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（２）環境保全についての配慮が特に必要な施設 

うるま市においては、平成 31 年 4 月 26 日より、環境保全についての配慮が特に必要

な施設の周囲 80m もしくは 50m の範囲において、騒音や振動に対する規制を強化して

います。 

対象地域内でこれに該当する施設は、表 3.2-24 及び図 3.2-8 に示すとおりです。 

 

表 3.2-24 環境保全についての配慮が特に必要な施設 
施設の基準 該当施設 No.※3 施設名 所在地 

学校教育法（昭和 22

年法律第 26 号）第 1

条に規定する学校 

小学校、中学校、高等学校、大学、盲

学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 

1 市立勝連小学校 うるま市勝連内間 1173 

2 市立平敷屋小学校 うるま市勝連平敷屋 3850 

3 市立与那城小学校 うるま市与那城屋慶名 468-29 

4 市立与勝中学校 うるま市勝連南風原 3615 

5 市立与勝第二中学校 うるま市与那城饒辺 153-1 

6 県立与勝高等学校 うるま市勝連平安名 3248 

7 勝連幼稚園 うるま市勝連内間 2426 

8 与那城幼稚園 うるま市与那城屋慶名 468-1 

児童福祉法（昭和 22

年法律第 164 号）第 7

条に規定する保育所※１ 

保育所 9 与那城保育所 うるま市与那城 466 

10 ふくよか第 2 保育園 うるま市与那城屋慶名 467-13 

11 野の花保育園 うるま市勝連平安名 405-1 

12 かなさ保育園 うるま市勝連平敷屋 198-1 

13 かなさ保育園分園 うるま市勝連平敷屋 246-1 

14 ちいきの幼稚園 緑が丘 うるま市勝連平安名 1791-1 2F 

15 ドレミ幼児園 うるま市勝連平安名 1608 

16 きっずるーむｳｨﾝｳｨﾝ うるま市与那城屋慶名 2237 

17 だいち保育園 うるま市与那城饒辺 1118-5 

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 

医師又は歯科医師が、公衆又は特定

多数人のため医業又は歯科医業を行

う場所であって、二十人以上の患者を

入院させるための施設を有するもの 

18 沖縄寿光会 

与勝病院 

うるま市勝連南風原 3584 番地 

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 

医師又は歯科医師が、公衆又は特定

多数人のため医業又は歯科医業を行

う場所であって、患者を入院させるた

めの施設を有しないもの又は十九人

以下の患者を入院させるための施設

を有するもの 

19 沖縄徳洲会 

与勝あやはしクリニック 

うるま市与那城屋慶名 467-

111 

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 

図書、記録その他必要な資料を収集

し、整理し、保存して、一般公衆の利用

に供し、その教養、調査研究、レクリエ

ーシヨン等に資することを目的とする施

設で、地方公共団体、日本赤十字社

又は一般社団法人若しくは一般財団

法人が設置するもの（学校に附属する

図書館又は図書室を除く。）をいう。 

20 うるま市立勝連図書館 うるま市勝連平安名 4087 

21 うるま市立与那城地区

公民館図書室 

うるま市与那城屋慶名 467-4 

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※２ 

特別養護老人ホーム 22 あやはし苑 うるま市与那城屋慶名 1410 

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 

幼保連携型認定こども園 23 へしきや・かなさこども

園 

うるま市勝連平敷屋 3850 番地 

※１ 同条に規定する保育所以外の児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子寮、児童厚生施設、養護施設、精

神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施

設、情緒障害児短期治療施設及び教護院です。 

※２ 同条に規定する特別養護老人ホーム以外の老人福祉施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施

設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターです。 
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※３ No.は図 3.2-8 の番号に対応します。 

資料：1.「学校一覧」（平成 31 年）沖縄県教育委員会 

2.「うるま市認可保育施設一覧」(令和元年)うるま市 HP 

3.「うるま市認可外保育施設一覧」(令和 2 年)うるま市 HP 

4.「平成 29 年度病床機能掘告結果（中部圏域）」沖縄県 

5.「県内図書館等一覧」沖縄県立図書館 HP 

6.「社会福祉施設等名簿」(令和元年度)沖縄県社会福祉協議会 
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９） 関係法令等の指定、規制等 

