東京都環境白書 2017

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
明治期の産業革命による近代産業の発展に始まり、戦後の高度経済成長期の急速な工業化、自動
車の大量普及などによって、かつての東京では都民の健康で安全な生活環境を脅かす、深刻な環境
問題に直面しました。
そこで都は、これまでの様々な先駆的な環境施策の推進により、それら環境問題の解消について
大きな成果を残してきました。
生活環境に関わる問題としては、大気汚染、水質、土壌汚染、有害化学物質による環境汚染、騒
音、振動のほか高圧ガス・火薬類の危険などがあり、いずれも都民の健康と安全に直結する問題です。
これからは、これまでの施策により改善された生活環境の保全を図っていくだけでなく、全ての
都民が安心して質の高い生活環境を享受し実感できるよう、更にレベルの高い良質な環境を創出す
る施策を推進していきます。

大気環境等の更なる向上
現状と課題
▪大気環境

▪アスベスト

昭和40年代の工場による大気汚染は、ボイラー

アスベスト使用の可能性がある建築物（1956年

等の運転管理等の徹底や各種固定発生源対策によ

～2007年施工）の解体工事は東京では既にピーク

り大幅に改善されてきました。

に達し、2050年頃まで同程度の解体工事が見込ま

その後、自動車交通量の増大やディーゼル車の
排出ガスが大きな原因となり、二酸化窒素や浮遊

れています。
都では、1987（昭和62）年に、基本方針を定

粒子状物質の環境基準達成率は低い状況でした。

め、国に先駆けてアスベスト対策を講じてきまし

2003（平成15）年10月からディーゼル車走行規

た。また、1994（平成６）年には、建物の解体等

制等を実施し、現在では自動車排出ガス測定局の

工事におけるアスベストの飛散を防止するため、

浮遊粒子状物質の年平均濃度が対策前より半減す

国の法制定を待たず、
「東京都公害防止条例（現環

るなど、都内の大気環境は確実に改善しています。

境確保条例）
」に作業上の遵守事項等を規定してき

しかし、光化学オキシダント対策、微小粒子状
物質（ＰＭ2 . 5 ）対策などの課題があり、これらの
課題に対する取組を進めていきます。

ました。
しかし、現在でも、アスベストを含有する建材
を使用した建築物等の解体・改修等工事現場への
立入検査や都民からの通報等により、無届工事が
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発覚する事例も散見されており、飛散防止対策を

粒子状物質、微小粒子状物質、光化学オキシダン

徹底する必要があります。

ト、二酸化硫黄、一酸化炭素などが挙げられます。
これらの物質には、人の健康を保護するとともに、
生活環境を保全する上で望ましい基準として環境

東京は、人口が過密な上に住工混在地域が多く、

基準（参照⇒Ｐ134）が定められています。都は
大気汚染を改善し、都民の健康と安全を守るため

騒音や振動の問題が発生しやすい地域です。
道路に面する地域の環境基準や新幹線鉄道騒音
などは、近年達成率が向上していますが、継続し

に、これら物質の環境基準達成に向けて取り組ん
できました。
都は、都内各所に設置した測定局で大気汚染の状

た対策が必要です。
1980年代までは工場・事業場に関する苦情が

況を24時間連続測定しています。
（参照⇒Ｐ128）
下の表に示すとおりです。

情が多くなっています。

2016（平成28）年平均濃度でみると、二酸化

東京の大気汚染の状況

窒素はゆるやかな減少傾向です。浮遊粒子状物質

大気を汚染し、人体に健康被害を及ぼすおそれ
のある代表的な汚染物質には、二酸化窒素や浮遊

は、ここ数年横ばいか減少傾向で、一般局と自排
局の差が小さくなっています。

物質名

環境基準の達成状況

二酸化窒素（ＮＯ２ ）

一般局では44局の全局で環境基準を達成し、自排局では35局中34局で達成している。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 全測定局で環境基準を達成している。
微小粒子状物質（ＰＭ2 . 5 ） 一般局では47局中46局で環境基準を達成し、自排局では35局中30局で達成している。
光化学オキシダント（ＯＸ ） 一般局41局の全局で環境基準を達成していない。
全測定局で環境基準を達成している。

一酸化炭素（ＣＯ）

全測定局で環境基準を達成している。

有害大気汚染物質については、Ｐ85を参照

大気汚染物質の概況（年平均濃度）
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環境施策の横断的・総合的な取組

※

二酸化硫黄（ＳＯ２ ）
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2016（平成28）年度大気汚染物質の環境基準達成状況

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

2016（平成28）年度の環境基準の達成状況は、

多くみられましたが、現在は建設作業に関する苦

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

▪騒音・振動
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スマートエネルギー都市の実現
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大気汚染モニタリングシステム

〜東京の大気を監視する〜

都は、都内82か所に大気汚染の状況を測
定する装置を設置し、24時間連続して測定

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

しています。データ（１時間ごとの測定値）
は、速報値として環境局ホームページの大気
汚染地図情報で紹介しています。
（ＵＲＬ）http://www.taiki.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-bin/
bunpu1/p101.cgi

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

【測定地点】
▪一般環境大気測定局（47か所）
住宅地などの一般的な地域の汚染状況を把握するために設置した測定局
▪自動車排出ガス測定局（35か所）
主要道路沿道や交差点などの汚染状況を把握するために設置した測定局
【測定項目】
▪環境基準設定項目（６項目）：二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、
一酸化炭素、微小粒子状物質（※）
※微小粒子状物質の大気汚染防止法に基づく測定は、2011（平成23）年４月１日から開始しました。

▪その他の項目（７項目）：一酸化窒素、メタン、非メタン炭化水素、風向、風速、温度、湿度

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

施

策

ＰＭ2 . 5・光化学オキシダント対策の推進
微小粒子状物質（ＰＭ2 . 5 ）対策の推進

対策などの効果で、2001（平成13）年度からの

微小粒子状物質（ＰＭ2 . 5 ）とは、粒径2.5μｍ

10年間で約55％減少しています（次頁図参照）。

（2.5ｍｍの千分の１）以下の粒子状物質のことです。 今後も引き続きこれらの対策や調査・研究に着実

環境施策の横断的・総合的な取組

ＰＭ2 . 5 は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいこ
となどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念
されています。
都では、環境基準が設定された2009（平成21）
年より前の2001（平成13）年度からＰＭ2 . 5 の測
定を実施しています。また、2011（平成23）年
７月には、2008（平成20）年度から実施してき
た調査検討結果を「東京都微小粒子状物質検討会
報告書」として取りまとめました。

資 料

（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/conference/
particulate_matter/study_committee_07.html

編

都内大気環境中のＰＭ2 . 5 濃度は、ボイラー、廃
棄物焼却炉などの固定発生源対策やディーゼル車
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大気汚染物質の概況

に取り組んでまいります。
さらに、2017（平成29）年度からは、
「微小粒
子状物質検討会」を再開し、ＮＯｘやＶＯＣなど、
共通の原因物質を持つ光化学オキシダントの対策
と併せて検討を行っています。
ＰＭ2 . 5 の大きさの目安

都内大気中のＰＭ2 . 5 濃度の経年変化
50
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フィルター振動法で測定した4局平均
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※１

2016年度

2015年度
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2012年度
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2013年度

全局平均

※２

2001年度から2011年度までは、標準測定法が定められる前に、
都が独自に都内４局においてフィルター振動法により測定した結果
※２ 2011年度からは、標準測定法による測定によるもの。2011年
度は都内28局、2012年度は都内55局、2013年度は都内80局、
2014年度は都内81局、2015年度以降は都内82局の年平均値
（フィルター振動法による測定値は、標準測定法による測定値に
比べて低くなる傾向にある。）

