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イ）振動に係る規制 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 60 号）に基づく振動に係る規制の中で、「特定工

場等に係る振動の規制基準」は表 3.2-34、「道路交通振動の要請限度」は表 3.2-35、

さらに、「特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準」は表 3.2-36 に示

すとおりです。 

なお、規制地域の指定状況は、図 3.2-12 に示すとおりです。 

 

表 3.2-34 特定工場等に係る振動の規制基準 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 夜間 

第１種区域 60デシベル以上 

65デシベル以下 

55デシベル以上 

60デシベル以下 

第２種区域 65デシベル以上 

70デシベル以下 

60デシベル以上 

65デシベル以下 
備考） 

1.学校、保健所、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、図書館並びに特別養護老人ホー

ムの敷地の周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、当該表の値以下、当該値から5デシベルを減じた値以

上とする。 

2.区域の区分 

第１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及び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２種区域：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、その区域内の住民の生活環境を

保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として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悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要が

ある区域 

3.時間の区分 

昼間とは、午前５時、６時、７時又は８時から午後７時、８時、９時又は10時までとし、夜間とは、午後７時、

８時、９時又は10時から翌日の午前５時、６時、７時又は８時までとする。 

資料：「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和51年環境庁告示第90号､最終改正:平成27年環境庁告

示第65号） 

 

備考２ 沖縄県の指定状況 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 夜間 

（午前８時から午後７時まで） （午後７時から午前８時まで） 

第１種区域 60デシベル 55デシベル 

第２種区域 65デシベル 60デシベル 

資料：1.「振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」(昭和54年沖縄県告示第96号､最終改正:平成28年沖

縄県告示第194号） 

   2.「振動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63号､最終改

正:平成31年うるま市告示116号)により、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。 
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表 3.2-35 道路交通振動の要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 夜間 

第１種区域 65デシベル 60デシベル 

第２種区域 70デシベル 65デシベル 
備考） 

1.学校、保健所、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、図書館並びに特別養護老人ホー

ムの敷地の周囲おおむね50mの区域内における限度は、当該表の値以下、当該値から５デシベルを減じた値以上と

し、特定の既設道路の区間の全部又は一部における夜間第1種区域の限度は夜間第2種区域の値とすることができ

る。 

2.区域の区分 

第１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及び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２種区域：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、その区域内の住民の生活環境を

保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として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悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要が

ある区域 

3.時間の区分 

昼間とは、午前５時、６時、７時又は８時から午後７時、８時、９時又は10時までとし、夜間とは、午後７時、

８時、９時又は10時から翌日の午前５時、６時、７時又は８時までとする。 

資料：1.「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号､最終改正:平成23年環境省令第32号） 

2.「振動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３月８日沖縄県告示第96号､

最終改正:平成24年沖縄県告示第139号） 

 

表 3.2-36 特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準 
規制事項 区域の区分 基準 

基準値 1号・2号 75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 振動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

事又は振動規制法施行令に規定する市の長が指定した区域 
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 
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 
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、振動の発生を防止する必要がある区域 
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 振動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.「振動規制法施行規則」（昭和51年 総理府令第58号､最終改正:平成23年環境省令第32号） 

2.「振動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96号､最終改正:平成

24年沖縄県告示第139号） 

3.「振動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63号､最終改

正:平成31年うるま市告示116号) 
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ウ）悪臭に係る規制 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づく悪臭に係る規制基準は、表 3.2-37

に示すとおりですが、平成 23 年度以降は複合臭にも対応した臭気指数規制が導入さ

れ、これによる許容限度は表 3.2-38 に示す通りです。 

なお、規制地域の指定状況は、図 3.2-13 に示すとおりです。 

 

表 3.2-37 悪臭に係る規制基準 

物質名 
規制基準(ppm) 

