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２ 指定物質・指定基準  

 

 1) 大気汚染防止法  

 本法に基づく大気汚染物質及び指定物質は以下のとおり。  

 

表4-17 大気汚染防止法に基づく大気汚染物質  
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表4-18 大気汚染防止法に基づく指定物質  
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2) 騒音規制法  

規制基準は、環境大臣が定める基準の範囲内で都道府県知事が具体的に決定す

る。 同法に基づく規制基準は以下のとおり。  

 

表4-19 騒音規制法に基づく規制基準等  

 
「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年11月27日 
厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号）及び「騒音規制地域の指
定、騒音規制基準の設定等」（昭和47年3月2日青森県告示第169号）  

 

 

「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」 (昭和43年11月27 
日厚生省・建設省告示第1号）及び「騒音規制地域の指定、騒音規制基準の設定
等（昭和47年3月2日青森県告示第169号）  
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「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限
度を定める省令（要請限度）」（平成12年3月2日総理府令第15号）及び「騒音
規制地域の指定、騒音規制基準の設定等」（昭和47年3月2日青森県告示第169
号）  
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3) 振動規制法  

 本法に基づく規制基準等は、つぎのとおり。  

 

表4-20 振動規制法に基づく規制基準等  

 
「特定工場等において発生する振動の規制基準」(昭和51年11月10日環境庁告示
第90号 )及び「振動規制地域の指定、振動規制基準の設定等（昭和52年12月27日 
青森県告示第897号）  

 

 

「振動規制法施行規則」（昭和51年11月10日総理府令第58号）第11条「特定建
設作業の規制に関する基準」及び「振動規制地域の指定、振動規制基準の設定等
（昭和52年12月27日 青森県告示第897号）  
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「振動規制法施行規則」（昭和51年11月10日総理府令第58号）第12条「道路交
通振動の限度」及び「振動規制地域の指定、振動規制基準の設定等」（昭和52
年12月27日 青森県告示第897号）  
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4) 悪臭防止法  

 悪臭は、地域的、局所的という公害のため、その規制は、都道府県知事の指定

する一定地域について行われている。規制地域内のすべての事業場が規制の対象

となる。ただし、建設工事の作業現場など一時的なものは規制の対象外である。 

本法に基づく規制基準は下記のとおり。  

 

表4-21 悪臭防止法に基づく規制基準  

 
悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定（昭和48年3月1日 
青森県告示第121号）  

 

敷地境界における規制基準（ppm）  

 

 

気体排出口における規制基準  
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 排出水中における規制基準  
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 5) 水質汚濁防止法  

 排水基準の遵守が求められるのは、特定事業場からの排出水である。健康項目

に係る排水基準は、規模のいかんを問わずすべてに適用される。生活環境項目に

係る排水基準は、1日平均排出量が50㎥未満の特定事業場に対しては適用されな

い（「排水基準を定める総理府令」別表第2備考2）。  

 排水基準は、濃度規制が基本である。濃度規制方式には、希釈すればより多く

の汚濁物質を排水できる点や、基準以上の汚濁削減に対するインセンティブが働

かないという難点がある。  

 本法附属省令（排水基準を定める省令）による排水基準は下記のとおり。  

 

表4-22 省令による排水基準  

 ア 有害物質  

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度  

カドミウム及びその化合物  カドミウム 0.1mg/ℓ 以下  

シアン化合物  シアン 1mg/ℓ 以下  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、  

メチルジトメン及び EPNに限る｡）  
1mg/ℓ 以下  

鉛及びその化合物  鉛 0.1mg/ℓ 以下  

六価クロム化合物  六価クロム 0.5mg/ℓ 以下  

砒素及びその化合物  砒素 0.1mg/ℓ 以下  

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

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 以下  

トリクロロエチレン  0.3mg/ℓ 以下  

テトラクロロエチレン  0.1mg/ℓ 以下  

ジクロロメタン  0.2mg/ℓ 以下  

四塩化炭素  0.02mg/ℓ  

１，２－ジクロロエタン  0.04mg/ℓ 以下  

１，１－ジクロロエチレン  0.2mg/ℓ 以下  

シス－１，２－ジクロロエチレン  0.4mg/ℓ 以下  

１，１，１－トリクロロエタン  3mg/ℓ 以下  

１，１，２－トリクロロエタン  0.06mg/ℓ 以下  

１，３－ジクロロプロペン  0.02mg/ℓ 以下  

チウラム  0.06mg/ℓ 以下  

シマジン  0.03mg/ℓ 以下  

チオベンカルブ  0.2mg/ℓ 以下  
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ベンゼン  0.1mg/ℓ 以下  

セレン及びその化合物  セレン O.1mg/ℓ 以下  

ほう素及びその化合物  
海域以外 ほう素  10mg以下 /ℓ  

海域   ほう素 230mg以下 /ℓ  

ふっ素及びその化合物  
海域以外 ふっ素  8mg以下 /ℓ  

海域   ふっ素 15mg以下 /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以下 /ℓ  

備考  

 １  「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法（ 2条）により検査した場合にお

いて、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。  

 ２  砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁法施行令の一部を改正する政令

（昭 49政令 363号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法 2条 1項）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。  
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 イ その他の排出水  
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6) 上乗せ基準  