光化学スモッグやＰＭ2 . 5 等の原因となるＶＯＣ（揮発性
有機化合物）排出量削減対策

工場・給油・
蒸発系固定
屋外塗装等
（６３％）

自動車・
船舶等

ボイラー・
焼却炉等

一般家庭・
オフィス

自然由来
（植物等）

編

的にＶＯＣ排出量の削減が図られました。
都内のＶＯＣ排出量を見ると、塗装、印刷、
クリーニングなどの蒸発系固定発生源が排出総
量の約６割を占め、その多くが中小規模の事業
者です。このため、自主的取組への技術支援と
して、中小事業者を対象としたセミナーの開
催、効果的なＶＯＣ排出抑制を行うための技術

ＳＰＭ
ＰＭ2.5

光化学
オキシダント

資 料

＜排出量削減対策＞
工場などからのＶＯＣの排出抑制を目的とし
て、2004（平成16）年５月に改正された大気
汚染防止法により、大規模事業者を対象とする
排出規制と事業者の自主的取組による排出抑制
の組合せにより効果的な削減を行っていくとい
う制度（ベスト・ミックス）が進められ、全国

光化学オキシダントの生成など（イメージ）

環境施策の横断的・総合的な取組

VOCは、塗料、接着剤、インク等に溶剤として含まれるほか、金属
部品の洗浄、ドライクリーニングなど様々な分野で使用されていま
す。また、自動車やボイラー、生活用品などからも排出されるほか、
植物などの自然界からの排出もあります。

削減が課題となっています。
また、ＶＯＣは微小粒子状物質（ＰＭ2 . 5 ）を
生成する原因物質でもあり、人体に有害な物質
を含むことから、環境リスク低減のためにも排
出量の削減が必要です。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

＜対策の必要性＞
工場等に対するばい煙規制やディーゼル車排
出ガス規制等の実施により、多くの大気汚染物
質の濃度が低下傾向にあります。しかし、光化
学オキシダント（ＯＸ ）については、いまだに
環境基準が達成できず、依然として夏季に光化
学スモッグ注意報が発令されるなど高濃度の光
化学オキシダントが出現することがあります。
光化学オキシダントは、窒素酸化物（ＮＯＸ ）
や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が太陽の紫外線
を受けて化学反応を起こして発生する汚染物質
です。高濃度になると人や植物にも悪影響を与
えます。
この原因物質の一つであるＶＯＣとは、蒸発し
やすく、大気中で気体となる有機化合物の総称
で、代表的な物質はトルエン、キシレン、酢酸エ
チルなど、主なもので約200種類あります。
窒素酸化物やＶＯＣなどの光化学オキシダン
トの原因物質の排出削減を進めてきたところ、
光化学スモッグ注意報の発令回数は近年減少傾
向がみられます。しかし、注意報発令ゼロを実
現するためには、夏季の重点的なＶＯＣ排出量

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
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３Ｒ・適正処理の促進と
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３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進
自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

ガイドの配布、事業所の実態に即した抑制策を
また、夏季に特に重点的にＶＯＣの排出削減
助言するためのアドバイザーの派遣などを進め に取り組むよう、都内の事業者への取組の呼び
ています。
かけを2011（平成23）年度から行っています。
処理装置などを設置できない屋外塗装などの
都内のＶＯＣ総排出量推計の内訳
工事では、工事に当たってＶＯＣの発生に配慮
塗装（工場内）
8%
一般家庭･オフィス
した製品を使用するよう、発注者（需要者）側
16%
塗装 21％
塗装（工場外）13%
の理解を得ることも重要です。都では、発注者
航空機・船舶 2%
蒸発系
向けの対策ガイドの配布や「東京都グリーン購
固定発生源
63%
建設機械 1%
入ガイド」・「東京都環境物品等調達方針（公共
移動発生源
VOC総排出量
17%
工事）」に基づく低ＶＯＣ塗料等の優先使用、
（2010年度）
自動車
15%
69.7千ｔ/年
ホームページ上での先進事例の紹介などを通じ
印刷 15%
て、都民・事業者に対するＰＲや普及啓発を 燃焼系固定発生源
4%
行っています。
ボイラー等 4%
このほか、一般家庭・オフィスなどに対する
その他 1%
給油等 14%
ＶＯＣ排出抑制策の普及にも取り組んでいま 接着剤（工場外）3%
クリーニング 6%
接着剤（工場内）2%
す。
金属表面処理 1%

夏季のＶＯＣ対策
光化学スモッグ注意報 月別発令状況
（平成19～28年平均値）
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水循環の確保

6
光化学スモッグ注意報
発令数(日）

スマートエネルギー都市の実現
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啓発の一例

4
2
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

環境施策の横断的・総合的な取組

光化学スモッグ注意報は夏季に多く発令されます。
そ こ で、 都 で は、2011（ 平 成23） 年 度 よ り、
夏季（６月～９月）におけるＶＯＣ対策を強化し
て実施しています。
さらに、高濃度の光化学オキシダントは広い範
囲で発生することから、2012（平成24）年度か
らは、埼玉県・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎
市・千葉市・さいたま市・相模原市と共同で重点

資 料
編
76

都における夏季のＶＯＣ対策
・各種セミナーの開催
・排出事業者、発注者への啓発
・都民の皆様への呼び掛け

実施期間を設定し、夏季のＶＯＣ対策を実施して
います。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/
summer/index.html

固定発生源対策
ばい煙等の排出基準が定められている物質につ

めと考えられます。

指導や内容の審査を行うとともに、必要に応じて

事業者等の自主的取組への支援

立入検査を実施し、規制指導を徹底しています。

工場や事業場では、従来からの規制や指導によ

ばい煙発生施設（非常用を除く。）の法令の遵守状

る対策に加え、事業者や業界団体等が自主的に各

況等を把握するとともに、都内における窒素酸化

種の取組を進めています。その代表例として、Ｐ

物（ＮＯＸ ）、硫黄酸化物（ＳＯＸ ）、ばいじんの総

Ｍ2 . 5 や光化学オキシダントの原因物質でもある揮

排出量等を推計しています。

発性有機化合物（ＶＯＣ）対策があります。

2015（平成27）年度のＮＯＸ 排出量は、前年度

都ではＶＯＣを取り扱う事業者や業界団体等に

と同程度でした。東日本大震災の影響が大きかっ

対し、排出量の低減に向けた自主的取組への技術

た2012（平成24）年度と比較して約1,300トン

的支援など、排出量抑制策を進めています。

減少しました。これは、主に原子力発電所停止に
ばい煙排出量調査に基づくＮＯＸ 排出量の推移

10,000
8,000
6,000

7,728

7,907

1,667

1,652

1,636

1,513

4,000
2,000

4,742

2011
(平成23)
年度

2012
(平成24)
年度

6,571

6,576

1,679

1,572

1,391

1,612

3,985

3,500

3,393

2013
(平成25)
年度

2014
(平成26)
年度

2015
(平成27)
年度

1,751
1,385

小規模燃焼機器対策

島しょ
多摩
23区

成21）年３月に、これまでのＮＯＸ に係る認定基

温水発生機、ガスヒートポンプなどの業務用小規

基準を満たした機器を「低ＮＯＸ ・低ＣＯ２ 小規模

模燃焼機器から排出されるＮＯ Ｘ は、都内にある

燃焼機器」として認定しています。2013（平成

固定発生源からの排出量の約２割を占めています。

25）年度より新たにコージェネレーションユニッ

また、ＣＯ２ 排出量は、都内の排出量の約８％を

トを認定対象に追加し、また、2015（平成27）

占めていると推計されています。

年度には認定基準を強化するなど、環境性能の優

これらの小規模燃焼機器については、2009（平

編

準に加えて、省エネ性能の基準を定め、これらの
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法律の規制対象より規模の小さいボイラー、冷

環境施策の横断的・総合的な取組

0

4,425

7,121

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

(t)

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

また、「ばい煙排出量調査」を毎年実施し、都内の

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

いて、工場・事業場に対して法令に基づく届出の

よる既存火力発電所の稼働増の影響が解消したた

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

れた小規模燃焼機器の普及に努めています。現在
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定機器は累計620機種となりました。

