 6 年大阪府告示第 1665号）をもとに加工して作成  
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また、表 4.1.36に示す特定建設作業に伴う騒音規制基準については、表 4.1.37（1）

のとおり定められている。なお、規制区域は市が指定するものとなり、泉佐野市では表 

4.1.37（2）のとおり定められている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、第一号区域の基準が適用される。 

表 4.1.36 騒音に係る特定建設作業 

適用 特定建設作業の種類 

法又は 

条例 

１.くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機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（くい打機をアースオーガー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 注 1） 
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。）又はア

スファルトプラント（混連機の混練重量が 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（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 注 2） 
７.トラクターショベル（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 注 2） 
８.ブルドーザー（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 注 2） 

条例 

９.６、７又は８に規定する作業以外のショベル系掘削機械（原動機の定格出力が 20 キロワッ
トを越えるものに限る。）、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 

10.コンクリートカッターを使用する作業 注１） 
11.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

注 1）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 メートルを超えない作業に限る。 

注 2）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騒音規制法施行令別表第 2 の規定により

環境大臣が指定するもの（国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当）を使用する

作業を除く。（この場合は 9 の条例（大阪府生活環境の保全等に関する条例）での届出を行うことに

なる。） 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html、令和 3 年 12

月閲覧) をもとに加工して作成 

表 4.1.37(1) 特定建設作業に伴う騒音規制基準 

単位：デシベル   

規制内容 1 号区域における規制基準 2 号区域における規制基準 

特定建設作業の場所の敷地境

界における基準値 
85 85 

作業可能時刻 午前 7 時から午後 7 時 午前 6 時から午後 10 時 

最大作業時間 1 日あたり 10 時間 1 日あたり 14 時間 

最大作業期間 連続 6 日間 連続 6 日間 

作業日 日曜その他の休日を除く日 日曜その他の休日を除く日 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html、令和 3年 12 月閲

覧)をもとに加工して作成 

表 4.1.37(2) 泉佐野市における特定建設作業に伴う規制基準に係る区域の区分 

区域区分 該当区域 

1 号区域 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、近隣商業地域、商業地域、準工

業地域、工業地域のうち学校、保育所、病院、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、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 80 

メートルの区域内の地域、用途地域の指定のない地域 

2 号区域 指定地域のうち、１号区域以外の地域 

出典：「特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準に基づく区域について（平成 24年 3 月泉佐野市告

示第 85 号）及び「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別表第１号の規定に基づく区

域の一部を改正する告示」（平成 27年 6 月泉佐野市告示第 199 号）をもとに加工して作成  
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自動車騒音の要請限度については騒音規制法第 17条第 1項の規定より、表 4.1.38（1）

に示すとおり定められている。なお、規制区域の区分は、市が指定するものとなり、泉佐

野市では表 4.1.38（2）に示すとおり定められている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、b区域の基準が適用される。 

ただし、幹線交通を担う道路に近接する区域については、上表にかかわらず、表 

4.1.38(3)のとおりとなる。 

表 4.1.38(1) 自動車騒音の要請限度 

 単位：デシベル   

時間区分 

区域区分 

要請限度 

昼間 

(6 時から 22 時) 

夜間 

(22時から翌 6時) 

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 55 

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 65 

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 70 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/joukyou.html、令和 3年 12月閲覧）

をもとに加工して作成 

表 4.1.38(2) 泉佐野市における騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分 

区域区分 該当区域 

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、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、用途地域の指定のない地域 

c 区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

出典：「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分について」（平成 24 年 3月泉佐野市告示第 84 号）

をもとに加工して作成 

 

表 4.1.38(3) 自動車騒音の要請限度(幹線交通を担う道路に近接する区域) 

要請限度 

昼間 

(6 時から 22 時) 
昼間 

(6 時から 22 時) 

75 70 
備考）幹線交通を担う道路に近接する区域 

２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル 

２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/joukyou.html、

令和 3 年 12 月閲覧）をもとに加工して作成  
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(4) 振動 

「振動規制法」(昭和 51 年法律第 64 号)では、機械プレス、圧縮機などの特定施設を設置

する工場及び事業場を規制対象としている。工場・事業場振動の規制基準及び区域の区分は

市が指定するものとなり、泉佐野市では表 4.1.39（1）に示すとおり定められている。また、

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成 6 年大阪府規則第 81 号)第 53 条第 2 号

の規定により、泉佐野市は第二種区域(Ⅱ)に係る知事が告示で指定する区域のうち表 

4.1.39(2)に示す地域が指定されている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、第一種区域の基準が適用される。 

表 4.1.39(1) 工場・事業場振動の規制基準 

単位：デシベル 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（午前 6 時から 

午後 9 時まで） 

夜間 

（午後 9 時から翌日

の午前 6 時まで） 

第一種区域 60 55 

第二種区域（Ⅰ） 65 60 

第
二
種
区
域

（
Ⅱ
） 

既設の学校、保育所等の敷地の周囲 50 メ

ートルの区域及び第一種区域の境界線か

ら 15 メートル以内の区域 

65 60 

その他の区域 70 65 

備考： 

１ 測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線とする。 

２ 「第一種区域」、「第二種区域（Ⅰ）」及び「第二種区域（Ⅱ）」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域を

いう。 

(1) 第一種区域 都市計画法（昭和43年法律第100号）第2章の規定により定められた第一種低層住居
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、第一種住居地域及び第二種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定
する用途地域の指定のない地域 

(2) 第二種区域（Ⅰ） 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業
地域 

(3) 第二種区域（Ⅱ） 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域 
３ 「既設の学校、保育所等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校、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（以下「保育所」という。）、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、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及び老人福祉
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であって、昭和52年12月1日におい
て既に設置されているもの（同日において既に着工されているものを含む。）並びに就学前の子どもに
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（当該幼保連携型認定こども園の設置の日の前日において現に学校教育法第1
条に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という。）又は保育所（昭和52年12月1日において既に設置されて
いるもの（同日において既に着工されているものを含む。）に限る。）であるものが廃止され、当該幼稚
園又は保育所と同一の所在場所において設置されているものに限る。）をいう 

出典：「振動規制法に基づく規制基準の設定について」（平成 24年 3 月泉佐野市告示第 87 号）及び「振動規制

法第４条第１項の規定に基づく規制基準の一部を改正する告示」（平成27年6月泉佐野市告示第200号）

をもとに加工して作成 

表 4.1.39(2) 第二種区域(Ⅱ)の区域に係る、知事が告示で指定する区域 

都市計画法第 2 章の規定により定められた工業専用地域のうち、次に掲げる地域 

 泉佐野市の区域 住吉町の工業専用地域の一部 

出典：「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第 53条第 2 号の規定に基づく地域の指定」 

（平成 6 年大阪府告示第 1665号）をもとに加工して作成  
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また、表 4.1.40に示す特定建設作業に伴う振動規制基準については、表 4.1.41（1）に示

すとおり定められている。なお、規制区域は市が指定するものとなり、泉佐野市では表 4.1.41

（2）に示すとおり定められている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、第一号区域の基準が適用される。 

表 4.1.40 振動に係る特定建設作業 

適用 特定建設作業の種類 

法又は 

条例 

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（注） 

４.ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（注） 

条例 
５.ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械（原動機の定格出力が 20キロワット

を超えるものに限る。）を使用する作業 

（注） 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

メートルを超えない作業に限る。 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html、令和 3 年 12 月閲

覧)をもとに加工して作成 

表 4.1.41(1) 特定建設作業に伴う振動規制基準 

単位：デシベル   

規制内容 1 号区域における規制基準 2 号区域における規制基準 

特定建設作業の場所の敷地境界上

における基準値 
75 75 

作業可能時刻 午前 7 時から午後 7 時 午前 6 時から午後 10 時 

最大作業時間 1 日あたり 10 時間 1 日あたり 14 時間 

最大作業期間 連続 6 日間 連続 6 日間 

作業日 日曜その他の休日を除く日 日曜その他の休日を除く日 

出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html、令和 3 年 12 月閲

覧)をもとに加工して作成 

表 4.1.41(2) 特定建設作業に伴う規制基準に係る区域の区分 

区域区分 該当区域 

1 号区域 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、近隣商業地域、商業地域、準工

業地域、工業地域のうち学校、保育所、病院、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、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メ