 「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」による

上乗せ排水基準は次表のとおり。  

 

表4-23(24,25) 上乗せ排水基準  
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 7) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基

準を定める省令及びダイオキシン類特別措置法施行規則に基づく最終処分場の

排水基準・地下水検査基準は以下のとおり。  

 

表4-26 最終処分場の排水基準  

 放流水  

項     目  許 容 限 度  

アルキル水銀化合物  検出されないこと。  

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

カドミウム及びその化合物  カドミウム 0.1mg/ℓ 以下  

鉛及びその化合物  鉛 0.1mg/ℓ 以下  

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、  

メチルジトメン及び EPNに限る｡）  
1mg/ℓ 以下  

六価クロム化合物  六価クロム 0.5mg/ℓ 以下  

砒素及びその化合物  砒素 0.1mg/ℓ 以下  

シアン化合物  シアン 1mg/ℓ 以下  

ポリ塩化ビフェニル  0.003mg/ℓ 以下  

トリクロロエチレン  0.3mg/ℓ 以下  

テトラクロロエチレン  0.1mg/ℓ 以下  

ジクロロメタン  0.2mg/ℓ 以下  

四塩化炭素  0.02mg/ℓ  

１，２－ジクロロエタン  0.04mg/ℓ 以下  

１，１－ジクロロエチレン  0.2mg/ℓ 以下  

シス－１，２－ジクロロエチレン  0.4mg/ℓ 以下  

１，１，１－トリクロロエタン  3mg/ℓ 以下  

１，１，２－トリクロロエタン  0.06mg/ℓ 以下  

１，３－ジクロロプロペン  0.02mg/ℓ 以下  

チウラム  0.06mg/ℓ 以下  

シマジン  0.03mg/ℓ 以下  

チオベンカルブ  0.2mg/ℓ 以下  

ベンゼン  0.1mg/ℓ 以下  

セレン及びその化合物  セレン 0.1mg/ℓ 以下  

水素イオン濃度（水素指数）  
海域以外 5.8以上 8.6以下  

海域   5.0以上 9.0以下  

生物化学的酸素要求量（ BOD）  60mg/ℓ 以下  

化学的酸素要求量（ COD）         ．  90mg/ℓ 以下  

浮遊物質量（ SS）  60mg/ℓ 以下  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）  5mg/ℓ 以下  

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 以下  

フェノール類含有量  5mg/ℓ 以下  

銅含有量  3mg/ℓ 以下  
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亜鉛含有量  2mg/ℓ 以下  

溶解性鉄含有量  10mg/ℓ 以下  

溶解性マンガン含有量  10mg/ℓ 以下  

クロム含有量  2mg/ℓ 以下  

大腸菌群数  日間平均 3,000個 /c㎥以下  

窒素含有量  120（日間平均 60） mg/ℓ 以下  

燐含有量  16（日間平均 8） mg/ℓ 以下  

ほう素及びその化合物  
海域以外 ほう素  10mg以下 /ℓ  

海域   ほう素 230mg以下 /ℓ  

ふっ素及びその化合物  
海域以外 ふっ素  8mg以下 /ℓ  

海域   ふっ素 15mg以下 /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以下 /ℓ  

ダイオキシン類  年平均値 10pg-TPQ/ℓ  

備考  

 １  「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法（ 3条）により検査した場合にお

いて、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。  

 ２  「日間平均」による排水基準値は、 1日の排出量の平均的な汚染状態について定めた

ものである。  

 ３  海域・湖沼への放流水は BODを除き、海域以外は CODを除く。  

 ４  窒素含有量は、環境大臣が定める湖沼・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。  

 ５  燐含有量は、環境大臣が定める湖沼・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。  
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表4-27 地下水の検査基準  

 地下水  

項     目  許 容 限 度  

アルキル水銀  検出されないこと。  

総水銀  0.0005mg/ℓ 以下  

カドミウム  0.01mg/ℓ 以下  

鉛  0.01mg/ℓ 以下  

六価クロム  0.05mg/ℓ 以下  

砒素  0.01mg/ℓ 以下  

全シアン  検出されないこと。  

ポリ塩化ビフェニル  検出されないこと。  

トリクロロエチレン  0.03mg/ℓ 以下  

テトラクロロエチレン  0.01mg/ℓ 以下  

ジクロロメタン  0.02mg/ℓ 以下  

四塩化炭素  0.002mg/ℓ  

１，２－ジクロロエタン  0.004mg/ℓ 以下  

１，１－ジクロロエチレン  0.002mg/ℓ 以下  

シス－１，２－ジクロロエチレン  0.04mg/ℓ 以下  

１，１，１－トリクロロエタン  1mg/ℓ 以下  

１，１，２－トリクロロエタン  0.006mg/ℓ 以下  

１，３－ジクロロプロペン  0.002mg/ℓ 以下  

チウラム  0.006mg/ℓ 以下  

シマジン  0.003mg/ℓ 以下  

チオベンカルブ  0.02mg/ℓ 以下  

ベンゼン  0.01mg/ℓ 以下  

セレン  0.01mg/ℓ 以下  

電気伝導率及び塩化物イオン  測定・記録する。  

備考  

 １  「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法（ 3条）により検査した場合にお

いて、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。  
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 8) 土壌汚染防止法  