ある小規模燃焼機器が全て「低ＮＯＸ ・低ＣＯ２ 小

認定された機器には、次のラベルが貼られてい

規模燃焼機器」に更新されると年間50万トンのＣ

ます。

Ｏ２ が削減できると推定しています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

2016（平成28）年度には79機種を認定し、認

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

自動車に起因する大気環境改善に向けての取組
都は、環境確保条例等に基づき古いディーゼル

約４分の１が自動車（建設機械等を含む。
）から排

車の走行規制、低公害車の普及促進など、大気環

出されています。自動車の排気管からの排出量の
自動車 7％

工場・民生等

境の改善に取り組み、着実に成果をあげています。
26％

うち、窒素酸化物の約９割、粒子状物質のほとん
工場・民生等

自動車 52％

都内の窒素酸化物（ＮＯ Ｘ ）や粒子状物質（Ｐ
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

6,150

Ｍ）の排出量をみると、ＮＯ
トン/年 Ｘ の約４割、ＰＭの
船舶・航空機 3％

トン/年

都内の窒素酸化物（ＮＯＸ ）と粒子状物質（ＰＭ）の排出量

建設機械等 7％

都内のＮＯＸ 排出量

タイヤ・ブレーキ摩擦 12％

2000（平成12）年度
工場・民生等
22％

建設機械等 17％

船舶・航空機 14％

2010（平成22）年度

工場・民生等
31％

ディーゼル車
44％

環境施策の横断的・総合的な取組

73,700
トン/年

船舶・航空機 7％

ディーゼル車
38％

43,730
トン/年

自動車43％

自動車56％

船舶・航空機 13％

建設機械等 15％

ガソリン・LPG車
建設機械等 13％
5％

ガソリン・LPG車 12％

都内のＰＭ排出量
2000（平成12）年度

2010（平成22）年度
自動車 7％

工場・民生等
26％
工場・民生等
38％

自動車 52％

船舶・航空機 3％

6,150
トン/年

タイヤ・ブレーキ摩擦
24％

2,240
トン/年
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建設機械等 7％
建設機械等 17％

タイヤ・ブレーキ摩擦 12％

編

船舶・航空機 14％
※
※
※

自動車の排出量には始動時の影響分等は含まない。
工場・民生等
工場等による凝縮性ダスト（ＰＭ）を含む。
22％
自動車走行分による巻き上げ分（ＰＭ）は含まない。

船舶・航空機 7％
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タイヤ・ブレーキ摩擦
38％
どがディーゼル車によるものです。
2,240
24％

73,700
トン/年

ディーゼル車
44％

自動車56％

※
※

二次生成粒子（ＰＭ）は含まない。
四捨五入により合計値が合わない場合がある。

工場・民生等
31％

43,730
トン/年

ディーゼル車
38％
自動車43％

ディーゼル車排出ガス対策
都は、環境確保条例に基づき、使用過程車も含
めたディーゼル車から排出されるＰＭについて、

▪違反ディーゼル車の取締り
都では、自動車に関する各種規制の実効性を確
保するため、環境確保条例により、東京都自動車

10月から基準に適合しないディーゼル車の都内

公害監察員（通称：自動車Ｇメン）を設置し、基

（島しょを除く。）走行を禁止しています。
対象となるディーゼル車は、トラック、バス及
びこれらをベースとした特種自動車です。
条例で定めるＰＭ排出基準は、2003（平成15）
年の規制開始以降、従前の国の新車に対する長期

取締りの実施内容は、路上・物流拠点等での車両
検査、ビデオカメラによる走行車両の撮影のほか、
都民からの通報を受け付ける黒煙ストップ110番
を開設しています。
違反車両の都内走行が確認された場合、規制へ

2006（平成18）年４月１日からは、新短期規制

の迅速な対応を促した上で、行政処分として、車

と同じ値を適用しています。

両の運行責任者に対し、都内における運行禁止を

条例の排出基準に適合しない車両については、

命じます。運行禁止命令を受けた者が命令に従わ

ガソリン車等の非ディーゼル車又は条例に適合し

なかった場合には、違反者の公表、50万円以下の

たディーゼル車への更新か、都が指定するＰＭ減

罰金の罰則が適用されます。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

規制の排出基準と同じ値を適用してきましたが、

準に適合しない車に対する取締りを行っています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都独自の排出基準を設定し、2003（平成15）年

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

少装置の装着が必要となります。

◎国の排出基準（新車）

環境施策の横断的・総合的な取組

◎都の排出基準（使用過程車）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

国のＰＭ排出基準（新車）と都のＰＭ排出基準（使用過程車）
≪２トン積トラック（車両総重量3.5トン超）の場合≫

資 料
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▪自動車環境性能評価事業

ディーゼル車規制による大気汚染の改

ディーゼル乗用車の欧州自動車メーカーによる

善効果

路上走行時の排ガス不正問題を発端に、日本では、

都内の大気環境は、浮遊粒子状物質（ＳＰ
Ｍ）において大きく改善が図られました。

査が導入される方向になりました。

こ れ は、2003（ 平 成15） 年10月 か ら 実
施しているディーゼル車規制の効果と考えら

都内における自動車からのＮOｘは、ディーゼ
ル重量車によるものが大半を占めていることを踏

れます。

まえ、都では、2017（平成29）年度からディー

自動車排出ガス測定局のＳＰＭに係る環境基準達成割合

ゼル重量車を対象に、路上走行時における排出ガ

97.1%

100%

スを計測し、大気環境の改善に向けた対策につな

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2005

2006

2015

2016年度

80%

げていきます。

60%

40%

20%

11.8%
0%

0%

2001

2002

0%
2003

2004

１都３県でディーゼル車排出ガス規制開始
(２００３（平成１５）年１０月）
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水循環の確保

排出ガス低減性能の「無効化機能」の発見
国の最新排出ガス規制に適合す

定常60ｋｍ／ｈのＮＯＸ ・ＣＯ２ 濃度

るディーゼルトラックにおいて、

500

排 出 ガ ス 低 減 性 能 の「 無 効 化 機
能」により、排出ガス規制の試験
ではＮＯ Ｘ 排出量は正常でありな
がら、実走行時には３倍以上排出

環境施策の横断的・総合的な取組

するものがあることを、東京都環
境科学研究所の調査で発見し、調
査結果を2011（平成23）年６月

2500

ＮＯＸ濃度

速度
NOx
回転
CO2

400

2000

300

1500

エンジン回転数

200

1000

ＣＯ２濃度
車速

100

CO2 濃度（ppm×0.01）、エンジン回転数(rpm)

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

国においてディーゼル乗用車を対象に路上走行検

NOx濃度(ppm)、車速(km/h)

スマートエネルギー都市の実現
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500

に発表しました。
この「無効化機能」とは、排出

0
0

100

200

300

ガス規制に適合させるための排出

400

500

600

700

800

0
900

時間（秒）

ガス低減システムを実際の走行時においては機能しないようにすることで、欧米ではDefeat
Deviceと呼ばれ、反社会的行為として法令で禁止しています。
都が国や自動車業界に対策を要請した結果、国は2013（平成25）年10月に道路運送車両法の保
安基準を改正し、トラック・バスなどのディーゼル重量車について、新型車は2013（平成25）年
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10月から、継続生産車は2015（平成27）年３月から、
「無効化機能」を禁止しました。

オフロード特殊自動車対策

立入検査等）を実施しています。
規制対象となる特定特殊自動車（オフロード特

対策として、特定特殊自動車排出ガスの規制等に

殊自動車）は、公道を走行しない特殊な構造の作

関する法律に基づき、2017（平成29）年４月か

業車であり、油圧ショベル、ブルドーザ、フォー

ら特定特殊自動車の使用者に対する一部の事務

クリフト、普通型コンバイン等が該当します。

（技術基準適合に関する指導及び助言、報告徴収、

アスベスト対策
アスベスト飛散防止対策を簡単にまとめたリーフレット

を防止するため、国及び区市等と連携し、飛散防
止対策を推進しています。
また、アスベスト成形板（吹付け材などの飛散
性建材以外のもの）については、日常的な飛散の
危険性は少ないものの、解体時等における飛散の