（１）環境基本法に基づく環境基準と類型指定状況 

ア）大気汚染 

「環境基本法」（平成５年法律第 91 号）第 16 条第１項において、大気汚染に係る環

境上の条件については、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として

11 物質に関して環境基準が設定されています（表 3.2-25 参照）。 
 

表 3.2-25 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境基準値 

二酸化硫黄 
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。 

一酸化炭素 
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。 

浮遊粒子状物質 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下

であること。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

二酸化窒素 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下で

あること。 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

ダイオキシン類 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

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。 

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､又これを大きく上回ることのないよう努めることとす

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.ダイオキシン類の基準値は、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。 

7．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。 

資料：1.「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第25号､最終改正:平成８年環境庁告示第73号） 

      2.「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号､最終改正:平成８年環境庁告示第74号） 

      3.「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成９年環境庁告示第4号､最終改正:平成30年環境省

告示第100号） 

      4.「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成11年環境庁告示第68号、

最終改正:平成21年環境省告示第11号） 

      5.「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年環境省告示第33号） 
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イ）騒音 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準及び類型指定状況は、表 3.2-26 及び図 3.2-9

に示すとおりです。 

うるま市（旧勝連町）並びにうるま市（旧与那城町）の指定状況は、県道８号、県道

37 号、県道 10 号（伊計平良川線）の沿道と背後地を中心とした市街地に類型指定が設

定されています。 

 

表 3.2-26 騒音に係る環境基準 
騒音に係る環境基準（一般地域）(Leq) 

地域の類型 
基 準 値 

昼 間 夜 間 

ＡＡ 50dB以下 40dB以下 

Ａ及びＢ 55dB以下 45dB以下 

Ｃ 60dB以下 50dB以下 

注）1.時間の区分は、昼間を午前６時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前６時

までの間とします。 

2.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

要する地域とします。 

3.Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とします。 

4.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します。 

5.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します。 

 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については、

上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。 

 

騒音に係る環境基準（道路に面する地域）(Leq) 

地域の区分 
基 準 値 

昼 間 夜 間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する 
道路に面する地域 

60dB以下 55dB以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する 
道路に面する地域 及び C地域のうち車線 
を有する道路に面する地域 

65dB以下 60dB以下 

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

の車道部分をいいます。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、

上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。 

 
騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に面する地域）(Leq) 

基 準 値 

昼 間 夜 間 

70dB以下 65dB以下 

備考）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主と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）によることができます。 

資料：1.｢騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示第 64 号､最終改正:平成 24 年環境省告示第 54 号) 

    2.｢騒音に係る環境基準の地域類型の指定に係る告示｣(平成 24 年うるま市告示第 61号､最終改正:平成 31

年うるま市告示第 114 号) 
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ウ）水質汚濁 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る類型指定状況は表 3.2-27 及び図 3.2-10 に、環境

基準は表 3.2-28 に示すとおりです。 

対象事業実施区域をとりまく中城湾海域、与勝海域、金武湾海域がＡ類型に指定され

ています。なお、金武湾海域へは与勝海域を介して接続しています。 

Ａ類型では、ＣＯＤは２mg/L 以下となっています。（平成 30 年時点まで海域の類型

指定に変更はありません。） 

 

表 3.2-27 水質汚濁に係る類型指定状況 

区分 水域 範囲 類型 利用目的 

海域 中城湾海域 勝連半島から南部知念半島に至る沿岸と沖合の離島久高
島、津堅島に囲まれた全域 

Ａ 水産資源 
水浴 

与勝海域 勝連崎、北緯26°16'・東経128°01'、北緯26°25'・東経
128°01'、北緯26°25'・東経128°、北緯26°22'・東経
127°56'、東経127°56'・海中道路との交差点を結ぶ線と
海中道路、勝連半島に囲まれた全域 

Ａ 水産資源 
水浴 

金武湾海域 海中道路、海中道路・東経127°56'、北緯26°22'・東経
127°56'、北緯26°25'・東経128°の各点と金武岬を結ぶ
線とその沿岸に囲まれた全域 

Ａ 水産資源 
水浴 

資料：「水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定」（昭和50年沖縄県告示第79号） 

 

表 3.2-28(1) 水質汚濁に係る環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準（全公共用水域） 

項  目 基準値 項  目 基準値 

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

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 

鉛 0.01mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 

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

砒素 0.01mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下 

ＰＣＢ 検出されないこと ベンゼン 0.01mg/L以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 セレン 0.01mg/L以下 

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

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

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 ほう素 1mg/L以下 

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

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L以下 

備考） 

1.基準値は年間平均ととする。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、定められた測定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窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5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性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.ダイオキシン類の基準値は、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。 

資料：1.資料：｢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､最終改正:平成31年環境省告示第46号) 