Ａ区域 Ｂ区域 

アンモニア 1      2     

メチルメルカプタン 0.002  0.004 

硫化水素 0.02   0.06  

硫化メチル 0.01   0.05  

二硫化メチル 0.009  0.03  

トリメチルアミン 0.005  0.02  

アセトアルデヒド 0.05   0.1   

プロピオンアルデヒド 0.05   0.1   

ノルマルブチルアルデヒド 0.009  0.03  

イソブチルアルデヒド 0.02   0.07  

ノルマルバレルアルデヒド 0.009  0.02  

イソバレルアルデヒド 0.003  0.006 

イソブタノール 0.9    4     

酢酸エチル 3      7     

メチルイソブチルケトン 1      3     

トルエン 10      30     

スチレン 0.4    0.8   

キシレン 1      2     

プロピオン酸 0.03   0.07  

ノルマル酪酸 0.001  0.002 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 

イソ吉草酸 0.001  0.004 

資料：「悪臭規制地域の指定及び規制基準の設定」（昭和53年沖縄県告示第87号､最終改

正:平成28年沖縄県告示第196号） 

 

 

表 3.2-38 臭気指数に係る許容限度 

区分 A 区域 B区域 C区域 

許容限度（臭気指数） 15 18 21 

資料：「悪臭防止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64号） 
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エ）水質汚濁に係る規制 

「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）に基づき、特定施設を設置し公共用

水域に排出水を排出する工場・事業所に対しては、排出水の規制が行われています。 

「排水基準を定める省令」（昭和 46 年 総理府令第 35 号）で定める全国一律の排水

基準は、表 3.2-39 及び表 3.2-40 に示すとおりです。 

また、「沖縄県公害防止条例」によっても規制対象工場・事業所の追加及び排水基準

の強化（上乗せ排水基準）が定められています。 

うるま市（旧勝連町）並びにうるま市（旧与那城町）に係る「中城湾海域、与勝海域

及び金武湾海域に係るもの」の上乗せ排水基準及び適用区域は、表 3.2-41 及び表 

3.2-42 に示すとおりです。 

 

表 3.2-39 水質汚濁防止法に基づく有害物質に係る排水基準 
有害物質 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 

シアン化合物 1mg/L 

有機化合物（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/L 

六価クロム化合物 0.5mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

PCB 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-ジクロロエタン 1.0mg/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/L 

ホウ素及びその化合物 海域以外 10mg/L 
海域  230mg/L 

フッ素及びその化合物 海域以外 8mg/L 
海域  15mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合
物、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」とは定められた方法により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.砒素及びその化合物については、現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場の排出水につ

いては、当分の間適用しない。 

資料：「排水基準を定める省令」（昭和46年 総理府令第35号､最終改正:令和元年環境省令第15号） 
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表 3.2-40 水質汚濁防止法に基づく生活環境に係る排水基準 

項目 許容限度 

水素イオン濃度(ｐＨ) 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) 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) 

ノルマルへキサン抽出物質含有量 

(鉱油類含有量) 

５mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量 

(動植物油脂含有量) 

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50m3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、硫黄工業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、溶解製鉄含有量、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、現に湧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9,000mg/L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。 

資料：「排水基準を定める省令」（昭和46年 総理府令第35号､最終改正:平成24年環境省令第15号） 
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表 3.2-41 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例に基づく上乗せ排水基準 