ートルの区域内の地域、用途地域の指定のない地域 

2 号区域 指定地域のうち、1 号区域以外の地域 

出典：「振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制地域の区分について」（平成 24 年 3 月泉佐野市告示第

88 号）及び「振動規制法施行規則別表第 1 の付表の第 1 号の規定に基づく区域の一部を改正する告示」

（平成 27年 6 月泉佐野市告示第 201 号）をもとに加工して作成  
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道路交通振動の要請限度は、「振動規制法」により、表 4.1.42（1）に示すとおり定められ

ている。なお、規制区域の区分は市が指定するものとなり、泉佐野市では表 4.1.42（2）に

示すとおり定められている。 

対象事業実施区域は現在、市街化調整区域のため、第一種区域の基準が適用される。 

表 4.1.42(1) 道路交通振動の要請限度 

 単位：デシベル   

時間区分 

区域区分 

要請限度 

昼間 

(6 時から 21 時) 

夜間 

(21 時から 6 時) 

1 第一種区域 65 60 

2 第二種区域 70 65 
出典：大阪府ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/joukyou.html#kankyoukijun、

令和 3 年 12 月閲覧)をもとに加工して作成 

 

表 4.1.42(2) 泉佐野市における騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分 

区域区分 該当区域 

第一種区域 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、用途地域の指定のない地域 

第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

出典：「振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の限度の区域及び時間の区分について」（平成 24 年 3 月泉佐野

市告示第 89 号）をもとに加工して作成 

 

(5) 悪臭 

「悪臭防止法」（昭和 46年法律第 91号）では、事業活動に伴って発生する悪臭原因物質の

うちアンモニア等の 22 の特定悪臭物質濃度による規制及び多種多様な複合臭等に対応可能

な人の嗅覚を用いた臭気指数による規制を行っている。 

大阪府では、府内全域が悪臭防止法の規制地域となっており、「特定悪臭物質による規制」

と「臭気指数による規制」のいずれかの規制方式を採用している。対象市町では、臭気指数

による規制が行われている。 

臭気指数の規制基準は、敷地境界線上の規制基準（1号基準）、気体排出口の規制基準（2号

基準）、排出水の規制基準（3号基準）が設定されており、その規制基準は表 4.1.43に示す

とおりである。 

表 4.1.43 臭気指数規制基準 

規制項目 臭気指数規制基準値 

敷地境界線上の規制基準（1 号基準） 臭気指数 10 

気体排出口の規制基準 （2 号基準） 
法で定められた計算式により求められた臭気排出強度ま

たは臭気指数 

排出水の規制基準   （3 号基準） 26  

規制地域： 

大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、松原市、箕面市、高

石市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 

出典：「ストップ！悪臭」（平成 20年 4 月、大阪府） 

「悪臭防止法施行規則」(昭和 47 年総理府令第 39 号)をもとに加工して作成  

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/akusyu2/nodo.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/akusyu2/nodo.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/akusyu2/shukisisu.html
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(6) 土壌汚染 

1) 環境基準 

環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）における土壌汚染に係る環境基準は、人の健康を

保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、表 4.1.44

に示すとおり定められている。なお、環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度

や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めるものとすることと

されている。 

「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

による土壌の汚染に係る環境基準(平成 11 年環境庁告示第 68号)は、表 4.1.45に示すと

おり定められている。 
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表 4.1.44 土壌汚染に係る環境基準 

項目 基準値 

カドミウム 検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地において

は、米 1kg につき 0.4 ㎎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 0.01mg 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。 

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（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１L につき

0.003mg、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 0.009mg、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、各測定物質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。 

5.１，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 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産業規格 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。 
出典：「土壌環境基準」（平成 3 年 8 月環境省告示第 46 号）をもとに加工して作成  
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表 4.1.45 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

媒体 基準値 

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.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。 

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。 

出典：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 12 月環境庁告示第 68 号）をもとに加工して作成 

 

2) 規制基準 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）は、土壌汚染の状況の把握に関する措置

及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対

策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としている。 

本法律では、地下水等経由の摂取によるリスクの観点から土壌溶出量基準、直接摂取に

よるリスクの観点から土壌含有量基準が定められている。また、各特定有害物質には地下

水基準も定められている。このほか、汚染土壌の除去等の措置を選択する際に土壌溶出量

の程度を示す指標として、第二溶出量基準が定められている。 

また、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、土壌汚染防止法における規制を

基本に土壌汚染状況調査の機会や土地の利用履歴調査を追加するとともに、土壌汚染対策

法の特定有害物質にダイオキシン類を加え、表 4.1.46(1)及び(2)に示す管理有害物質と

して設定している。 

土壌汚染状況調査の契機は、「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関す

る条例」において、①有害物質使用特定施設等の使用が廃止された工場等の敷地である土

地について有害物質使用特定施設等を廃止したとき及び有害物質使用特定施設等の廃止

に係る調査が猶予されている工場等の敷地において 900m2以上の土地の形質の変更をしよ

うとするとき、②有害物質使用特定施設等が稼働中の工場等の敷地である土地について、

有害物質使用特定施設等が稼働中の工場等の敷地において 900m2以上の土地の形質の変更

をしようとするとき及び有害物質使用特定施設等が稼働中の工事等の敷地において、同一

の工場等以外の用途で利用するために土地の形質を変更しようとするとき、③3,000m2 以

上の土地の形質の変更を行う時、④土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある時と定

められている。土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合、

大阪府知事はその土地を特定有害物質やダイオキシン類により汚染された区域とし、人の

健康に係る被害が生ずるおそれの有無により、健康被害のおそれがある場合は、要措置区

域又は要措置管理区域、健康被害のおそれがない場合は形質変更時要届出区又は要届出管

理区域のいずれかに指定する。また、形質変更時要届出区及び要届出管理区域は区域の特

性に応じ、一般管理区域、自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域、臨海部
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特例区域に区分される。大阪府知事は、要措置区域又は要措置管理区域を指定した場合に

は、土地の所有者等に、汚染除去等計画を作成して提出すべきことを指示する。汚染除去

等計画には、講じようとする措置、措置の選択理由、措置を講ずべき期限等を記載する。

措置の実施後、汚染除去等計画の提出者は、措置の実施結果について工事完了報告書及び

実施措置完了報告書を提出する必要がある。 
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表 4.1.46(1) 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で定める基準 

分類 項目 

特定有害物質 

土壌溶出量基準 

（mg/L）注 2） 

特定有害物質 

土壌含有量基準 

（mg/kg）注 1） 

地下水基準 

（mg/L） 

第二溶出量

基準

（mg/L）注 2） 

管
理
有
害
物
質
（
大
阪
府
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
） 

特
定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
） 

第
1
種
特
定
有
害
物
質
（
揮
発
性
有
機
化
合
物
） 

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 以下 － 0.002 以下 0.02 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 － 0.002 以下 0.02 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 － 0.004 以下 0.04 以下 

1,1-ジクロロエチレン 

(別名 塩化ビニリデン) 
0.1 以下 

－ 
0.1 以下 1 以下 

1,2－ジクロロエチレン 0.04 以下 － 0.04 以下 0.4 以下 

1,3-ジクロロプロペン 

(別名 D-D) 
0.002 以下 

－ 
0.002 以下 0.02 以下 

ジクロロメタン 

(別名 塩化メチレン) 
0.02 以下 

－ 
0.02 以下 0.2 以下 

テトラクロロエチレン 

（パークロロエチレン） 
0.01 以下 

－ 
0.01 以下 0.1 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 － 1 以下 3 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 － 0.006 以下 0.06 以下 