2.「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成11年環境庁告示第68号､最終

改正:平成21年環境省告示第11号） 
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表 3.2-28(2) 水質汚濁に係る環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準（海域：その１） 

項目 
 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

水 素 イ オ
ン 濃 度 
(ｐＨ) 

化学的酸素
要 求 量 
(ＣＯＤ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 

大腸菌群数 
n-ヘキサン抽出

物質 
（油分等） 

Ａ 

水産１級 
水浴 
自然環境保全及びＢ
以下の欄に掲げるも
の 

7.8以上 
8.3以下 

2mg/L以下 7.5mg/L以上 
1,000MPN 

/100ml以下 
検出されないこ

と 

Ｂ 
水産２級 
工業用水及びＣの欄
に掲げるもの 

7.8以上 
8.3以下 

3mg/L以下 5mg/L以上 - 
検出されないこ

と 

Ｃ 
環境保全 7.0以上 

8.3以下 
8mg/L以下 2mg/L以上 - - 

備考） 

1.水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。 

注） 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

  水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

3.環境保全：国民の日常生物（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を感じない限度 

資料：「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､最終改正:平成31年環境省告示第46号） 

 

表 3.2-28(3) 水質汚濁に係る環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準（海域：その２） 

項目 
類型 

利用目的の適応性 
基準値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産
２種及び３種を除く。） 

0.2mg/L以下 0.02mg/L以下 

Ⅱ 
水産１種 
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び
３種を除く。） 

0.3mg/L以下 0.03mg/L以下 

Ⅲ 
水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除
く。） 

0.6mg/L以下 0.05mg/L以下 

Ⅳ 
水産３種 
工業用水 
生物生息環境保全 

1mg/L以下 0.09mg/L以下 

備考） 

1.基準値は、年間平均値とする。 

2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

注） 

1.自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2.水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。 

  水産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。 
  水産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。 

3.生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

資料：「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､最終改正:平成31年環境省告示第46号） 
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表 3.2-28(4) 水質汚濁に係る環境基準 

水生生物生息環境の保全に関する環境基準（海域：その３） 

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 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下 0.01mg/L以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、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 

0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.006mg/L以下 

資料：「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､最終改正:平成31年環境省告示第46号） 

 

表 3.2-28(5) 水質汚濁に係る環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準（海域：その４） 

項目 
類型 

水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基準値 

底層溶存酸素量 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再
生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産
できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L以上 

生物２ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息で
きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い
水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L以上 

生物３ 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再
生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で
きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L以上 

備考） 

1.基準値は、日間平均値とする。 

2.底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 

資料：「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､最終改正:平成31年環境省告示第46号） 
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エ）地下水の水質汚濁 

環境基本法に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 3.2-29 に示すとおりで

す。 

 

表 3.2-29 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基準値 項  目 基準値 

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

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 

鉛 0.01mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 

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

砒素 0.01mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 シマジン 0.003mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下 

PCB 検出されないこと ベンゼン 0.01mg/L以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L以下 セレン 0.01mg/L以下 

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

塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下 ふっ素 0.8mg/L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ほう素 1mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 － － 

備考） 

1.基準値は年間平均ととする。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、定められた測定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窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5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性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.ダイオキシン類の基準値は、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。 

資料：｢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､最終改正:平成31年環境省告示第54号) 

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

    (平成11年環境庁告示第68号､最終改正:平成21年環境省告示第11号) 
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オ）土壌汚染 

環境基本法に基づく土壌汚染に係る環境基準は、表 3.2-30 に示すとおりです。 

 

表 3.2-30 土壌汚染に係る環境基準 
項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米１kg につき 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（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液１Ｌにつき 0.05mg 以下であること。 

砒（ひ）素 
検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌１kg

につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液１Ｌにつき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌１kg につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は

塩化ビニルモノマー） 
検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

１，２－ジクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.004mg 以下であること。 

１，１－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.1mg 以下であること。 

１，２－ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.04mg 以下であること。 

１，１，１－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

１，１，２－トリクロロエタン 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

１，３－ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液１Ｌにつき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液１Ｌにつき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液１Ｌにつき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液１Ｌにつき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液１Ｌにつき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液１Ｌにつき１mg 以下であること。 

１，４－ジオキサン 検液１Ｌにつき 0.05mg 以下であること。 

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g 以下 

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 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、それぞれ検

液１Ｌにつき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び３mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量

限界を下回ることをいう。 

4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

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

Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

6.ダイオキシン類の基準値は、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。 

7.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 250pq-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を