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

建築物の解体等工事におけるアスベストの飛散

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都は、特定特殊自動車排出ガスによる大気汚染

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

実態や飛散防止対策があまり知られていない状況
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

です。そのため都では、解体時等における対策を
まとめたマニュアルを作成し、事業者への周知徹
底を図っています。
東京都アスベスト情報サイトでは、「建築物の解
体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」
等のマニュアルをはじめ、アスベスト対策に役立

環境施策の横断的・総合的な取組

つ情報を掲載し、周知しています。
（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/
asbestos/index.html

騒音・振動・悪臭対策
騒音・振動・悪臭は、各種の公害の中でも日常
生活に深く関わっています。特に騒音・振動は、

も多く、都においては公害に関する苦情の約半数
を占めています。

車・鉄道・航空機等の交通機関や飲食店・小売業

多くみられましたが、現在は建設作業に関する苦

等の営業及び一般家庭など多種多様で、苦情件数

情が多くなっています。

編

1980年代までは工場・事業場に関する苦情が

資 料

そ の 発 生 源 が、 工 場・ 事 業 場、 建 設 作 業、 自 動
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2015（平成27）年度発生源別苦情件数の割合

［騒音］

鉄道
11件 0％

［振動］

その他
453件 13％

道路交通
17件 2%

自動車
44件 1％

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

建設作業
1,496件 44％

拡声機
83件 2％
航空機
103件 3％
家庭生活
225件 7％

その他
52件 6%

苦情件数
［騒音］
３,４２０件

工場・事業場
74件 9%

苦情件数
［振動］
８５１件
建設作業
708件 83%

営業活動
496件 15％

工場・事業場
509件 15％

注）各項目の比率は、四捨五入しているため、合計値が合わない場合があります。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

工場騒音・振動の苦情の傾向
東京は、人口が過密な上に住工混在地域が多く、

交通騒音・振動対策
▪道路交通騒音・振動

騒音や振動の問題が発生しやすい状況になってい

道路交通騒音に関する2015（平成27）年度調

ます。2015（平成27）年度の、工場・事業場に

査をみると、644区間における幹線道路沿道（道

係る騒音・振動に関する苦情は、騒音苦情全体の

路端から50ｍの範囲）の環境基準達成率は、昼間

15％、振動苦情全体の９％となっています。金属

96％、夜間89％でした。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

加工機械、印刷機械など、騒音・振動を発生しや

その中で、近接区間（幹線道路から一定の距離

すい施設のある工場や事業場に対しては、法律や

以内の特例基準が適用されている範囲）では、昼

環境確保条例に基づく規制があり、指導は主に区

間94％、夜間82％という環境基準達成率となっ

や市が行っています。

ています。
道路交通騒音を防止するためには、自動車など

建設作業に伴う騒音・振動対策

から発生する騒音の低減、道路の低騒音舗装化、

環境施策の横断的・総合的な取組

道路や建物の建設・解体工事は、大型の機械を

自動車交通量の抑制などの対策を総合的に進めて

屋外で使用するため、騒音が大きく、更に振動を

いくことが必要です。都は優先的対策道路区間を

伴うことも多いため、周辺住民の生活環境に大き

選定し対策を推進するなど、関係機関と連携して

な影響を与えています。

道路交通騒音の改善に取り組んでいます。

2015（平成27）年度の建設作業に伴う騒音・

なお、道路交通振動は、環境基準が設定されて

振動に関する苦情は、騒音苦情全体の44％、振動

いませんが、要請限度が定められており、調査し

苦情全体の83％を占めています。著しい騒音・振

た318地点のうち要請限度を超過した調査地点は

動を発生するくい打ち機、空気圧縮機、ロード

ありませんでした。

ローラーなどを使用する作業は、法律や環境確保
条例によって、騒音・振動の大きさ、作業時間な
資 料

どについて基準が設けられ、規制されています。

▪鉄道騒音・振動
新幹線の騒音・振動調査を15か所で行っていま
す。2015（平成27）年度は東海道新幹線の６か

編

所（12.5ｍ地点）で騒音が環境基準を超過しまし
たが、振動は全地点で指針値以下になっています。

82

騒音・振動の防止対策として、防音壁の設置や
低騒音型の新型車両の導入などが行われています。
在来線については、新設又は大規模改良に伴い

飲食店などの深夜営業、拡声機及びカラオケ装
置などの使用については、環境確保条例によって
規制されています。

指針値が定められています。都は、この指針の対象
にならない在来線についても騒音・振動の実態把握
を行い、国等に騒音の低減化を要望しています。

悪臭対策
悪臭に対する苦情は、2015（平成27）年度、
1,164件で、その原因については、野外焼却、飲
食店などのサービス業などに係るものが多く、快

▪航空機騒音
東京国際空港（羽田）、横田基地、厚木基地周辺

適な生活環境を確保するために法律による指導が
行われています。
都は、2002（平成14）年７月から悪臭防止法

度の調査結果をみると、東京国際空港では空港の

及び環境確保条例で、実際の臭いを嗅いで悪臭の

沖合移転で騒音の影響は大幅に改善されており、

程度を判定する臭気指数方式を導入しています。

環境基準を達成しています。
横田基地周辺では、例年と同様に、複数の測定
地点で環境基準を超過しました。

また、ビルピットからの排水による臭気（腐卵
臭）の苦情も多く寄せられています。この問題の
改善を図るため、2009（平成21）年３月、悪臭
の発生源ビルの特定方法や具体的な改善技術を分

点があり、訓練飛行の際に発生する騒音に多くの

かりやすく取りまとめた「ビルピット臭気対策マ

苦情が寄せられています。

ニュアル」を作成しました。都ではこのマニュア

横田及び厚木基地周辺では、騒音による影響の

ルを活用して、区市等の協力を得ながら臭気を発

改善がまだ十分でない状況にあるため、国や米軍

生しているビルへの指導を行うなど、ビルピット

に対し、訓練飛行の制限や航空機騒音防止のため

臭気のない快適な都市環境を目指しています。

の実効性ある対策を行うよう要請しています。
基準の達成状況を把握していきます。

生活騒音問題
音響機器や冷暖房機器等の使用による一般家庭
からの騒音や、飲食店・大型店等の深夜営業等に
伴う営業騒音などが問題となっています。2015

臭気指数方式による悪臭判定風景

環境施策の横断的・総合的な取組

都では引き続き航空機騒音の監視を行い、環境

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

また、厚木基地周辺でも環境基準を超過した地

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

で騒音調査を行っています。2015（平成27）年

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

新たに発生する騒音問題を未然に防止するための

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

（平成27）年度では、これらの苦情が、騒音苦情
全体の約15％を占めています。
資 料
編
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化学物質による環境リスクの低減
現状と課題
▪化学物質排出削減策