トリクロロエチレン 0.01 以下 － 0.01 以下 0.1 以下 

ベンゼン 0.01 以下 － 0.01 以下 0.1 以下 

第
2
種
特
定
有
害
物
質
（
重
金
属
等
） 

カドミウム及びその化合

物 

カドミウム 0.003

以下 

カドミウム 45

以下 

カドミウム

0.003 以下 

カドミウム

0.09 以下 

六価クロム化合物 
六価クロム 0.05

以下 

六価クロム 250

以下 

六価クロム

0.05 以下 

六価クロム

1.5 以下 

シアン化合物 
検出されないこ

と 

遊離シアン 50

以下 

検出されない

こと 

シアン 1 

以下 

水銀及びその化合物 

水銀が 0.0005 以

下かつ、アルキ

ル水銀が検出さ

れないこと 

水銀 15 以下 

水銀が 0.0005

以下、かつ、

アルキル水銀

が検出されな

いこと 

水銀 0.005

以下 

かつ、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 セレン 0.01 以下 セレン 150 以下 
セレン 0.01 

以下 

セレン 0.3

以下 

鉛及びその化合物 鉛 0.01 以下 鉛 150 以下 鉛 0.01 以下 鉛 0.3 以下 

砒素及びその化合物 砒素 0.01 以下 砒素 150 以下 砒素 0.01 以下 
砒素 0.3 

以下 

ふっ素及びその化合物 ふっ素 0.8 以下 
ふっ素 4,000 

以下 

ふっ素 0.8 

以下 

ふっ素 24 

以下 

ほう素及びその化合物 ほう素 1 以下 
ほう素 4,000 

以下 
ほう素 1 以下 

ほう素 30 

以下 
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表 4.1.46(2) 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で定める基準 

分類 項目 

特定有害物質 

土壌溶出量基準 

（mg/L）注 2） 

特定有害物質 

土壌含有量基準 

（mg/kg）注 1） 

地下水基準 

（mg/L） 

第二溶出量

基準

（mg/L）注 2） 

管
理
有
害
物
質
（
大
阪
府
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
） 

特
定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
） 

第
3
種
特
定
有
害
物
質
（
農
薬
等
） 

2-ｸﾛﾛ 4,6 ﾋﾞｽ(ｴﾁﾙｱﾐﾉ)-

1,3,5-ﾄﾘｱｼﾞﾝ(別名 ｼﾏ

ｼﾞﾝ又は CAT) 

0.003 以下 － 0.003 以下 0.03 以下 

N,N-ｼﾞｴﾁﾙﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸 S-

4-ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾙ(別名 ﾁｵﾍﾞ

ﾝｶﾙﾌﾞ又はﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ） 

0.02 以下 － 0.02 以下 0.2 以下 

ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾁｳﾗﾑｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ(別

名 チウラム又はﾁﾗﾑ) 
0.006 以下 － 0.006 以下 0.06 以下 

ポリ塩化ビフェニル 

(別名 PCB) 

検出されないこ

と 
－ 

検出されない

こと 
0.003 以下 

有機りん化合物 

（ｼﾞｴﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾁｵﾎｽﾌ

ｪｲﾄ（別名 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ）、ｼﾞﾒﾁ

ﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲﾄ（別

名 ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ）、ｼﾞﾒﾁﾙｴﾁﾙ

ﾒﾙｶﾌﾟﾄｴﾁﾙﾁｵﾎｽﾌｪｲﾄ（別名 

ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ）及びｴﾁﾙﾊﾟﾗﾆﾄﾛ

ﾌｪﾆﾙﾁｵﾉﾍﾞﾝｾﾞﾝﾎｽﾎﾈｲﾄ（別

名 EPN）に限る。） 

検出されないこ

と 
－ 

検出されない

こと 
1 以下 

ダイオキシン類  
1000pg-TEQ/g 

以下注 3） 
  

注 1）mg/kg（土壌 1 キログラムにつきミリグラム） 

注 2）mg/L（検液 1 リットルにつきミリグラム） 

注 3) pg-TEQ/g（土壌 1 グラムにつきピコグラム（2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝ毒性換算値）） 

出典：「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年 12 月環境省令第 29 号） 

「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」（平成 6 年大阪府規則第 81 号） 

「土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に係る調査・対策の手引き」

（令和 3 年 4 月 大阪府環境農林水産部環境管理室） 

をもとに加工して作成 
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(7) 地域の環境計画 

1) 2030大阪府環境総合計画 

大阪府では、「大阪府環境基本条例」（平成 6年大阪府条例第 5号）第 9条に基づき、豊

かな環境の保全と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「2030 大阪府

環境総合計画」（令和 3 年 3 月）を策定している。概要は、表 4.1.47 に示すとおりであ

る。 

なお、生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい

水準として、「2030 大阪府環境総合計画」に位置付けられており、目標の達成、維持に取

組むこととされている。 

 

表 4.1.47 2030大阪府環境総合計画の概要 

2050 年の目指すべき 

将来像 

〇大都市・大消費地として、府域の CO2排出量実質ゼロ、大阪湾のプラスチ

ックごみの追加的汚染ゼロ、資源循環型社会の実現 

〇大阪・関西万博を跳躍台とした国際的影響力の発揮など、各主体の取組

みが世界及び未来へ波及し、持続可能な社会の構築 

2030 年の実現すべき

姿 

〇低炭素・省エネルギー社会 

〇資源循環型社会 

〇全てのいのちが共生する社会 

〇健康で安心な暮らしの確保 

〇魅力と活力ある快適な地域づくり 

計画の期間 2021 年度から 2030 年度までの 10 年間 

施策の基本的な方向

性 

◆中・長期的かつ世界的な視野 

 ・経済のグローバル化等により地球環境の悪化は深刻化していく中、大

阪が将来にわたって成長・発展していくためには、府域のみならず世

界全体の健全な環境と安定した社会・経済が必要不可欠であるととも

に、中・長期的な視点で課題解決に取り組むことが必要 

◆環境・社会・経済の統合的向上 

・SDGs の考え方も踏まえ、環境施策を通じて環境保全の効果を最大限発

揮する取組みとあわせて、社会の公正性・包摂性・強靭性の向上と、

持続的な経済成長の確保していく。 

・以下の 4 つの観点を踏まえて環境施策を展開 

  ・外部性の内部化 

  ・環境効率性の向上 

  ・環境リスク・移行リスクへの対応 

  ・自然資本の強化 

生活環境保全目標 
大気汚染、水質汚濁、地盤環境、騒音・振動等について目標が定められて

いる。 
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2) みどりの計画 

a) みどりの大阪推進計画 

大阪府では、平成 21年 12月に「みどりの大阪推進計画」を策定している。この計画は、

みどりの保全・創出にかかる総合的な方針を表す「みどりの大阪 21推進プラン」（平成 8

年策定）と、広域的観点から見たみどりの確保目標水準や配置計画などを示している。ま

た、市町村「緑の基本計画」の指針ともなる「大阪府広域緑地計画」（平成 11年策定）を

統合し、「みどり」における総合的な計画として、都市計画の観点も含めた視点で施策の

推進方向や、実現戦略を示している。その概要は表 4.1.48に示すとおりである。 

 