本法の主たる内容は､特定有害物質による汚染を除去し合理的な利用をはかる

ため､都道府県知事が､その汚染区域を指定し､所要の対策を講ずることにある。  

指定基準は以下のとおり。  

 

表4-28 本法に基づく特定有害物質及び指定区域の指定基準  
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 (3) 地域指定  

 

 1) 騒音規制法及び振動規制法  

 両法に基づく規制地域の指定を八戸市を除く7市について行っている。八戸市

については、特例市への移行に伴い同市自ら地域指定を行っている。  

 騒音規制法及び振動規制法では、対象事業を届け出させ、規制、改善指導を行

うこととなっている。また、県公害防止条例では、騒音規制法、振動規制法から

除外された施設でも、本県の実情からみて規制が必要なものについて対象施設と

している。これら騒音・振動に係る規制権限は、それぞれの市長に委任されてい

る。  

 

表4-29 騒音規制地域の指定状況  

地域名 指定年月日（変更年月日）

む　つ　市 昭和51年2月12日（平成12年4月1日）
 

 

表4-30 振動規制地域の指定状況  

地域名 指定年月日（変更年月日）

む　つ　市 昭和52年12月27日（平成12年4月1日）
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2) 悪臭防止法  

 同法に基づく規制地域の指定等については、平成15年度末で県内58市町村に

規制地域が指定されている。このうち八戸市については、特例市への移行に伴い

同市自ら地域指定を行っている。  

 また、平成5年度には、アンモニア、硫化水素及び低級脂肪酸類4物質計6物質

について規制基準を設定した。また、平成7年度にはトルエン等新規10物質を追

加して22物質とするとともに、排出水中のメチルメルカプタン等4物質について

も規制基準を設定した。  

 これらの規制地域では、悪臭防止法に基づく改善勧告申立人検査は、市町村長

の権限となっている。 本計画地での周域では、つぎのとおり。  

 

表4-31 悪臭規制地域の指定状況  

年月日 指定市町村名

昭和48年3月1日 むつ市

平成3年3月29日 旧大畑町

平成6年3月18日 旧川内町、東通村
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3) 環境基準の水域類型指定  

 県内の主要公共用水域については、公害対策基本法第9条に基づく環境基準の

水域類指定は現在、42河川、3湖沼、8海域が指定されている。  

 陸奥湾東側水域に関するのは次表のとおり。  

 

表4-32 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定の状況  

pH BOD(COD)等  

水    域 該当類型 達成期間 備　　考

小湊川(全域) A イ

野辺地川上流(清水目橋より上流) A イ

野辺地川上流(清水目橋より下流) B ロ

田名部川上流(荷橋より上流) A イ

田名部川上流(荷橋より下流) B ロ

川内川上流(湯ノ川合流点より上流) A イ

川内川上流(湯ノ川合流点より下流) A ロ 陸奥湾東側水域

宇曽利川(全域)　＊ A イ (昭和49年4月27日

永下川(全域)　＊ A イ 青森県告示第291号,

小荒川上流(中荒川1号橋より上流) A イ 平成2年4月2日

小荒川上流(中荒川1号橋より下流) B イ 青森県告示第234号

小湊港 海域B イ

野辺地湊 海域B イ

大湊港(1) 海域C イ

大湊港(2) 海域B イ

川内港 海域B イ

陸奥湾東側海域 海域A イ  
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4) 排水基準を定める総理府令別表第２の窒素含有量または  

燐含有量についての排水基準適用（むつ地域）  

 

湖沼湖沼湖沼湖沼  

 ア 窒素含有量についての排水基準に係る湖沼（窒素に係る特定湖沼）  

  市柳沼（六ケ所村）、田面木沼（六ケ所村）  

 

イ 燐含有量についての排水基準に係る湖沼（燐に係る特定湖沼）  

  一里小屋ため池（むつ市）、宇曽利山湖（むつ市）、早掛沼（むつ市及び東

通村）、柳沼（六ケ所村）、内沼（六ケ所村）、田面木沼（六ケ所村）、川

内ダム貯水池（旧川内町及び佐井村）、大沼（東通村）  

 

海域海域海域海域  

陸奥湾：青森県下北郡佐井村焼山崎と東津軽郡平舘村平舘灯台を結ぶ線及び陸

岸により囲まれた海域  