（中城湾海域、与勝海域及び金武湾海域に係るもの） 

特定事業場の区分 項目及び許容限度  

生物化学的酸素要求量

又は化学的酸素要求量 
浮遊物質量 

日間平均 最大 日間平均 最大 

下水道処理

区域内に所

在する特定

事業場 

すべての特定事業場 

20 以下 30 以下 70 以下 90 以下 

下水道処理

区域外に所

在する特定

事業場 

養豚事業場 豚房の総面積が 1,000平方

メートル以上であって、排

出水量が 50立方メートル

以上のもの 

50 以下 70 以下 70 以下 90 以下 

排出水量が 50 立方メート

ル未満のもの 
120以下 160以下 150以下 200以下 

令別表第１第 23 号に掲げる施設を設置する特定事業

場であって、排出水量が 20 立方メートル以上のもの

（以下「紙製造事業場」という。） 

60 以下 80 以下 80 以下 120以下 

令別表第１第 51 号に掲げる施設を設置する特定事業

場であって、排出水量が 20 立方メートル以上のもの

（以下「石油精製事業場」という。） 

20 以下 30 以下 15 以下 20 以下 

令別表第１第 72 号に掲げる施設を設置する特定事業

場（同号のし尿処理施設以外の特定施設を設置する特

定事業場を除く。）であって、排出水量が 50立方メー

トル以上のもの（以下「浄化槽設置事業場」とい

う。） 

20 以下 30 以下 70 以下 90 以下 

令別表第１第 73 号に掲げる施設を設置する特定事業

場であって、排出水量が 50 立方メートル以上のもの

（以下「下水道終末処理場」という。） 

20 以下 30 以下 70 以下 90 以下 

豚房排水処理施設設置

事業場 

排出水量が 50 立方メート

ル以上のもの 
50 以下 70 以下 70 以下 90 以下 

排出水量が 50 立方メート

ル未満のもの 
120以下 160以下 150以下 200以下 

令別表第１各号に掲げ

る施設を設置する特定

事業場のうち、養豚事

業場、紙製造事業場、

石油精製事業場、浄化

槽設置事業場、下水道

終末処理場又は豚房排

水処理施設設置事業場

以外のもの 

排出水量が 200立方メート

ル以上のもの 
20 以下 30 以下 70 以下 90 以下 

排出水量が 50 立方メート

ル以上 200 立方メートル未

満のもの 

50 以下 70 以下 100以下 130以下 

排出水量が 20 立方メート

ル以上 50 立方メートル未

満のもの 
120以下 160以下 150以下 200以下 

資料）沖縄県環境生活部環境保全課 HP（平成 23 年 12 月 27 日以降の基準値） 
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表 3.2-42 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例に基づく上乗せ排水基準の 

適用区域（中城湾海域、与勝海域及び金武湾海域に係るもの） 

区分 水域 範     囲 

海域 中城湾海域 知念岬から久高島南端までを結んだ線、久高島陸岸、久高島北端から津堅島南端

までを結んだ線、津堅島陸岸、津堅島北端から勝連崎までを結んだ線及び沖縄島

陸岸により囲まれた海域並びにこれに流入する公共用水域 

与勝海域 勝連崎、北緯26度16分・東経128度1分、北緯26度25分・東経128度1分、北緯26度

25分・東経128度、北緯26度25分・東経127度57分、うるま市（旧与那城町）字屋

慶名と平安座島を結ぶ道路（以下「海中道路」という。）と東経127度56分とが

交わる点の各点を結ぶ線と陸岸及び海中道路に囲まれた区域並びにこれに流入す

る公共用水域 

金武湾海域 金武湾（海中道路と東経127度56分とが交わる点、北緯26度22分・東経127度56

分、北緯26度25分・東経128度の各点と金武岬を結ぶ線と陸岸及び海中道路に囲

まれた区域）及び同湾に流入する公共用水域（天願川水域を除く。） 
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オ）水産用水基準 

魚類その他の水産動植物の正常な生育及び繁殖を維持し、その水域における漁業を支

障なく行うことができ、かつ、その漁獲物の経済価値を損なわないための基準として

「水産用水基準」があります。その基準は、水質、底質を対象とし、表 3.2-43 に示す

とおりです。 

 

表 3.2-43(1) 水産用水基準（海域） 
区分 基準 

水質 ○有機物及び栄養塩類 

一般海域では、ＣＯＤ1mg/L以下であること。 

ノリ養殖場や閉鎖的内湾の沿岸域ではＣＯＤ2mg/L以下であること。 

○全窒素、全リン 

環境基準が定める水産１種 全窒素 0.3 ㎎/L 以下 

全リン 0.03 ㎎/L 以下 

水産２種 全窒素 0.6 ㎎/L 以下 

全リン 0.05 ㎎/L 以下 

水産３種 全窒素 1.0 ㎎/L 以下 

全リン 0.09 ㎎/L 以下 

ノリ養殖の最低必要栄養塩濃度:0.07～0.1(無機態窒素)mg/L,0.07～0.014(無機態リン)mg/L 

 