表 4.1.48 みどりの大阪推進計画の概要 

計画期間 21 世紀の第一四半期（2025 年（R7））まで 

緑地の確保目標 府域面積に対する割合を約 4 割以上確保 

緑化の目標 

（市街化区域） 

緑被率 20%（現況の 1.5 倍） 

従来からの「樹林・樹木のみを対象とする緑被率」15%を目指しつつ、

“樹木の植栽困難地でのみどりの確保”や、“ヒートアイランド現象の

緩和”等を早急に進める観点から、「樹林・樹木に芝生等を含む草地等

を加えた緑被率」を新たな指標として設定しました。 

緑の配置方針 ・骨格となるみどりをつなげる 

周辺山系、臨海部、主要道路、主要河川、大規模公園等の骨格

となるみどりの拠点や軸を保全・創出します。生物多様性の保全

の視点も活かします。 

・骨格を厚く広くする。 

骨格周辺の多様な主体によるみどりづくりと連携し、厚みと広

がりのあるみどりを形成します。 

・公共空間や民有地の多様なみどりをつなぐ 

樹林地・農空間の保全、道路、公園、学校等の公共空間や壁面・

屋上など民有地のみどりの充実を図り、広がりのあるみどりを形

成します。 

・海と山をつなぐみどりの風の軸を作る。 

4 つの基本戦略 

基本戦略―1 

 みどり豊かな自然環境

の保全・再生 

周辺山系や農空間、大阪湾の豊かな自然環境の保全・再生により、「み

どりの環境保全機能の発揮」「生物多様性の確保」「府民の憩いの場づ

くり」を実現。 

基本戦略―2 

 みどりの風を感じるネ

ットワークの形成 

主要道路・主要河川・大規模公園緑地を軸や拠点として、山や海の豊

かな自然を都市へと導く、みどりの連続性や厚み・広がりを確保しま

す。 

基本戦略―3 

 街の中に多様なみどり

を創出 

屋上・壁面など様々な空間にみどりを増やし、つなぎ、広げ、「都市の

中でもみどりの風を感じる街づくり」を進めます。 

基本戦略―4 

 みどりの行動の促進 
府民や企業、NPO との協働による保全の体制や仕組みづくりにより、

「みどりを通じた地域力の再生」を目指します。 
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b) 泉佐野市みどりの基本計画 

泉佐野市では、中長期的な視点に立って、市域の緑地の適正な保全及び緑化の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するため、みどりとオープンスペースに関する総合的

な計画として平成 31 年に泉佐野市みどりの基本計画を策定している。その計画の基本方

針は表 4.1.49に示すとおりである。 

 

表 4.1.49 泉佐野市みどりの基本計画の基本方針 

基本方針 

まちを支える「みどりの

ベース」を築く 

水辺やみどりのもつ「生物多様性保

全」や「安心・安全な生活環境」「ふ

るさとを感じる風景」などの機能の

観点から、泉佐野の自然や歴史に根

ざしたみどりを保全、改善し、まち

づくりを支える都市に不可欠な基

盤としての「みどりのベース」を築

いていきます。 

①地域の生物多様性からみた骨格

緑地の保全 

②山と海をむすぶ水とみどりの骨

格の構築 

③安心・安全なくらしを支えるみど

りの保全と創出 

④宅地内の緑化による都市の気象

緩和等の環境改善 

まちを楽しくする「くら

しのみどり」を増やす 

日常的な市民生活や企業の経済活

動等の場面において、公園や道路・

まちなみ、水辺の植栽等、生活を豊

かにするような水辺とみどりのあ

る空間を整備・誘導することで、ま

ちのくらしを楽しくし、都市をいろ

どる「くらしのみどり」を増やして

いきます。 

①市民ニーズに合った機能再編と

区域見直し等による公園の充実 

②農地、河川・水路、ため池等を保

全・活用したふるさと空間の形

成 

③緑量の確保による歩いて楽しい

市街地の形成 

まちのにぎわいを支え

る「交流のみどり」を創

る 

世界に開かれた都市としてのポテ

ンシャルを活かし、地域の自然や歴

史とともにある水とみどりを背景

とした暮らしや楽しみを味わって

もらうなど、訪れる人々との交流を

都市の活力アップに結びつけてい

けるよう、人々をまちへ誘い、にぎ

わいを支える「交流のみどり」を創

りだしていきます。 

①「泉佐野水とみどりのシンボル

軸」の形成 

②みどりにあふれるシンボルゲー

ト空間と「国際都市軸」の形成 

③水とみどりのシンボル軸を中心

としたみどりを巡る回遊性の展

開 

④多様な公園緑地とレクリエーシ

ョン施設等を合わせたみどりの

展開 

「みんなで育むみどり」

のまち 

「みどりのベース」「くらしのみど

り」「交流のみどり」を根付かせ、充

実させるためには、市民、大学等、

企業、行政が一体となり、楽しみな

がらみどりを育むことが効果的で

す。 

泉佐野に関わる人々、団体の総力を

あげて水とみどりを維持・管理して

いけるよう、四者がそれぞれの役割

を主体的に担うことができる仕組

みづくりを進め、泉佐野を「みんな

で育む」みどりのまちとしていきま

す。 

①産学官民が連携したみどりづく

りの仕組みづくり 

②市民・ボランティアやみどり法人

による緑化やみどり 

の管理の促進 

③市民、企業の緑化意識の醸成と緑

化技術の向上 

④市民・企業による緑化の支援と誘

導 
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c) 田尻町みどりの基本計画 

田尻町では、少子高齢化社会の進展や地球規模で進行する地球温暖化の進行や生物多様

性損失の進行など、自然環境の問題が進み、みどりの保全や創出に関する対策を重視して

おり、新たなみどりを取り巻く情勢への対応を行うため、田尻町みどりの基本計画を平成

29年に改定している。基本計画の目標は表 4.1.50に示すとおりである。 

 

表 4.1.50 田尻町みどりの基本計画の目標 

みどりのまちづくりの基本目標 

小さなまちに見合った実効性の

あるみどりの配置とネットワー

クづくり 

・既成市街地における高齢者や子育て世代が使いやすい公園

やみどりの適正配置 

・本町の市街地特性に見合った実効性のあるみどりの整備 

・徒歩や自転車で町域全てを回れる特性を活かしたみどりの

ネットワーク整備 

まちのどこでもみどりを感じる

ことができる潤いのまちづくり 

・地産地消等による「振興策」や「環境保全」による農地の保

全 

・本町を代表する水面の保全と活用の重点的推進 

・既存市街地における公共・民間施設緑化の具体的推進 

みどりを通じてみんなの意識を

高める安心と魅力のまちづくり 

・災害の予防と減災に資するみどりの保全と整備 

・防災に対する住民の意識を高めるみどりの拠点形成とネッ

トワークづくり 

水環境資源を活かした自然と人

との共生のまちづくり 

・水環境（田尻漁港、尾張池・夫婦池、樫井川・田尻川、農地

等）の保全整備 

・人々が動植物とふれあえ、自然の大切さを学ぶ場づくりと環

境保全運動の推進 

官民で創るみどりのまちづくり ・官民協働の地域資源の活用方策の検討と推進 

・住民・事業者等のみどりのまちづくりの仕組みづくり 
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d) 熊取町みどりの基本計画 

熊取町では、住民に最も身近な市町村が主体となって都市における緑地の適正な保全と

緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施することを目的として、熊取町みどり

の基本計画を平成 30年に策定している。熊取町みどりの基本計画の目標は、表 4.1.51に

示すとおりである。 

 

表 4.1.51 熊取町みどりの基本計画の目標 

基本計画の目標 

貴重なみどりの保全・継承 奥山雨山自然公園などの森林や市街地に残された貴重なみ

どりを適正に保全し、後世に継承する。 

多様なみどりの創出 みどりをあらゆる方面からとらえ、多様なみどりづくりをめ

ざす。 

みどりの拠点づくり 自然緑地拠点及びみどりの拠点を中心に自然環境の保全・活

用を図っていく。 

ネットワーク形成 みどりの効果を向上させるため、みどりの拠点を形成する既

存の施設などを利用しながら「みどり」をつなぐ。 

協働によるみどりづくりやふ

れあいの場の拡充 

行政と住民、自治会、NPO 法人、事業者などが協働して、み

どりづくりや保全を行っていくとともに、人とみどりのふれ

あいの場の拡充をめざす。 
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e) 泉南市みどりの基本計画 

泉南市では、近年のみどりを取り巻く環境が大きく変更したことに伴い、泉南市みどり

の基本計画を平成 31 年に改定している。その計画の基本方針は、表 4.1.52 に示すとお

りである。 

 

表 4.1.52 泉南市みどりの基本計画の基本方針 

基本方針 

いまある“みどり”を 

まもる 

本市は、南側にたたずむ和泉山脈、北

側に広がる大阪湾など豊かな自然環

境に恵まれた都市です。これらの山

や丘陵地、緑地、公園、河川などの市

の骨格となっているみどりを保全・

再生し、次世代に引き継いでいきま

す。 

市全体に対するみどりの割合 

 