に市街地の土壌汚染が問題となりました。また、

地球上には多種多様な化学物質が存在していま

再開発等に伴い、揮発性有機化合物や重金属など

す。化学物質の情報を集めたデータベース（ケミ

による土壌汚染が顕在化してきました。土壌汚染

カルアブストラクトサービス）には、2017（平成

は地下水汚染とも密接な関連があり、そのどちら

29）年７月現在、１億以上の化学物質が登録され、 も影響が長期化しやすいことから社会的関心も高
現代社会において利用されているものだけでも数

く、改善に向けた対策が求められています。

万種類に上るといわれています。化学物質は、各

そこで都では、土壌汚染による人の健康への影

産業分野で原材料や添加剤などとして幅広く使用

響を防止するため、環境確保条例に土壌汚染対策

されています。現在でも、毎年多くの化学物質が

に係る規定を設け、2001（平成13）年10月から

新しく製造されており、化学物質の種類は年々増

指導を行っています。

える傾向にあります。
私たちは、このような化学物質の利用によって、

その後、国においても、2003（平成15）年２
月から土壌汚染対策法が施行となり、2010（平成

便利な生活を送ることができます。しかし、化学

22）年４月からは、改正土壌汚染対策法が施行さ

物質の中には、その性状や毒性、使用状況からみ

れています。

て、人の健康や様々な生物に有害な作用を引き起

また、これまで土地所有者等又は汚染原因者に

こすものも含まれており、これらの有害化学物質

よる土壌汚染対策が進められてきましたが、中小

による環境汚染が強く懸念されています。

事業者においては様々な負担から調査や対策の実
施が困難になる場合があります。このような場合、

▪土壌・地下水汚染対策

土壌汚染の存在あるいはその懸念から土地利用が

都内では、1970年代前半に、江東区と江戸川区

進まないことや、汚染土壌の飛散及び汚染物質の

の化学工場跡地でクロム鉱さいに含まれる六価ク

地下水への浸透等による周辺環境への影響が懸念

ロムによる土壌汚染が明らかとなり、これを契機

されます。

施

策

化学物質排出削減策の推進
▪公共用水域調査結果

▪有害大気汚染物質調査結果

人の健康の保護に関する項目（健康項目）につ

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロ
エチレン及びジクロロメタンなどの揮発性有機化

い て は 有 害 物 質27項 目 を 調 査 し、2014（ 平 成
26）年度は全ての地点で環境基準を達成しました。

合物20項目並びにニッケル化合物、ヒ素及びその
化合物などの重金属類など７項目について都内15

▪ダイオキシン類の調査結果
ダイオキシン類の環境基準は、大気、土壌、水

地点（八王子市が実施している２地点を含む。
）で
2016（平成28）年度の調査結果では、環境基

28）年度のダイオキシン類調査結果によると、大

準が定められているベンゼン、トリクロロエチレ

気、土壌、底質は全ての地点で環境基準を下回り、

ン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの４

大気中の濃度（都内の平均値）は、環境基準の約

物質は全ての地点で環境基準を下回りました。

35分の１になりました。水質では、河川と地下水

（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/
hazardous_contaminant/monitoring_study.html

の１地点で環境基準を上回っています。

都内におけるダイオキシン類排出量の推計値及び大気中のダイオキシン類濃度の推移
(g-TEQ/年）
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（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/
dioxin/result/index.html

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

質、底質について定められています。2016（平成

調査しています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

環境中の有害化学物質の状況
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化学物質の適正管理
▪環境確保条例による化学物質の適正管理制度

の漏えい・流出事故を防止するため、事業者に、
従来の内容に震災時の対応等を加えた化学物質管

都は、環境確保条例で定める適正管理化学物質

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

理方法書の提出を求めています。

を取り扱う事業者に対し、自主的な適正管理を求
め、化学物質の排出の抑制を図っています。化学

▪ＰＲＴＲ制度

物質の適正管理制度では、小規模事業所の多い都

ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）

の産業特性を考慮し、小規模な事業所も対象とし
て、化学物質の環境への排出量等について報告を

は、化学物質排出把握管理促進法により、有害な

求めています。

おそれのある化学物質（462種）を一定量以上取
り扱う事業者が、排出量、移動量を自ら把握し、

対象となる事業所の都内全体での環境への排出

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

量は、制度開始から経年的に減少傾向にあります。

都道府県を経由して国に届出する制度です。

特に大規模事業所や印刷業における削減対策が進

国はこの届出を集計し公表することとされてお

んできたことが大きく寄与しています。2015（平

り、国民は個別の事業者のデータをホームページ

成27） 年 度 の 年 間 排 出 量 は2,539ト ン で あ り、

などで閲覧できる仕組みになっています。

2002（ 平 成14） 年 度（7,967ト ン ） に 比 べ て

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/
control/index.html

68％減少しています。
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環境確保条例による化学物質適正管理制度と化学物質排出把握管理促進法によるＰＲＴＲ制度
化学物質適正管理制度（条例）
工場・指定作業場
対象事業所

年間取扱量

100ｋｇ以上

中小の塗装、印刷、メッキ、クリーニン
グ、ガソリンスタンド等
適正管理化学物質：59物質

環境施策の横断的・総合的な取組

対象物質

性状及び使用状況等から特に適正な管理
が必要とされる
化学物質（条例で規定されている有害ガ
ス及び有害物質）

報告内容

2015（平成27）年度分の
集計結果
資 料
編
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また、震災等が発生した場合における化学物質

ＰＲＴＲ制度（法）
従業員21人以上の製造業等24業種
年間取扱量

１トン以上

比較的大規模な工場

第１種指定化学物質：462物質
人や生態系に有害なおそれ（オゾン層破
壊性を含む）があり、環境中に広く存在
する化学物質

使用量、製造量、製品としての出荷量、
環境への排出量、事業所外（廃棄物、下
環境への排出量、事業所外（廃棄物、下
水）への移動量の２項目
水）への移動量の５項目
報告事業所

2,320（事業所）

使用量

705.4（千トン）

製造量

0.03（千トン）

製品としての出荷量

640.2（千トン）

環境への排出量

2.5（千トン）

事業所外への移動量

4.6（千トン）

届出事業所

1,168（事業所）

環境への排出量

1.7（千トン）

事業所外への移動量

2.1（千トン）

土壌・地下水汚染対策の推進
条例及び法による土壌汚染対策

調査で、約29％の土地に土壌汚染のおそれがあり
ました。

条例により、有害物質取扱事業者や大規模な土地

また、国においては、2003（平成15）年２月

での改変者に対して、土壌汚染状況調査等の実施

から土壌汚染対策法を施行しています（2010（平

と、汚染が確認された場合の汚染土壌の処理等を

成22）年４月改正）
。

義務付けています。

都では土壌汚染対策法の施行後、823か所を要

工場の廃止時に有害物質取扱事業者が実施する

措置区域等に指定し、そのうち、汚染の除去等の

土壌汚染状況調査で、約36％の土地において土壌

措置が行われた470か所で指定を解除しています
（2017（平成29）年３月末現在）
。

改変時に土地改変者が実施する土地利用の履歴等

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/index.
html

環境確保条例による土壌汚染対策の概要

条）

118

29％

36％
2,738

1,464

環境施策の横断的・総合的な取組

土地改変時（条例第117条）の汚染状況

（2001（平成13）年10月から2017（平成29）年３月まで）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

記 録 の 保 管 ・ 承 継（ 第

工場廃止時等（条例第116条）の汚染状況

（2001（平成13）年10月から2017（平成29）年３月まで）

汚 染 土 壌の処 理の実 施

土壌を汚染したことにより大 気又は
地下水を汚染し、かつ、現に人の健康
に係る被害が生じ、又は生じるおそれ
があると認められるとき (第114条)

汚 染 拡 散 防 止 措 置の実 施

地下水の汚染が認められる地域
(第115条)

土壌汚染状況調査

土 地
取得者

有害物質取扱事業者

工場若しくは指定作業場を廃止・
除却するとき
(第116条)

土壌汚染状況調査

汚 染 され、

又 は 汚 染の

おそれ

地歴等調査

土地改変者

3,000m2 以上の敷地内における土
地の改変時
(第117条)

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

汚染が確認されました。また、大規模な土地での

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都は、2001（平成13）年10月から、環境確保
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6,561

2,556

汚染おそれあり

汚染なし

汚染おそれなし

計 9,299 件

編

計 4,020 件
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土壌汚染対策法の概要
■対象物質

汚染された土壌の直接摂取による健康影響

（特定有害物質）

－表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等 （土壌含有量基準）

地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
－地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目 （土壌溶出量基準）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