○ＤＯ 

海域では6mg/L以上であること。 

内湾漁場の夏季底層において最低限維持しなくてはならない溶存酸素量は4.3mg/L（3mg/L）であること。 

○ｐＨ 

海域では7.8～8.4であること。生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変動がないこと。 

○懸濁物質（ＳＳ） 

人為的に加えられる懸濁物質は２mg/L以下であること。 

海藻類の繁殖に適した水深において、必要な照度が保持され、その繁殖と生長に影響を及ぼさないこと。 

○着色 

光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。 

○水温 

水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。 

○大腸菌群 

100mLあたり1,000MPN以下であること。ただし、生食用のカキを飼育するためには100mLあたり70MPN以下

であること。 

○油分 

水中には油分が検出されないこと。水面には油膜が認められないこと。 

○有毒物質 

水中には農薬、重金属、シアン、化学物質などが、有害な程度に含まれないこと。 

有害物質の基準値は、表3.2-44(2)～表3.2-44(4)に揚げるとおりとする。 

底質 ○河川及び湖沼では、有機物などにより汚泥床、ミズワタなどの発生をおこさないこと。 

○海域では乾泥としてＣＯＤ20mg/g以下、硫化物0.2mg/g以下、ノルマルへキサン抽出物質0.1％以下であ

ること。 

○微細な懸濁物が岩面、又は礫、砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められた溶出試験（昭和48年２月17日環境庁告示第14

号）により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については、水

産用水基準の基準値の10倍を下回ること。ただしカドミウム、ＰＣＢについては溶出試験で得られた検液

中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限値を下回ること。 

○ダイオキシン類の濃度は150pgTEQ/gを下回ること。 

資料：「水産用水基準（2012年版）」（平成25年）（社）日本水産資源保護協会 
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表 3.2-43(2) 人の健康の保護に関する環境基準に定められている有害物質の基準値とその分

析方法（海域） 

項目 基準値mg/L 分析方法 

カドミウム 0.003 JIS K0102*の55 

全シアン 0.001 JIS K0102の38.1.2と38.2又は38.1.2と38.3 

鉛 0.003 JIS K0102の54 

六価クロム 0.01 JIS K0102の65.2 

砒素 0.01 JIS K0102の61.2又は61.3 

総水銀 0.0001 付表**1 

アルキル水銀 0.001 付表2 

ＰＣＢ 検出されないこと 付表3 

ジクロロメタン 0.02 JIS K0125***の5.1、5.2又は5.3.2 

四塩化炭素 0.002 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 

1,2-ジクロロエタン 0.004 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、又は5.3.2 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、又は5.3.2 

1,1-ジクロロエチレン 0.02 JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2 

1,1,1-トリクロロエタン 0.5 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006     〃 

トリクロロエチレン 0.03 JIS K0125の5.15.25.3.15.4.1又は5.5 

テトラクロロエチレン 0.002     〃 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1 

チウラム － 付表4 

シマジン(ＣＡＴ) － 付表5-1又は5-2 

チオベンカルブ 0.02 付表5-1又は5-2 

ベンゼン 0.01 JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2 

セレン 0.01 JIS K0102の67.2又は67.3 

硝酸態窒素 7 JIS K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5 

亜硝酸態窒素 0.06 JIS K0102の43.1 

ふっ素 1.4 JIS K0102の34.1又は付表6 

ほう素 4.5 JIS K0102の47.1、47.3又は付表7 

注）1. *  ：日本工業規格JIS K0102-1998 工場排水試験方法 

2. ** ：「水質汚濁に係る環境基準について」昭和46年12月環境庁告示第29号の付表１～付表７ 

3. ***：日本工業規格JIS K0125-1995 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法 

4.   「検出されないこと」とは分析方法の欄に掲げる方法により測定した結果が当該方法の定量限界を下回るこ

とをいう。 

5. - ：基準値が設定されていない。 

 

 

表 3.2-43(3) 生活環境の保全に関する環境基準に定められている有害物質の基準値とその 

分析方法（海域） 

項目 基準値 mg/L 分析方法 

亜鉛 検出されないこと JIS K0102の53 
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表 3.2-43(4) 要監視項目として定められている有害物質の基準値とその分析方法（海域） 

項目 基準値 mg/L 分析方法 

クロロホルム 0.06 JIS K0125*5.1、5.2又は5.3.1 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04     〃 