現在約 60%→10 年後約 60% 

あらたな“みどり”を 

つくり、いかす 

本市は、自然環境に恵まれた都市で

すが、市街地の中にはみどりが不足

している地域もみられます。身近に

みどりを感じることのできる市街地

の実現のために、公園の適切配置や

都市緑化を進めて新たなみどりを創

出するとともに、公園の適切な維持

管理や利活用に取組みます。 

一人当たり都市公園面積 

現在約 4m2/人→10 年後約 8m2/人 

 

一人当たり都市公園等面積 

現在約 8m2/人→10 年後約 12m2/人 

 

公園緑地整備への満足度 

現在－5ポイント→10年後 5ポイ

ント 

みんなで“みどり”を 

そだてる 

みどり豊かなまちの実現のために

は、市民と事業者、市が、それぞれの

役割を担いながら良好なパートナー

シップを築くことが大切です。みど

りを担う人材の育成や、みどりを学

び、体験できるような取組を行い、み

んなでみどりを育んでいきます。 

地域の美化活動への参加希望者 

現在約 30%→10 年後約 35% 

  



4-65 

3) 景観計画 

a) 大阪府景観計画 

大阪府では、平成 17年 6月の景観法の全面施行を受け、広域的な行政主体の立場から、

大阪の骨格を形成するような景観を有する区域について、景観行政団体となった市町の区

域や市独自の景観条例により届出制度を実施している区域を除き、「大阪府景観計画」を

策定している。 

「大阪府景観計画」においては、「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」

として、建築物等の形態・色彩、敷地内の緑化、屋上設備、屋外設備、ゴミ置場、駐車場

や駐輪場など、敷地の外から見える物に対する配慮について定めている。 

なお、田尻町、熊取町、泉南市は本計画の区域内であり、対象事業実施区域周辺は金剛・

和泉葛城山系区域に含まれる。泉佐野市は別途景観条例を定めている。 

 

 

4) 大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画（第 3次） 

大阪府では、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総

量の削減等に関する特別措置法」に基づき、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状

物質の総量を削減することにより、二酸化炭素及び浮遊粒子状物質の環境基準を達成する

ことを目標とした「大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画

（第 3次）」を平成 25年 6月に策定している。 
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5) 地球温暖化対策実行計画 

a) 大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

大阪府では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条に基づき、2050年の二酸化

炭素排出量を実質ゼロにすることを目指すべき将来像として、2030 年に向けた地球温暖

化対策を示した「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を令和 3 年に策定して

いる。本計画の概要は表 4.1.53に示すとおりである。 

 

表 4.1.53 大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要 

温室効果ガス削減目標 2030 年度の府域の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 40%

削減 

取組項目 

１．あらゆる主体の意識改革・行

動喚起 

・意識改革 

・持続可能性に配慮した消費の拡大 

・住宅の省エネ 

２．事業者における脱炭素化に向

けた取組促進 

・脱炭素経営 

・事業者による取組促進 

・建築物の省エネ 

・技術革新 

３．CO2排出の少ないエネルギー

（再生可能エネルギーを含

む）の利用促進 

・様々なアプローチによる CO2 排出の少ないエネルギーの利

用促進 

・再生可能エネルギー等の設置促進 

４．輸送・移動における脱炭素化

に向けた取組促進 

・ZEV を中心とした電動車の普及促進 

・新たなモビリティサービスの導入促進 

・公共交通機関・自転車等の利用促進 

・貨物輸送の効率化の促進 

・環境に配慮した自動車利用 

５．資源循環の促進 ・循環型社会推進計画に基づく 3R 等の推進 

・フロン対策の推進 

・食品ロス対策推進計画に基づく食品ロスの削減 

・熱利用の促進 

６．森林吸収・緑化等の推進 ・森林整備・木材利用の促進 

・都市緑化の推進 

・海洋生態系による CO2吸収 

７．気候変動適応の推進等 ・暑さ対策の推進 

・適応 7 分野の取組みの着実な推進 
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b) 第 3期泉佐野市地球温暖化対策実行計画 

泉佐野市では、市の事務及び事業に関し、地球温暖化の抑制をはじめ環境に与える負荷

を低減し、温室効果ガスの削減に向けた今後の取組方針を定めた第 3期泉佐野市地球温暖

化対策実行計画を策定している。 

 

表 4.1.54 第 3期泉佐野市地球温暖化対策実行計画の概要 

計画の位置づけ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条第 1 項にお

いて、事務及び事業に関し温室効果ガス排出量の削減、吸

収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地方公

共団体実行計画（事務事業編）） 

計画の期間 2018 年度(H30)から 2022 年度(R4)までの 5 年間とし、2016

年度(H28)を基準年度とする。 

計画の対象とする事務及び事業の

範囲 

地方公共団体である泉佐野市の事務及び事業を行う組織や

施設であって「エネルギ－の使用の合理化に関する法律」

に基づく範囲 

計画の対象とする温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の 3 種類を対象 

ただし、メタンと一酸化二窒素は、公用車から排出される

分のみ 

温室効果ガス排出量の削減目標 2018 年度(H30)から 2022 年度(R4)までの 5 年間で、基準年度

2016 年度(H28)に比べて年 2%（5 年間で 10%）の削減 

取組項目 

１．市庁舎・施設におけるエネル

ギー使用の削減 

電気・都市ガスの消費を抑制 

（１） 電気使用量の削減 

（２） 都市ガス及びその他燃料の使用量の削減 

２．公用車の使用燃料の削減 公用車の管理や日常業務での適正な使用を徹底 

（１） 公用車の適正な使用 

（２） 公用車の調達 

３．廃棄物の発生抑制とリサイク

ルの推進 

（１） 廃棄物の減量 

（２） リサイクルの推進 

４．環境に配慮した事務及び事業

の推進 

全職員が率先して環境保全活動に取り組み、温室効果ガス

の削減を推進 

（１） 環境に配慮した製品の購入 

（２） 施設の建設や維持管理における環境配慮の推進 

５．水の有効利用の取り組み （１） 必要のない水利用の抑制 

（２） 来庁者への節水呼びかけ 

（３） 雨水利用を推進  等 
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c) 田尻町地球温暖化対策実行計画 

田尻町では、令和 3年 3月に業者及び消費者としての立場から環境保全に向けた具体的

な取組を実施することにより、環境への負荷の低減を図るために「田尻町地球温暖化対策

実行計画」第 3次計画を策定している。 

 

表 4.1.55 田尻町地球温暖化対策実行計画 

計画の位置づけ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条第 1 項に 

おいて、事務及び事業に関し温室効果ガス排出量の削減、

吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地方

公共団体実行計画（事務事業編）） 

計画の期間 計画期間：10 年（令和 3 年度～令和 12 年度） 

基準年度：平成 24 年度 

計画の対象とする事務及び事業の

範囲 

町が行う自らの事務事業とし、出先機関等を含めた全ての

組織及び施設 

計画の対象とする温室効果ガス 対象施設の実績等から排出量の 99%以上を占めている二酸化

炭素（CO2）を対象 

温室効果ガス排出量の削減目標 平成 24 年度を基準年度として、計画期間の最終年度である

令和 12 年度の二酸化炭素排出量を 26%削減 

取組項目 

１．太陽光発電等の再生可能エ
ネルギーの導入 

各施設等管理者は、事業状況を勘案して、計画の期間中に導

入可能な再生可能エネルギーの利用を積極的に検討する。 

２．新電力の導入 町の CO2 削減において電力の占める割合は非常に大きいこ

とから、新電力に関する情報収集や導入の可能性を検討 

３．庁舎等施設におけるエネル
ギー使用量の削減 

（１） 電気使用量の削減 

（２） 都市ガス等の燃料の使用量の削減 

（３） 施設の建設や維持管理における環境配慮の推進 

４．公用車の使用燃料の削減 （１） 公用車利用の適正管理 

（２） 経済運転の励行 

（３） 車両の適正管理 

（４） 低公害車車両の導入更新 

５．紙の使用量の削減、ゴミの
減量・リサイクルの推進、
水の使用量の削減 

（１） 紙の使用量の削減 

（２） ゴミの減量・リサイクルの推進 

（３） 水の使用量の削減 

６．環境に配慮した事業の推進 （１） グリーン購入 

（２） 敷地の緑化 

（３） 再生可能エネルギーの推進 

（４） 施設の利用者・来庁者への啓発 
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d) 第 4期熊取町地球温暖化対策実行計画 