■仕組み

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

健康被害が生ずるおそれがない場合

健康被害が生ずるおそれがある場合

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

・ 知事が土地所有者等 （汚染原因者が明確な場合は汚染
原因者） に対し、 汚染の除去等の措置の実施を指示

140
120

区域の種類
法施工から2009(平成21)年度まで 指定区域
要措置区域
2010(平成22)年度以降
形質変更時要届出区域

100
指定件数

環境施策の横断的・総合的な取組

指定区域又は要措置区域等の指定件数の推移

80
60

凡例

2010(平成22)年４月１日
改正土壌汚染対策法施行

指定件数

計 823 件

うち解除された件数
計 470 件
(2017(平成29)年３月31日現在)
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土壌汚染対策推進のための取組
中小事業者等による土壌汚染対策を円滑に進め、

▪中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン
中小事業者の負担を軽減し、都内における土壌
汚染対策の円滑な実施を促進していくためには、

に回避する対策（合理的な対策）を推進するため、

土壌汚染に関する法令や対策手法などについての

都では以下のような取組を行っています。

理 解 を 深 め て も ら う こ と が 重 要 で す。 そ こ で、
2010（平成22）年度に、土壌汚染対策を実施し

▪土壌汚染処理技術フォーラム
土壌汚染の処理費用は一般に高額であるため、

ようとする中小事業者に向けて、
「中小事業者のた
めの土壌汚染対策ガイドライン」を作成しました。

特に資金力の乏しい事業者からは狭い土地にも適

土壌汚染による健康リスクや土壌汚染の調査に関

用できる低コストな処理技術が求められています。

する基本的な知識、合理的な対策を選択するため

提供するとともに合理的で低コストな処理技術の
普及促進を図るため、2004（平成16）年より毎年

の具体的な手順等を分かりやすく示しています。
（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/
information/guideline.html

「土壌汚染処理技術フォーラム」を開催しています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/event/soil_
forum/index.html

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」より抜粋

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

そこで都は、土壌汚染処理技術に関する情報を

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

かつ、低コスト・低環境負荷で健康リスクを確実

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

環境施策の横断的・総合的な取組
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

▪土壌汚染対策アドバイザー派遣制度

本的、一般的な事項についての質問を受け付け、

中小事業者による円滑な土壌汚染対策の取組を
支援・促進するため、技術的な観点から適切なア
ドバイスを行う専門家を派遣する「東京都土壌汚
染対策アドバイザー派遣制度」を2011（平成23）

円滑に土壌汚染対策に取り組めるよう支援を行っ
ています。
（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/
support/advisor.html

地下水汚染の状況

年度から開始しました。土壌汚染対策について十
分な知識と経験を持つ専門家がアドバイザーとし
て訪問し、中小事業者の土壌汚染対策の実施状況

地下水は流れがゆるやかなため、いったん汚染
されるとその影響が長期にわたります。

に応じて、調査・対策等のステップごとにアドバ
イスをします。

1982（昭和57）年、トリクロロエチレンによ
る水道水源井戸の汚染が判明して以来、都内全域

さらに、土壌汚染対策総合窓口として、土壌汚

の地下水の水質調査を行っています。2016（平成

染対策法及び環境確保条例等の土壌汚染対策の基

28）年度の調査結果（概況調査）によると65地
点中２地点で環境基準を超過していました。また、

土壌汚染対策アドバイザー派遣制度のしくみ
中小企業

①派遣の申し込み

東京都

<業種>
・めっき
・クリーニング
・ガソリン
スタンド
・印刷 など

アドバイザー

水質汚濁防止法に基づいて、有害物質を使用して
いる事業場に対して、地下浸透防止のための規制
や指導を行っています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/groundwater/
investigation.html

地下水の調査方法

業務受託者
②アドバイザー
の派遣を決定

④企業を訪問・
技術的な助言
③適切なアドバイザーを選定・派遣

派遣対象

調査名

調査目的

調査内容

１ブロックで１地点
都内全体の地下水の 測定（Ｈ22年からは
概況調査
水質の概況を把握
260ブ ロ ッ ク を ４ 年
で一巡）

◆有害物質を使用する施設の廃止に伴い、法令に
基づく土壌汚染対策が必要な中小事業者及び土
該土地所有者の方

概況調査の結果、新
汚染井戸
新たに汚染が判明し
たに汚染が判明した
周辺地区
た井戸及びその周辺
地域について、汚染
調
査
井戸の水質を測定
範囲を確認

◆現在有害物質を使用する事業を操業中で、将来
的に法令に基づく土壌汚染対策が必要となる中
小事業者の方

汚染が確認された地
継続監視 汚染が確認された後
域の代表的な井戸で
調
査 の継続的な監視
定期的に水質を測定
地下水の概況調査における環境基準達成率の推移

＜アドバイス内容（例）＞
＜法令に基づく調査・対策のためのアドバイス＞
・土壌汚染対策の手順、法令の手続きの方法
・土壌汚染状況調査の方法、調査の際の留意点
・事業者に合わせた合理的な対策手法の紹介・提案
など
＜現在操業中の事業者向けのアドバイス＞
・土壌汚染の未然防止の方法
・操業中からの土壌汚染への対応の検討
・操業中からの土壌汚染対策手法の紹介・提案
・中小事業者の希望による簡易調査(分析)の実施
など

達成率（％）
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0

環境保安

高圧ガスは、工業原料やエネルギー源などとし

いるため、定められた保安対策が必要不可欠です。
また、火薬類は、土木工事・採石事業から花火、

どを含むあらゆる産業分野で用いられ、また、生活

競技用スターター、エアバックに至るまで、産業、

関連分野においても、冷媒用（エアコン、冷蔵庫な

娯楽、スポーツ、救命用などに広く利用されてお

ど）
、燃料用（家庭用ＬＰガス、タクシーなど）
、化

り、都民生活に深いつながりをもっていますが、

粧品等各種エアゾール（スプレー缶）用等、広く利

事故等が発生した場合、都民生活を大きく脅かす

用されています。高圧ガスの普及は生活に利便を

ことになることから、適正な管理・使用が求めら

もたらす一方で、その特性による危険性を内包して

れています。

施

策

高圧ガスの保安対策
また、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律に基づき、一般消費者等に対す

取扱いを規制するとともに、関係事業者や公益社団

る液化石油ガス（ＬＰガス）の販売及びＬＰガス

法人東京都高圧ガス保安協会等による自主的な保安

器具等の製造・販売等を規制して災害を防止する

活動を促進することにより、高圧ガスによる災害を

とともに、取引の適正化を促進することにより、

防止し、公共の安全を確保するよう努めています。

消費者保護に努めています。

高圧ガスの製造例（充てん）
充てんとは、圧縮機等によってボンベに高圧のガスを封
入すること。（例：医療用の酸素、溶接・溶断用のアセ
チレン、ＬＰガス等）

高圧ガスの貯蔵例（資料）経済産業省
貯蔵とは、容器や貯槽に高圧ガスを充てんして、貯めて
おくこと。写真は容器置場における貯蔵例。

環境施策の横断的・総合的な取組

貯蔵、販売その他の取扱い並びに容器の製造及び

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

都は、高圧ガス保安法に基づき、高圧ガスの製造、

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

て、鉄鋼、化学、土木・建設業等や食品、医療な

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

現状と課題

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保
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スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

東日本大震災後に、高圧ガス施設の安全性確保
のための検討を行い、2013（平成25）年に防災
計画指針を改正しました。また、2015（平成27）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