1,2-ジクロロプロパン 0.06     〃 

p-ジクロロベンゼン 0.07     〃 

イソキサチオン 0.008 付表**1-1又は1-2 

ダイアジノン 検出されないこと     〃 

フェニトロチオン(ＭＥＰ) 検出されないこと     〃 

イソプロチオラン 0.04     〃 

オキシン銅 - 付表2 

クロロタロニル(ＴＰＮ) 0.002 付表1-1又は1-2 

プロピザミド -     〃 

ＥＰＮ 検出されないこと     〃 

ジクロルボス(ＤＤＶＰ) 検出されないこと     〃 

フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) 0.003     〃 

イプロベンホス(ＩＢＰ) 0.008     〃 

クロルニトロフェン(ＣＮＰ) 0.08     〃 

トルエン 0.3 JIS K0125*5.1、5.2又は5.3.2 

キシレン -     〃 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 付表3-1又は3-2 

ニッケル 0.007 JIS K0102*＊*の59.3、付表4又は付表5 

モリブデン 0.07 JIS K0102の68.2、付表4又は付表5 

アンチモン 0.4 JIS K0102の62.2又は付表6 

マンガン 0.2 JIS K0102の56.2、56.3、56.4、56.5 

注）1. *  日本工業規格JIS K0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法  
    2. ** 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について 

平成5年4月28日 環水規第121号付表１～付表８  
    3. *** 日本工業規格JIS K0102-1998 工場排水試験方法  
    4. -  基準値が設定されていない。 

 

 

表 3.2-43(5) 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 

とその分析方法（海域） 

項目 基準値 pgTEQ/L 分析方法 

ダイオキシン類 1 JIS K0312 
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表 3.2-43(6) 基準値、指針値が定められていない有害物質の基準値（mg/L）（海域） 

項目 海域 

アンモニア態窒素 0.03 

残留塩素(残留オキシダント) 検出されないこと 

硫化水素 検出されないこと 

銅 検出されないこと 

アルミニウム 0.1 

鉄 0.2 

陰イオン界面活性剤 検出されないこと 

非イオン界面活性剤 検出されないこと 

ベンゾ(a)ピレン 0.00001 

トリブチルスズ化合物 0.000002 

トリフェニルスズ化合物 検出されないこと 

フェノール 0.2 

ホルムアルデヒド 0.04 

注）1.分析方法は公定法(JIS K0102)によることが望ましいが、一般的に用いられている方法（海洋観測指針第１部

（平成11年）、水質汚濁調査指針（昭和55年）、沿岸環境調査マニュアル（底質・微生物編）（平成２年）、環

境測定分析法注解（昭和60年））等を採用しても差し支えない。 
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（３）その他の法令に基づく地域地区等の指定状況 

その他の法令に基づく地域地区等の指定状況は、表 3.2-44 及び図 3.2-14、図 3.2-15

に示すとおりです。 

対象地域には、「都市緑地保全法」に基づく都市公園、「都市計画法」に基づく用途

地域、「森林法」に基づく保安林（潮害防備林）、「農業振興地域の整備に関する法

律」に基づく農業振興地域、農用地区域の指定があります。 

 

表 3.2-44 法令に基づく地域地区等の指定状況 

根拠法令等 指定地域 
対象区域での指

定有無 

自然環境保全法 
（昭和47年法律第85号） 

自然環境保全地域 無 

沖縄県自然環境保全条例 
（昭和48年条例第54号） 

沖縄県環境保全地
域 

無 

自然公園法 
（昭和32年法律第161号） 

自然公園地域 無 

沖縄県立自然公園条例 
（昭和48年条例第10号） 

沖縄県立自然公園 無 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
（大正７年法律第32号） 

鳥獣保護区 無 

絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律 
（平成４年法律第75号） 

生息地等保護区 無 

世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約 
（平成４年条約第7号） 

世界遺産（文化遺
産）登録地 

琉球王国のグス
ク及び関連遺産
群（勝連城跡）
(図3.2-15参照） 

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 
（昭和55年条約第28号） 

国際的に重要な湿
地に係る登録簿に
掲げられた湿地 

無 

都市緑地保全法 
（昭和48年法律第72号） 

都市公園 有 
(図3.2-16参照） 

都市計画法 
（昭和43年法律第100号） 

用途地域 (図3.2-17参照） 

風致地区 無 

森林法 
（昭和26年法律第249号） 

保安林 有 
(図3.2-18参照） 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 
（昭和44年法律第57号） 

急傾斜地崩壊危険
区域 

無 

農業振興地域の整備に関する法律 
（昭和44年法律第58号） 

農業振興地域 
農用地区域 

有 
(図3.2-15参照） 

砂防法 
（明治30年法律第29号） 

砂防指定地 無 

地すべり等防止法 
（昭和33年法律第30号） 

地すべり防止区域 無 
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