熊取町では、平成 31 年 3 月に町自らが事業者及び消費として他の模範となる率先的行

動を一層促進し、職員が一丸となって、温室効果ガスのさらなる排出抑制を進めるために

「第 4期熊取町地球温暖化対策実行計画」を策定している。 

 

表 4.1.56 第 4期熊取町地球温暖化対策実行計画 

計画の位置づけ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条第 1 項に 

おいて、事務及び事業に関し温室効果ガス排出量の削減、

吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地方

公共団体実行計画（事務事業編）） 

計画の期間 計画期間：12 年（平成 31 年度～令和 12 年度） 

基準年度：平成 25 年度 

計画の対象とする事務及び事業の

範囲 

本庁及び出先機関を含めた全ての事務・事業を対象 

計画の対象とする温室効果ガス 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 2 条 3 項おいて

対象となる温室効果ガス 7 種 

温室効果ガス排出量の削減目標 事務業に伴う温室効果ガスの排出削減を職員一丸となって

進め 40%の削減を目指す。 

取組項目 

１．日常的な取組 （１） エネルギーの使用に関する取組 

（２） 物品の購入に関する取組 

（３） 紙の使用に関する取組 

（４） 公用車の使用に関する取組 

（５） ごみの減量化に関する取組 

２．エネルギー設備の運用改善
に関する取組 

エネルギー設備の運用改善 

３．省エネルギー・省ＣＯ２設備
導入に関する取組 

（１） エネルギー消費効率の高い設備の導入 

（２） 低公害車の導入 

（３） 効率的なエネルギーの選択 

（４） 再生可能エネルギーの導入 
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6) 循環型社会推進計画及び一般廃棄物処理計画等 

a) 大阪府循環型社会推進計画及び大阪府ごみ処理広域化計画 

大阪府では、「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）に基づ

き、廃棄物の減量化や適正処理に関する基本的な事項などを定めた「大阪府循環型社会推

進計画（令和 3年 3月策定）」及び「大阪府ごみ処理広域化計画（令和元年 8月改訂）」を

策定している。計画の概要は表 4.1.57及び表 4.1.58に示すとおりである。 

表 4.1.57 大阪府循環型社会推進計画の概要 

Ⅰ基本的事項 

計画の位置づけ  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5に基づく法定計画 

 「2030大阪府環境総合計画」に基づく資源循環分野の個別計画 

 「大阪府循環型社会形成推進条例」に基づく施策の基本方針、

各主体の行動指針 

計画期間  2021年度から2025年度までの5年間 

めざすべき将来像  2030年には3Rの取組が一層進み、生じた廃棄物はほぼ全量が再

生資源やエネルギーとして使用 

 さらに2050年には、ESG投資が一層進み、できるだけ少ない資

源で最低限必要な物が生産され、全ての府民が持続可能なライ

フスタイルを実践 

 プラスチックごみは海に流出しないよう適切に管理され、「大

阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を達成 

Ⅱ計画目標 

計画目標 府の現状を考慮しつつ、国の「第四次循環型社会形成推進基本計画

(2018 年 6 月)」や「プラスチック資源循環戦略(2019 年 5 月)(以

下「プラ戦略」という。)」の目標や府の関連計画等を踏まえ設定 

Ⅲ講じる施策 

（１）リデュース・リユース  ごみを出さないライフスタイルの促進 

 ごみ処理有料化の促進  

 食品ロス削減推進計画に基づく取組 

 事業系の資源化可能な紙や一般廃棄物に混入している廃プラス

チック類の削減 

 事業者による産業廃棄物の排出抑制の促進 

（２）リサイクル  資源化できる紙の分別・リサイクルの促進 

 建設廃棄物の再資源化の促進  

（３）プラスチックごみ対策  マイ容器使用可能店舗の情報発信等によるワンウェイプラスチ

ックの削減  

 プラスチック製容器包装の分別・リサイクルの一層の推進  

 製品プラスチックの分別・リサイクルの実施 

 より質の高いリサイクルの促進 

（４）適正処理  一般廃棄物処理の広域化 

 産業廃棄物適正処理の徹底  

 災害発生時における廃棄物処理の備え 

Ⅳ計画の進行管理 

計画の進行管理  目標項目及び進行管理指標の進捗状況をHP等で公表 
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表 4.1.58 大阪府ごみ処理広域化計画の概要 

計画策定の経緯  市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）と協力

して、持続可能な適正処理の確保に向けた広域化・集約化を推

進していくため、新たな「大阪府ごみ処理広域化計画」を策定 

 計画期間は、令和元年度より令和10年度までの10年間 

広域化・集約化の状況  ごみ処理事業を行う一部事務組合は13団体（他府県にわたる3団

体を含む。）設置されており、旧計画策定時と比べると4団体増

加 

 府内のごみ焼却施設数は、旧計画策定時の53施設から39施設と

約3割減少 

広域化・集約化の 

必要性・メリット 

 ごみ処理量減少への対応 

 災害対策等の強化 

 老朽化するごみ焼却施設の更新等 

 ごみ処理事業のコスト縮減 

 効率的な熱回収の推進 

 リサイクルの推進 

処理施設の整備に係る課題  ごみ処理量が減少すると、ごみ処理施設の処理能力に余力が生

じる 

➢ 大阪府の人口は、令和27年には748万人になると見込まれる 

➢ ごみ排出量は、令和27年度には年間269万tに減少 

 ごみ処理に係る人材の確保や技術の継承 

 災害時等における廃棄物処理体制の確保、広域的な連携体制構

築 

 老朽化施設の計画的な更新 

 ごみ焼却施設の更新等に、多額の費用が必要 

広域化・集約化の方向性と推進方策 

広域化・集約化の方向性 市町村の水平連携による広域化を図ることを基本とする。 

 既存のごみ処理施設の有効活用 

 ごみ焼却施設の規模と種類 

➢ 新設・更新は、最低100t/日以上、可能なら300t/日以上 

 ごみ焼却施設の施設数 

➢ 20年後に少なくとも平成30年度比で1割削減目途に集約化 

広域ブロックの 

基本的な考え方 

大阪府全域を 1 ブロックとして、市町村の意向を最優先に、柔軟に

広域化・集約化を推進 

広域化・集約化の方法  一部事務組合や広域連合、事務の委託、連携協約等の制度 

 組合設立、ごみ種類別処理分担、大都市での受入、相互支援、

他のインフラとの連携、民間活用 
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b) 泉佐野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