実施することとする。 

資料：1.「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年環境庁告示第46号、最終改正 平成31年環境省告示第48号） 

2.「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成11年環境庁告示第68号,最終改正 

平成21年環境省告示第11号） 
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（２）公害の防止に関する法令に基づく地域地区の指定状況及び規制基準 

ア）騒音に係る規制 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）に基づく騒音に係る規制の中で、「特定工

場等に係る騒音の規制基準」は表 3.2-31、「自動車騒音の要請限度」は表 3.2-32、さ

らに、「特定建設作業に伴って発生する騒音に係る規制基準」は表 3.2-33 に示すとお

りです。なお、規制地域の指定状況は、図 3.2-11 に示すとおりです。 

 

表 3.2-31 特定工場等に係る騒音の規制基準（うるま市） 

区域の区分 

時間の区分 

昼間（8～19時） 
朝(6～8時)・夕(19～21

時) 
夜間(21～6時) 

第一種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル 

第二種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル 

第三種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル 

第四種区域Ａ 65デシベル 60デシベル 55デシベル 

第四種区域Ｂ 70デシベル 70デシベル 65デシベル 

備考） 

1.昼間とは午前８時から午後７時までとし、朝とは午前６時から午前８時までとし、夕とは午後７時から午後９時まで

とし、夜間とは午後９時から翌日の午前６時までとする。 

2.区域 

第一種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

第二種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

第三種区域：住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全

するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 

第四種区域：主として工業等の用に供されいる区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著し

い騒音の発生を防止する必要がある区域 

資料：1.「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 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省

告示第 1 号､最終改正:平成 27年環境省告示第 67 号） 

2.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（昭和54年沖縄県告示第95号､最終改正:

平成28年告示第193号） 

3.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（平成24年うるま市告示第62号､最終改

正:平成31年うるま市告示第115号）により、第2種区域、第3種区域、第4種区域の区域内に所在する学校教育

法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び

同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定す

る図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子供に関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50m以内

では、基準値から5デシベルを減じた値とする。 

 

 

 

表 3.2-32 自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 夜間 

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デシベル 55デシベル 

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デシベル 65デシベル 

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デシベル 70デシベル 

備考） 

1.上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷

地の境界線から15m、２車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20ｍまでの範囲をいう）

に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。 

2.ａ区域、ｂ区域及びｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事（市の区域内の区域につい

ては、市長。）が定めた区域をいう。 

 ａ区域：専ら住居の用に供される区域 
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 ｂ区域：主として住居の用に供される区域 

 ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

3.昼間：午前６時から午後10までの間、夜間：午後10時から翌日の午前６時までの間 

資料：1.「騒音規制法第十七条第一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総理府令」（平成12

年 総理府令第15号､最終改正:平成23年環境省令第32号） 

2.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（昭和54年 沖縄県告示第95号､最終改

正:平成18年告示第247号） 

3.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（平成31年4月26日うるま市告示第115号）

により、平成３１年告示第１１４号（騒音に係る環境基準の地域類型の指定:図 3.2-9参照）の表に掲げる当

該A類型区域をa区域とし、B類型区域をb区域とし、C類型区域をc区域とする。 

 

表 3.2-33 特定建設作業に伴って発生する騒音に係る規制基準 
規制事項 区域の区分 基準 

基準値 １号・２号 85デシベルを超えないこと 

作業禁止時間 １号 午後７時から翌日の午前７時までの間 

２号 午後10時から翌日の午前６時までの間 

最大作業時間 １号 １日10時間 

２号 １日14時間 

最大作業日数 １号・２号 連続６日 

作業禁止日 １号・２号 日曜日その他の休日 

 

備考：区域の区分は下表のとおり 

第１号区域 騒音規制法に基づく指定地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知
事（市の区域内の区域については、市長。）が指定した区域 
 
イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であるこ

と。 
ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。 
ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居

が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。 
ニ 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医

療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を
入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老
人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子供に関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型
認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内 

第２号区域 騒音規制法に基づく指定地域のうち、第１号区域以外の区域 

資料：1.「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年 厚生省・建設省告示第1号､最終改正:

平成27年環境省告示第66号） 

2.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（昭和54年沖縄県告示第95号､最終改正:

平成28年告示第193号） 

3.「騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示」（平成31年うるま市告示第115号）によ

り、第1号区域は表 3.2-31に定める区域のうち、(1)第1種区域、第2種区域及び第3種区域、(2)第4種区域のう

ち、本表に定める第1号区域の基準のうちニに該当する区域とする。 
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