環境技研通信環
株式会社 環境技研

〒370-3511 群馬県高崎市金古町 1709-1 ℡ 027-372-5111

第 15 巻第 3 号 (通巻 63 号)

土砂埋立規制条例案を策定
建設工事に由来する土砂等を使った埋立てによ
り、その土砂等に有害物質が混入した場合の生活
環境汚染が懸念されています。そこで一定規模以
上の土砂等の埋立て等を規制するための群馬県条
例案が策定されました。
― 概要 ―
公共事業などで、土砂等の埋立て等を行う区域外
の場所から搬出された土砂などを使用し、当該面
積が 3,000 ㎡以上の埋立てを行う場合が規制対象
となります(除外行為あり)。規制対象の場合は、
1.土壌等搬入に当たっての土砂等排出元及び土壌
基準の確認
2.土壌環境基準に適合しない土砂等の埋立て等の
使用禁止
3.事業計画変更許可及びその他届出
4.許可事業者の義務
①現場標示の設置
②搬入した土砂等の帳簿記載及び定期報告
③定期的な土壌･水質検査の実施及び報告
④特定事業の許可に関する書類備付け及び閲覧
などが盛り込まれています。また知事は許可事業
者が条例違反をした場合、改善、停止、措置命令
又は許可取消し命令を発令することが出来ます。
今後の流れとしては平成 25 年 5 月に条例(案)を上
程、同 10 月に施行予定になっています。
(群馬県廃棄物・リサイクル課資料参照)

「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に
係る暫定排水基準(
係る暫定排水基準(案 )」パブリックコ
メントについて
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排
水基準について、平成 25 年 6 月 30 日をもって適
用期限を迎えることから、平成 25 年 4 月 19 日～
平成 25 年 5 月 20 日に、意見募集期間が設けられ
ました。
改正内容の案については、暫定排水基準が設定
されている 15 業種のうち 2 業種、ほう酸製造業
(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに
限る。)について、ほう素及びその化合物の暫定基
準を廃止して一般排水基準への移行、そして、化
学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排
出するものに限る。)については、ふっ素及びその
化合物の暫定基準を廃止して一般排水基準への移
行としています。
また、他 13 業種については、
暫定排水基準値を強化して延長、
又は現行のまま延長(平成 28 年
6 月 30 日まで)としています。
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群馬県の生活環境を保全する条例が
群馬県の生活環境を保全する条例が
一部改正(
一部改正(平成 25 年 4 月 1 日施行)
日施行)
昨年 5 月に発生した利根川水系の複数の浄水
場でのホルムアルデヒドによる取水障害事案を
受け、国の取組を補完し再発防止に向けた総合
的な対策の一環として「群馬県の生活環境を保
全する条例」の一部が改正されました(平成 24
年 12 月 28 日公布、平成 25 年 4 月 1 日施行)。
― 改正概要 －
改正条例第 47 条において、利水障害等の原因
となる特定指定物質を取り扱う工場又は事業場
における特定物質の適正な管理に関する指針の
策定及び公表が、県の義務として定められまし
た。
また、改正条例第 48 条において、特定指定物
質取扱事業者において、以下の事項の届出等が
義務付けられました。
1. 県が策定した指針に即した「適正管理計
画」を作成し県に届け出ること
2. 特定指定物質の年間取扱量を把握すること
3. 特定指定物質の取扱量を県に届け出ること
4. 「適正管理計画」の変更時や特定指定物質
の取扱廃止時特定指定物質取扱事業者に該
当しなくなった際には県に届け出ること
・特定指定物質とは…
・特定指定物質とは…
ホルムアルデヒド、クロロホルム、アルミニ
ウム及びその化合物、塩素酸及びその塩、臭素
酸及びその塩、マンガン及びその化合物、鉄及
びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びそ
の化合物、フェノール類及びその塩類、そして
利水障害事案の原因物質となったヘキサメチレ
ンテトラミンの計 11 物質(条例施行規則第 30 条
の 9)。
・特定指定物質取扱事業者とは…
上記の特定指定物質をその年度に年間 500kg
以上製造し、貯蔵し、使用し、又は処理する事
業者で、事故が発生したときに、特定指定物質
を含む水が当該工場から公共用水域に排出され
ることにより人の健康又は生活環境に係る被害
を生じるおそれがある事業者をいいます。
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～人が輝き、伝統息づく星の里～
高山村の取組みについて