泉佐野市では、｢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)｣第 6 条

第 1項に基づき、泉佐野市田尻町清掃施設組合及び田尻町の計画と整合を図りつつ、泉佐

野市のごみ処理についてその基本方針等を定めた、泉佐野市一般廃棄物(ごみ)処理基本計

画を平成 30年 3 月に策定している。 

本計画は、計画期間の初年度を平成 30 年度とし、平成 41（令和 11）年度までの 12 年

間のごみ処理に関する基本方針を示している。本計画は、一般廃棄物の適正処理を進める

ために実施すべき施策・事業の長期的・総合的な基本方針を示し、また、今後の一般廃棄

物処理行政を執行するためのガイドラインを設定している。本計画をよりどころとしつつ、

住民・事業者・行政が一体となって具体的行動計画を検討・策定し、実効性がある一般廃

棄物処理に関する施策を推進するとともに、必要な施設整備の事業推進を図るものと示し

ている。 

基本方針として「発生抑制・循環型利用・適正処分の推進」を掲げ、①直接搬入量を平

成 24年度実績から 10年間で 20%削減する、②家庭系可燃ごみ（収集）に混入されている

資源ごみを平成 24年度実績から 10%削減し資源化する、という数値目標を設定している。 

 

c) 田尻町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

田尻町では、｢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)｣第 6条第

1項に基づき、泉佐野市田尻町清掃施設組合及び泉佐野市の計画と整合を図りつつ、田尻

町のごみ処理についてその基本方針等を定めた、田尻町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

を平成 30年 3月に策定している。 

本計画は、計画期間の初年度を平成 30 年度とし、平成 41（令和 11）年度までの 12 年

間のごみ処理に関する基本方針を示している。本計画は、一般廃棄物の適正処理を進める

ために実施すべき施策・事業の長期的・総合的な基本方針を示し、また、今後の一般廃棄

物処理行政を執行するためのガイドラインを設定している。本計画をよりどころとしつつ、

住民・事業者・行政が一体となって具体的行動計画を検討・策定し、実効性がある一般廃

棄物処理に関する施策を推進するとともに、必要な施設整備の事業推進を図るものと示し

ている。 

基本方針として「発生抑制・循環型利用・適正処分の推進」を掲げ、①直接搬入量を平

成 24年度実績から 10年間で 20%削減する、②家庭系可燃ごみ（収集）に混入されている

資源ごみを平成 24年度実績から 10%削減し資源化する、という数値目標を設定している。 

 

d) 第２期熊取町一般廃棄物処理基本計画（中間見直し版） 

熊取町では、平成 26年 3月に策定した第 2期熊取町一般廃棄物処理基本計画について、

今般、一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理施設の広域化に係る方向性が定まったこと、ま

た、直近 5年の処理実績等を踏まえ、実態に即した中間的な見直しを行い、第 2期熊取町

一般廃棄物処理基本計画（中間見直し版）を平成 31年 3月に策定している。 

本計画は、計画初年度を平成 26 年度、計画目標年次を平成 35 年度とした 10 年間を計

画期間としており、中間年度である平成 30年度に見直しを実施した。 
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循環型社会形成を推進するための基本方針として、「環境への負荷の低減を図る」、「4R

を基調とした施策を進める」、「環境教育の充実を図る」、「住民・事業者・行政が協働して

ごみ処理に取り組む」、「安全・安心で確実な処理に取り組む」の 5つを定めている。 

基本方針に基づく数値目標として、家庭系ごみ発生量（集団回収量含む）594.2g/人・

日（平成 24年度比 4％削減）、事業系ごみ発生量 2,987t/年（平成 24年度比 6％削減）、公

共施設ごみ発生量 499t/年（平成 24 年度比 11％削減）、再生利用率 16%を設定している。 

 

e) 泉佐野市・田尻町・熊取町地域循環型社会形成推進地域計画 

泉佐野市、田尻町、熊取町の 3市町では、地域の循環型社会の形成を推進することを目

的として、平成 30年 12月に循環型社会形成推進地域計画を策定している。 

計画期間は、平成 31 年 4 月 1 日から平成 36（令和 6）年 3 月 31 日までの 5 年間であ

る。 

 

f) 泉南市阪南市地域循環型社会形成推進地域計画 

泉南市阪南市地域循環型社会形成推進地域計画は、構成市を泉南市、阪南市とし、平成

24年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの 5年間を計画期間としている。 

なお、令和 3年 12月現在、泉南市では、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定

中である。 

 

7) 災害廃棄物処理計画 

a) 大阪府災害廃棄物処理計画 

大阪府では、災害発生時の廃棄物について、生活環境の保全及び公衆衛生を確保しつつ、

再資源化等を図りながら、迅速かつ適正に処理することを目的とし、大阪府災害廃棄物処

理計画を平成 29 年 3月に策定している。その後、平成 30年 3月改定された環境省の「災

害廃棄物処理指針」等をもとに、令和元年 7月に本編の修正を行っている。 

本計画では、対象とする災害として大阪府で想定されている大規模地震（上町断層帯地

震、生駒断層帯地震、有馬高槻断層帯地震、中央構造線断層帯地震、東南海・南海地震、

南海トラフ巨大地震）等による地震災害や、大規模な風水害等の自然災害を設定し、対象

とする廃棄物として「災害廃棄物対策指針」に示された生活ごみ、避難所ごみ、し尿、災

害廃棄物について検討を行っている。 

 

b) 泉佐野市災害廃棄物処理計画 

泉佐野市では、「泉佐野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」及び「泉佐野市生活排水

処理基本計画」、並びに「泉佐野市地域防災計画」との整合を図りながら、国の「災害廃

棄物対策指針」及び大阪府の「大阪府災害廃棄物処理計画」を踏まえ、発災時に廃棄物を

迅速かつ適正に処理していくための泉佐野市の基本的な考え方、具体的な対応方法及び手

順について取りまとめた泉佐野市災害廃棄物処理計画を令和 3年 3月に策定している。 

本計画で対象とする災害は、「泉佐野市地域防災計画」で想定されている大規模地震に

よる地震災害とし、その他、大規模な風水害等の自然災害を含めるものとしている。本計
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画の対象とする廃棄物は、被災者や避難者の生活に伴い発生する生活ごみ、避難所ごみ、

し尿、及び地震や水害等の災害によって発生する災害廃棄物としている。 

処理の基本方針として、衛生的かつ迅速な処理、分別・再生利用の推進、処理の協力・

支援・連携、環境に配慮した処理を示している。 

 

c) 田尻町市町村災害廃棄物処理計画 

田尻町は、田尻町における平常時の災害予防対策と、災害発生時の状況に即した災害廃

棄物処理の具体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施

を目指すことを目的とし、田尻町市町村災害廃棄物処理計画を令和 3年 3月に策定してい

る。 

本計画は、環境省の定める「災害廃棄物対策指針(平成 30 年改定)」に基づき策定する

ものであり、「田尻町地域防災計画」と整合をとり、適正かつ円滑に災害廃棄物の処理を

実施するため、担当部署等の具体的な業務内容を示している。 

 

d) 熊取町災害廃棄物処理計画 

熊取町では、全町域に係る災害廃棄物処理に関し、町が行う業務についてその基本方

針を示し、生活環境の保全及び公衆衛生を確保しつつ、再資源化を図りながら災害廃棄

物の円滑な処理を推進するため、熊取町災害廃棄物処理計画を令和 3 年 4 月に策定して

いる。 

本計画は、東日本大震災や熊本地震の教訓や平成 30年度に発生した台風 21号の経験を

踏まえ、「熊取町地域防災計画」を補完し、「大阪府災害廃棄物処理計画」及び「平成 31年

度近畿ブロックにおける災害廃棄物処理計画策定モデル事業」との整合性を図り、適正か

つ円滑に災害廃棄物の処理を実施するため、担当部署等の具体的な業務内容を示したもの

である。 

本計画で想定する災害は、「熊取町地域防災計画」で対策上想定すべき災害（地震災害、

風水害）であり、本計画の対象とする廃棄物は、地震災害や風水害等によって発生する災

害廃棄物及び被災者や避難者の生活に伴い発生する生活ごみとしている。 

処理の基本方針として、衛生的かつ迅速な処理、分別・再生利用の推進、処理の協力・

支援・連携、環境に配慮した処理を示している。 

 

e) 泉南市災害廃棄物処理計画 

泉南市では、国の「災害廃棄物対策指針」、大阪府の「大阪府災害廃棄物処理計画」、泉

南市の「泉南市防災計画」との整合を図り、災害廃棄物処理に係る基本的な計画として、

泉南市災害廃棄物処理計画を令和 2年 3月に策定している。 

基本方針として、1.公衆衛生の確保、2.迅速かつ円滑な対応、3.計画的・効率的な対応、

4.環境に配慮した処理、5.リサイクルの推進、6.安全作業の確保を定めており、基本的な

処理フロー、組織体制等についても定めている。 
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(8) その他関係法令・条例 