家庭用ＬＰガスのボンベ
（資料）一般社団法人東京
都ＬＰガス協会

年度までに施設の耐震調査を実施し、事業者に調
査結果を周知するとともに、施設の維持管理方法
について指導するなど、高圧ガス施設の震災対策
を推進しています。

タクシーで使用するＬＰガス
（資料）一般社団法人東京
都ＬＰガススタンド協会

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

自主保安活動の推進
高圧ガスやＬＰガスは、取扱いを誤ると重大な

経年劣化した高圧ガス施設の一例

災害につながることから、安全を確保するために
立入検査を行っています。しかし、近年の保安技

高圧ガス防災訓練の実施

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

術の進歩や高圧ガス等の種類・利用形態の多様化

高圧ガスを安全に利用するには、管理面での安

などを背景に、高圧ガス保安法等では、行政によ

全確保や事故発生時の適切な対応など、保安確保

る「規制」に加え、保安活動の一部を事業者の自

の徹底に向けた関係者の様々な努力が必要です。

主的な活動に委ねた「自主保安」を一方の柱に据

地域防災組織の更なる育成強化のため、都は毎年、

えて、協働して安全確保を図っています。

実践的な基礎訓練や高圧ガス輸送中の災害等を想

都では、全ての事業所において容易に自主保安

定した総合訓練等の防災訓練を実施しています。

環境施策の横断的・総合的な取組

の取組が行えるように2010（平成22）年に「高

2016（平成28）年度は、都立葛西臨海公園第

圧ガスの安全な取扱いのための自主保安取組推進

２駐車場を訓練会場として、東京都高圧ガス地域

指針」を策定し、事故の未然防止と適切な自主保

防災協議会との共催で警視庁、東京消防庁、日本

安活動を推進しています。

赤十字社等と協力して、震災を想定した訓練を約
450事業所、800名の参加を得て実施しました。

高圧ガス施設の震災対策
今後、発生が危惧されている大地震などの災害
に備え、高圧ガス施設における災害発生を未然に
防止し、被害を最小限に食い止めるため、都は国
に先立ち、1979（昭和54）年に「東京都高圧ガ
ス施設安全基準」を制定し、行政指導を行うとと
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もに、事業所ごとに防災計画を作成するよう指導
しています。

カセットコンロ用
ガス缶燃焼破裂実験

特殊高圧ガス
漏えい処置訓練

⃝災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定

都は、2014（平成26）年５月、災害時における都内の
避難所の救援活動を円滑に支援するため、一般社団法人
東京都ＬＰガス協会との間で、
「災害時におけるＬＰガ
ス等の供給に関する協定」を締結しました。

避難所

① 供給要請

東京都

区市町村
② 供給要請
③ 運搬・設置
（一社）東京都ＬＰガス協会

④ 報 告

※緊急通行車両の事前登録により、交通規制実施時にも配送が可能

火薬類の安全対策
また、一般社団法人東京都火薬類保安協会とと
及び保安体制の強化を図りながら、関係団体が主
催する講習会等へ講師を派遣するなど、火薬類に
よる事故防止対策を推進しています。

隅田川花火大会

台船上での花火の
打ち上げ前の安全指導

都は火薬類の震災対策として、①平常時・警戒
宣言時・発災時の事業者等の標準的対応、②警戒

貯蔵、消費等の許可、事業所への立入検査などを

宣言時等の伝達体系・伝達内容等について定めた

行うとともに、警視庁、東京消防庁、東京海上保

「火薬類保管施設の震災対応」を取りまとめ、発災

安部と密接に連携しながら火薬類の取締りの徹底

時に関係事業者が適切に対応できるよう周知を

を図っています。

図っています。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

都は、火薬類取締法に基づき、火薬類の販売、

火薬類の震災対策

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

もに保安手帳制度による事業者の保安意識の向上

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

及び支部

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

環境施策の横断的・総合的な取組
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スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

水環境・熱環境の向上

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

現状と課題
▪都内の河川や海域の現状
東京には多摩川や隅田川など大小約120の河川

回復に向けた取組を推進していく必要があります。

が流れています。これらの河川の水質は、高度経
済成長期に著しく悪化しましたが、昭和40年代後
半から、工場などの汚濁の発生源の規制や下水道
の普及などによって大幅に改善されました。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

2016（平成28）年度の調査結果によると、都
内の河川では汚濁の度合いを示す指標のＢＯＤ＊１
（生物化学的酸素要求量）が都内の56水域のうち
全水域で環境基準を達成しました。
東京都内湾＊３の水質については、ＣＯＤ＊２（化
学的酸素要求量）でみると、1980（昭和55）年

▪ヒートアイランド現象の進行～暑くなる東京～
ヒートアイランド現象とは、都市部にできる局
地的な高温域のことで、郊外に比べ都心部ほど気
温が高く、等温線が島のような形になることから
この名前が付いています。
ヒートアイランド現象は、真夏日や熱帯夜の日
数の増加による熱中症や睡眠障害などとの関連が
指摘されています。
東京では地球温暖化とヒートアイランド現象の

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

度頃までは年々改善されていましたが、その後は、

進行により、過去100年の間に平均気温が約３℃

ほぼ横ばいの状況で推移しています。

上昇しています。

また、夏期を中心に赤潮の原因となる植物プラ
ンクトンが異常に繁殖し、水質が悪化するなど、
引き続き対策が必要な分野が残されています。
＊１

環境施策の横断的・総合的な取組

ＢＯＤ
微
 生物が、水中の有機物等を、二酸化炭素や水などに分解するた
めに、必要とする酸素の量。河川の汚濁の度合いを示す代表的な指
標で、この数値が大きいほど水質が悪化していることになります。
＊２ ＣＯＤ
水中の有機物を分解するために要する酸化性物質の量を測定し、
その量を酸素の量に換算した値。海域や湖沼の汚濁の度合いを示
す代表的な指標で、この数値が大きいほど水質が悪化しているこ
とになります。
＊３ 東京都内湾
多摩川河口部から旧江戸川河口部までの東京都の地先水面のこと
をいいます。

▪水循環を取り巻く状況
近年、更なる都市化の進行や産業構造の変化、
気候変動などにより、水循環に変化が生じ、地下
水涵養、河川流量の減少、洪水、水質汚濁、生態

資 料

系への影響など様々な課題への対応が求められて
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また、2014（平成26）年４月には「水循環基本
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法」が制定されるなど、健全な水循環の維持又は

います。

世界、日本、東京の年平均気温偏差の推移
(℃)
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東京
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-0.5