聞こえない音？低周波音
風力発電施設からの騒音問題がニュースで
度々取り上げられるようになり、一般市民にも
「低周波音」という言葉が浸透してきました。
ただ、低周波音は特別なところでしか発生しな
いと思われる方も多いと思います。
低周波音とは、周波数 1～100Hz の音のこと
をいいます。人間の可聴域はおよそ 20Hz～
20kHz といわれており、2kHz 前後の周波数の音
が最も大きく聞こえ、低い周波数(低い音)にな
ると感度が鈍くなります。20Hz 以下は超低周
波音と呼ばれ、多くの人の耳には聞こえませ
ん。
自然界で発生する音は様々な周波数の複合音
であり、どこでも低周波音は発生しています。
しかし、人間には聞こえづらいため、よほど大
きな低周波音が発生していない限り騒音として
感じないのです。このため、
工場や大型設備から低周波
音が発生しているのに、気
付かず放置されている場合
もあります。屋内の場合、
外からの音が遮断された静
かな環境となりますが、低
周波音は窓や壁等で遮断さ
れにくいため、静かな室内で低音だけが聞こえ
るようになります。結果、不快感や圧迫感を覚
える、音は聞こえないのに建具ががたついて眠
れない等の苦情が発生することがあるのです。
また最近では、空調設備の室外機、冷凍庫や
給湯機のコンプレッサーが発生源となることも
あります。隣家のヒートポンプが体調不良の原
因だとして訴訟に発展した事例もあるようで
す。

「人が輝き、伝統息づく星の里たかやま 誇り
と愛情の持てる豊かな村を築くために…」をキ
ャッチフレーズとする高山村は、群馬県中北西
部、吾妻郡の東に位置しており、自然豊かな中
で温泉や星空を堪能できる星の里です。
全国的にも有名なロックハート城、また、県
立ぐんま天文台や高山温泉ふれあいプラザとい
ったレクリエーション施設が充実しており、天
文台近くにある高原牧場ではポニーや羊たちと
のふれあいを楽しむこともできます。
子供から大人まで自然
と星空を楽しめる高山村
では、美しい星空を村全
体で守り後世まで伝える
ための取組みとして、国
内でも珍しい「光環境条
例」を制定しています。
=======================
高山村星まつり (2/23)
・高山村光環境条例とは
小野子山に浮かびあがる
村民の夜間の安全性や
「☆・逢・和」の文字が美しい
社会的活動に必要な照明
を確保しつつ人工光の増加を抑制し、高山村の
美しい星空と光環境を維持することを目的とし
て、「照明器具、照明時間等の制限」や「光環
境モデル地区の指定」、そして「天体観測等へ
の協力」に関する条項を定めています。そし
て、村の責務として良好な光環境の維持を図る
ことを目的に必要な施策の策定・実施を定めて
います。また、村民及び事業者等の責務として
夜間照明灯の人工光の増加抑制への協力を求め
ており、まさに村全体で美しい星空を守ろうと
する姿勢が示されています(平成 10 年施行)。
===========================================
昨今叫ばれている光害(ひかりがい)は、天体
観測への妨げにとどまらず、生態系にも影響を
及ぼしているそうです。また、他の公害と同様
に様々な社会生活と関わっている光害を防ぐこ
とは困難だそうです。しかしそんな中、群馬県
においても「県立ぐんま天文台」の設置を機に
「星空憲章」を制定しており、高山村の「光環
境条例」とともに光害から環境を守ろうとする
試みが行われています。
美しい星空を守る「光環境条例」は、星空を
守ることのみならず、節電・エネルギー対策へ
の貢献も期待されます。
高 山 村で は、 地球 環 境に 関 する 取組 みと し
て、環境家計簿やエコキャップ運動等も行って
います。詳しくは、高山村役場地域振興課
(0279-63-2111)までお問い合わせください。
本

低周波音に規制基準などはありませんが、周
波数分析を行い、「低周波音による苦情に関す
る参照値」と比べることで低周波音の影響があ
るかを判断することができます。また、苦情宅
と設備の周波数特性を比較することで、発生源
を特定することも出来ます。
弊社では、低周波音対応の騒音計により周波
数分析を行うことで、低周波音の評価を行うこ
とができます。お問い合わせは技術 2 課調査グ
ループまで。
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