1) 大阪府景観条例（平成 10年大阪府条例第 44号） 

大阪府では、「大阪府環境基本条例」の理念にのっとり、景観形成に関し、府、事業者

及び府民の責務を明らかにするとともに、それぞれの連携及び協力の下に府民の生活及び

文化の反映である都市の景観、歴史的景観及び自然景観の創造又は保全を図ることにより、

風格ある都市空間及び豊かな生活空間を創造し、もって府民の文化的な生活の確保に資す

ることを目的に「大阪府景観条例」を制定している。 

また、平成 17 年 6月に全面施行された景観法の制度を活用していくため、「大阪府景観

条例」（平成 20年 10月 1日施行）、を改正し、法に基づく景観計画の策定の方針や位置づ

け、法の施行に関し必要な事項を定めている。 

なお、泉佐野市は市が景観行政団体となり、泉佐野市都市景観条例に基づき届出を実施

するものとなる。 

 

2) 泉佐野市都市景観条例（平成 9年 3月条例第 10号） 

泉佐野市では、都市景観に関し、基本的かつ必要な事項を定めることにより、豊かな自

然及び歴史との調和並びに世界に開かれた玄関都市にふさわしい魅力ある都市景観の実

現に資することを目的として平成 9 年 3 月に「泉佐野市都市景観条例」を制定している。 

この条例では、泉佐野市長が定めた都市景観形成重点地区において、①建築物の新築、

増築、改築、移転若しくは大規模の修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更、②広告物

の表示若しくは変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移設若しくは色彩の変更、

③工作物の新設、増設、改造、移設又は外観の色彩の変更④その他都市景観に影響を及ぼ

すおそれのある行為等の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじ

めその旨を市長に届け出なければならないとしている。また、大規模建築物等については、

都市景観形成重点地区以外の区域においても上記①～④の行為をしようとする者は市長

に届け出なければならないとしている。 

なお、泉佐野市では都市景観形成重点地区として臨海地区が指定されており、対象事業

実施区域は都市景観形成重点地区とならない。ただし、対象事業は大規模建築物等に該当

するため、大規模建築物等に関する行為の届出が必要となる。 

 

3) 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） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔に

することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、

汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、

固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。）をいい、

一般廃棄物と産業廃棄物に区分されている。 

一般廃棄物とは産業廃棄物以外のすべての廃棄物をいい、産業廃棄物とは、事業活動に

伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、

その他政令で定める廃棄物をいう。また平成 3年の法改正により、爆発性、毒性、感染性

等の有害特性を有するため、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性
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情を有する廃棄物について、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として、特別の

規制を行うこととなっている。 

 

4) 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号。以下「建設リ

サイクル法」という） 

建設リサイクル法では、特定建設資材（コンクリート（プレキャスト板等を含む。）、ア

スファルト・コンクリート、木材）を用いた建築物等に係る解体工事又はその他施行に特

定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の建設工事（対象建設工事）に

ついて、その受注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。 

なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準

については、①建築物の解体工事では床面積 80m2以上、②建築物の新築又は増築の工事で

は床面積 500m2以上、③建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が 1億円以上、④

建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が 500 万円以上と定められ

ている。 

この他に、建設廃棄物のリサイクルを促進するため、主務大臣が基本方針を定めること

が建設リサイクル法に規定されており、基本方針では、特定建設資材に係る分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に当たっての基本理念、関係者の役割、基本的

方向などを定めるとともに、特定建設資材廃棄物の平成 22 年度の再資源化率を 95%とす

るなどの目標が掲げられている。 
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5) 大阪府温暖化の防止等に関する条例（平成 17年 10月条例第 100号） 

大阪府では、地球温暖化及びヒートアイランド現象の防止等に関し、府、事業者、建築

主及び府民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並び

に建築物の環境配慮について必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図

り、もって現在及び将来の府民の健康で豊かな生活の確保に資することを目的として「大

阪府温暖化の防止等に関する条例」を制定している。その中で、温室効果ガスの排出及び

人工排熱の抑制に関する規定並びに建築物の環境配慮に関する規定が表 4.1.59 及び表 

4.1.60に示すとおり定められている。 

表 4.1.59 事業活動における温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制に関する規定 

項目 内容 

温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並

びに電機の需要の平準化義務 

事業者は、知事の定める温暖化対策指針（事業者がその

事業活動における温室効果ガスの排出及び人工排熱の

抑制を行うために必要な事項についての指針）に基づ

き、温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに電気

の需要の平準化のための適切な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

対策計画書の作成 特定事業者＊は、事業の概要、事業活動に係る温室効果

ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平

準化のための対策及び目標等を記載した対策計画書を

作成し、知事に届け出る。 

実績報告書の作成 特定事業者は、対策計画書に基づき実施した対策の状況

を記載した実績報告書を作成し知事に届け出る。 
＊特定事業者 

①府域において年間の燃料と電力を合算したエネルギー使用量が、原油換算燃料等使用量で 1,500 ｷ

ﾛﾘｯﾄﾙ/年以上の事業所を持つ事業者 

②府域に使用の本拠を有する自動車（軽自動車を除く）を 100 台以上所有する事業者 

③24 時間営業を常態とし、府域の事業所の合計エネルギー使用量が原油換算燃料等使用量で 1,500

ｷﾛﾘｯﾄﾙ/年以上の事業者 

表 4.1.60 建築物の配慮に関する規定 

項目 内容 

建築主の環境配慮義務 建築主は、建築物の新増改築の際、知事の定める建築物

環境配慮指針（建築主が建築物の環境配慮を適切に実施

するための指針）に基づき、建築物の環境配慮のための

適切な措置を講ずるように努める。 

建築物環境計画書の作成 特定建築主＊は、特定建築物の概要、建築物の環境配慮

のために講じようとする措置及びその評価結果等を記

載した建築物環境計画書を作成し、知事に届け出る。 

工事完了の届出 特定建築主は、工事完了を知事に届け出る。 
＊特定建築主とは、一定規模（延床面積 5,000m2）を超える建築物を新増改築する建築主 
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(9) 自然環境保全上の規制地域等 

対象市町における自然環境保全上の規制状況は、表 4.1.61、図 4.1.9から図 4.1.13に示

すとおりである。 

なお、対象事業実施区域は近郊緑地保全区域に位置する。 

表 4.1.61 自然関係法令による地域指定等の状況 

対象 
指定の有無（有：〇 無：×） 

関係法令 
泉佐野市 田尻町 熊取町 泉南市 

自
然
公
園
及
び
緑
地 

国立公園 × × × × 

自然公園法 

国定公園 〇 × × 〇 

自然公園 × × × × 大阪府自然公園条例 

近郊緑地保全区域 〇 × 〇 〇 
近畿圏の保全区域の整備に関す

る法律 

保安林 〇 × 〇 〇 森林法 

自然環境保全地域 × × × × 

大阪府自然環境保全条例 

緑地環境保全地域 × × × × 

特別緑地保全地区 × × × 〇 都市緑地法 

動
植
物
保
護 

生息地等保護区 × × × × 
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 

鳥獣保護区 〇 × × × 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律 

登録簿に掲げられる湿地の

区域 
× × × × 

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 

土
砂
災
害
等 

土砂災害特別警戒区域 〇 × 〇 〇 

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 〇 × 〇 〇  

区
域
の
指
定 

急傾斜地の崩壊 〇 × 〇 〇  

土石流 〇 × 〇 〇  

地滑り 〇 × × ×  

河川保全区域 〇 〇 〇 〇 河川法 
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図 4.1.9 自然公園及び緑地、動植物保護の地域指定図 

  

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 



4-80 

 

図 4.1.10 土砂災害等の地域指定図（急傾斜地の崩壊） 

  

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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図 4.1.11 土砂災害等の地域指定図（土石流） 

  

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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図 4.1.12 土砂災害等の地域指定図（地すべり） 

  

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 
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図 4.1.13 河川保全区域 

 

背景図）国土地理院「地理院タイル（淡色地図）」を使用 