1900年 1920年 1940年 1960年 1980年 2000年

日最低気温平均値（℃）の分布
（集計期間：2013年７月１日～９月30日）

▪暑さによる影響とその対策

◆暑さ対策の考え方

東京では、省エネルギーや緑化の推進等の取組

都市の暑さを緩和するため、次の２つの対策を
とることが必要です。

おり、人が夏に感じる暑さは厳しさを増し、多数

⃝エネルギーの使用を抑えて
熱を

の熱中症患者も発生しています。
こうした現状を踏まえ、中・長期的に都市全体

ださない

⃝緑 や水、対策技術を活用し、建物表面や地面を

の気温を下げる対策に加え、即時的に人の感じる

改善して

暑さを和らげる対策に取り組むことが重要です。

熱を

ためない

あわせて、
⃝日除けや水の気化熱を利用するなど、

◆暑さの原因とその影響

熱を人が

もらわない

整理できます。

ことによって、人への影響を軽減することが必要

⃝空調機器や自動車が熱を だす

です。

⃝建物や地面が熱を

ためる

これらの対策により、夏でも街なかで心地よく
過ごせる環境の実現につながります。

あわせて、
⃝日射に加え、これらの熱を人が

もらう

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

都市化による暑さの原因は、大きく次の２つに

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

が進められていますが、都市の高温化は継続して

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

ことによって、人への影響（熱中症や睡眠障害等）
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

が生じています。
暑さの原因とその影響

暑さ対策の考え方

ださない
ためない

ためる

もらわない

もらう

ためる

だす

もらわない

ためない

環境施策の横断的・総合的な取組

ためない

だす
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施

策

水質汚濁対策

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

水質改善に向けた規制

⃝東京湾の赤潮の発生

河川や海域の水質汚濁を防止するために、下水
道高度処理化等を進めるとともに、工場や下水処

月から９月にかけて赤潮が発生しています。このため、
窒素やりんの削減対策を計画的に進めています。

理場などの事業場に対する規制や指導を行ってい
ます。
都は、工場等の排水中の汚濁物質の濃度を、水
質汚濁防止法で定める排水基準、及び、法より厳

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

しい環境確保条例で定める排水基準に適合させる
濃度規制を行っています。また、閉鎖性水域であ
る東京都内湾の水質改善のため、水質汚濁防止法

スケルトネマ
（赤潮を引き起こす
主なプランクトン）

レインボーブリッジ付近に
発生した赤潮

に基づき、排水量が50㎥／日以上の東京都内湾の
流域に立地する工場等に対して、事業場ごとにＣ

水質や水生生物の調査研究

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

ＯＤ、窒素及びりんの許容排出量を定め、これら

豊かな自然環境と共生した水辺空間の創出、安

の物質の排出量を削減させる総量規制を行ってい

心して水と触れ合うことを目指し、都では多様な

ます。

取組として、東京湾の水質、水生生物の調査、研

このような対策により、水質が改善した河川や

・海 浜部、内湾部、垂直護岸部等で、魚介類や

河川のＢＯＤの経年変化（年度平均値）

鳥類等のモニタリング調査

90

・赤潮調査の実施

80
綾瀬川・内匠橋(足立区)

環境施策の横断的・総合的な取組

②東京湾環境一斉調査の実施

川口川・川口川橋(八王子市)

60

目黒川・太鼓橋(目黒区)

50

・国、九都県市、大学、ＮＰＯ、企業等と連携

多摩川・多摩川原橋(調布市)

40

③環 境科学研究所と連携した、水質改善のための

30
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調査研究
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究などを展開しています。
①水質調査、水生生物調査の充実

海にアユなどの魚も生息しています。
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東京都内湾では、慢性的な富栄養化状態にあるため、５
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東京の水循環の再生と水辺環境の向上
地下水の保全と適正利用

針を合わせて安全対策を徹底しています。

下水の過剰なくみ上げが行われた結果、激しい地
盤沈下が発生しました（最大4.5ｍ）。
法律や条例により、地下水のくみ上げを制限し

湧水の保全回復
東京に600以上存在する湧水を保全するため、
「東京都湧水等の保護と回復に関する指針」を策定

し、過剰な揚水により再び地盤沈下が進行する可

し、区市町村と連携して湧水の保全と回復を図っ

能性があります。引き続き地下水のくみ上げを制

ています。2002（平成14）年度には、都民や区

限しつつ、地下水の実態把握を行った上で、「保全

市町村からの推薦をもとに57か所の湧水を「東京

と適正利用」のバランスを取るための管理方策を

の名湧水」として選定しました。また、水量が著

検討していきます。

しく減少した都市河川に下水の高度処理水を導水
するなど、水辺環境の回復に努めています。

地下水のかん養
都内の地下水位は全体として回復傾向にありま

清流の復活
流れの途絶えていた野火止用水、玉川上水、千

いの状況です。都は条例等による地下水のくみ上

川 上 水 で は、 そ れ ぞ れ、1984（ 昭 和59） 年、

げ制限の他、2001（平成13）年７月に東京都雨

1986（昭和61）年、1989（平成元）年から、下

水浸透指針を定め、雨水浸透施設の設置を促進す

水の高度処理水を多摩川上流水再生センターから

る他、地下水かん養に大きな役割を果たす緑地・

導水し、清流を維持しています。

森林の保全等を図っています。

また、渋谷川・古川、目黒川、呑川では、1995
（平成７）年から、下水の高度処理水を落合水再生

近年、都内では深さ500メートルを超える大深
度の温泉の掘削が増加しています。都は、温泉法
及び都が独自に定めた審査基準等に基づき、揚湯
量の制限や温泉間の距離制限などを行い、温泉の
くみ上げ量の増加に伴う地盤沈下の発生や温泉資
源の枯渇の防止に努めています。

センターから導水しています。
清流が復活した玉川上水

環境施策の横断的・総合的な取組

温泉の増加

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

すが、区部での上昇量は減少、多摩地域では横ば

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

た結果、地盤沈下は沈静化傾向にあります。しか

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京では、大正時代初期から低地部を中心に地

しました。その後の温泉法の改正を受け、法と指

スマートエネルギー都市の実現

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

また、温泉施設における爆発事故を受け、温泉
掘削から廃止までの安全対策を定めた指針を策定
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ヒートアイランド対策
街なかでの暑さ対策等の推進

クールスポットの創出など様々な施策を実施して

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京では、都市化の進行等によりヒートアイラ

おり、2015（平成27）年10月には「東京2020

ンド現象が継続していることに加え、東京2020

大会に向けた東京都「暑さ対策」推進会議」を設

大会開催を控えていることから、都民や観光客へ

置して関係各局の連携を強化し、総合的に対策を

の暑さ対策が重要な課題となっています。都は、

進めています。

省エネルギーや緑化の推進、遮熱性舗装の整備、

クールスポット創出支援事業

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

即時的な効果を狙った対策として、暑熱対応設備を設置したクールスポットの創出を促進する補
助制度を実施し、都民や観光客等が涼しさを感じる場所を増やしていきます。
《補助制度の概要》
▪補助対象者：
区市町村・事業者（法人・個人）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

▪補助対象設備：
人が自由に出入りできる都内の施設や公共
交通機関の施設の暑さを緩和する設備であ
ること
▪対象設備（例）：
微細ミスト、遮熱性舗装
▪補助額：
設置経費（設備費・工事費）の２分の１

（2016（平成28）年度 微細ミスト導入事例）

環境施策の横断的・総合的な取組

都営バス停留所への微細ミスト導入検証事業
待ち時間の暑さが懸念されるバス停留所に微細ミストを導入し、その効果や課題、効果的な普及
策等について検証する事業を実施しています。
（ミスト設置停留所）
「東京ビッグサイト」
「西葛西駅前」
（事業期間）2016（平成28）年度から2020
（平成32）年度まで

資 料
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（東京ビッグサイト都営バス停留所）
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暑さ対策に係る先進技術等実証事業
開放された空間（イベント会場）等において、
暑熱を緩和する先進技術等を有する設備を設置
していくことで、暑さ対策技術の普及を促進し
ています。
（検証した設備例）
微細ミストと日除けの組合せ、親水性不織布
テントなど
（微細ミストと日除けの組合せ設備）

都では、2017（平成29）年度から、東京2020大会競技会場周辺で、かつ、観光客等が多く集
まる注目度が高い地域において、人の感じる暑さを緩和するクールエリアを創出する事業を新たに
実施していきます（2019（平成31）年度までに、６地域程度で実施）
。
2017（平成29）年度は、中央区及び調布市において、暑さ対策設備を整備します。
（主な補助対象設備及び設置場所）
整備する暑さ対策設備

調布市

銀座、京橋、日本橋、日本橋室町に係る中
微細ミスト、フラクタル日除け、ミスト付
央 通 沿 い の 区 域（ 国 道 15 号 及 び 17 号 ）
パラソル等
及び数寄屋橋公園
スタジアム通り（市道主要 33 号線）及び
飛田給駅公共通路

歩道の遮熱性舗装及び微細ミスト

東京では、猛暑日や熱帯夜が増加するなど夏
の暑さが課題となっており、また、夏に開催さ
れる東京2020大会開催に向けて、暑さ対策を
推進することが求められています。そこで、涼

環境施策の横断的・総合的な取組

暑さ対策の機運醸成（打ち水ムーブメントの展開）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

中央区

設置場所

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業（クールエリア）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

しその効果実証を行いました。結果を広く発信

スマートエネルギー都市の実現
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を得るための江戸の知恵である「打ち水」が、
東京のおもてなしとして定着することを目指し
資 料

て、「打ち水日和」と銘打ち打ち水イベントを
行うなど、ムーブメントとして展開しています。
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（
「打ち水日和」in「丸の内キッズジャンボリー2017」の様子）
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