第2章

地域の概況
ここでは、対象事業実施区域及び周辺の「自然的状況」と「地域の社会的状況」に関する情報につい

て、既存文献やその他資料の収集・整理等により把握した。
なお、調査対象地域は、出雲崎町及び柏崎市のうち図 2-1 に示す地域を基本とし、一部、情報の種
類に応じて調査対象地域を拡大・縮小した。

2.1 自然的状況
対象事業実施区域及び周辺の自然的状況を表 2.1-1(1)～(5)に示す。
表 2.1-1(1) 対象事業実施区域及び周辺の自然的状況
調査項目
(1)気象
2.1.1 気象、大気質
1)気象観測所の概要
等に関する大
気環境の状況
2)気象の状況

(2)大気質
1)測定局の概要

2)二酸化硫黄

3)窒素酸化物
（一酸化窒素
・二酸化窒素）
4)浮遊粒子状物質

5)光化学オキシダント

6)微小粒子状物質

調査結果の概要
対象事業実施区域周辺の気象観測所として、北北東約 17km に寺泊観測
所、東南東約 15km に長岡観測所、南西約 22km に柏崎観測所が位置して
いる。
平均気温の平年値は、寺泊観測所が 13.4℃、長岡観測所が 12.9℃、柏崎
観測所が 13.2℃となっており、内陸側の長岡観測所で気温が低い傾向がみ
られる。
年 間 降 水 量 の平 年 値 は 、 寺 泊 観 測 所 が 2,007.8mm 、 長 岡観 測 所 が
2,324.8mm、柏崎観測所が 2,364.7mm となっており、寺泊観測所の降水量が
最も小さい値となっている。
年間日照時間の平年値は、寺泊観測所が 1,593.1 時間、長岡観測所が
1,464.9 時間、柏崎観測所が 1,565.4 時間となっており、長岡観測所が最も小
さい値となっている。
平均風速の平年値は、寺泊観測所が 3.5m/s、長岡観測所と柏崎観測所
が 2.1m/s であり、寺泊観測所の風速が最も大きい値となっている。
年間の最多風向は、平年値で寺泊観測所が東南東、長岡観測所が南
西、柏崎観測所が南南東となっている。
対象事業実施区域周辺の大気汚染常時監視測定局としては、南東約
16km に一般環境大気測定局長岡工業高校局(測定項目：二酸化硫黄、浮
遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、有害大気汚染物質、ダイ
オキシン類)、南西約 20km に一般環境大気測定局柏崎局(測定項目：浮遊
粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント)、東南東約 16km に自動車
排ガス測定局城岡自排局(測定項目：浮遊粒子状物質、窒素酸化物、微小
粒子状物質、有害大気汚染物質)が位置している。
平成 25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において二酸化硫黄
の測定を行っている全ての測定局で環境基準を達成している。また、平成 21
～25 年度の年平均値は環境基準を大幅に下回っている。
平成 25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において窒素酸化物
の測定を行っている全ての測定局で二酸化窒素の環境基準を達成してい
る。ままた、平成 21～25 年度の二酸化窒素、一酸化窒素、窒素酸化物の年
平均値等は、ほぼ横ばい、もしくは減少する傾向がみられる。
平成 25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において浮遊粒子状
物質の測定を行っている全ての測定局で環境基準を達成している。また、平
成 21～25 年度の年平均値及び日平均値の年間 2％除外値は、ほぼ横ばい
で推移している。
平成 25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において光化学オキ
シダントの測定を行っている測定局(長岡工業高校測定局及び柏崎測定局)
で環境基準を達成していないが、光化学スモッグ注意報発令基準である昼
間の１時間値が 0.12ｐｐｍ以上の日数はいずれも０日となっている。なお、平
成 21 年～25 年度の昼間の 1 時間値の年平均値は、ほぼ、横ばいで推移し
ている。
平成 25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において微小粒子状
物質の測定を行っている測定局(城岡自動車排出ガス測定局)で環境基準を
達成していない。また、平成 22～25 年度の年平均値はほぼ横ばいで推移し
ている。
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図 2-1 調査対象地域
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表 2.1-1(2) 対象事業実施区域及び周辺の自然的状況
調査項目
(2)大気質
2.1.1 気象、大気質
7)有害大気汚染物質
等に関する大
気環境の状況
8) ダイオキシン類

(3)騒音

(4)振動

(5)悪臭
(6)空間放射線

(7)大気質、騒音、振動、
悪臭に関する公害苦
情の発生状況

2.1.2 水象、水質等に
関する水環境
の状況

(1)水象

(2)水質
1)河川の水質

2)河川の底質

調査結果の概要
平成 21～25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺において有害大
気汚染物質の測定を行っている測定局(長岡工業高校測定局及び柏崎測定
局)でいずれの調査項目も環境基準や指針値を下回っている。
平成 21～25 年度の測定結果は、対象事業実施区域周辺においてダイオ
キシン類の測定を行っている全ての測定局で環境基準を達成している。ま
た、年平均値は、平成 22 年度以降、減少する傾向がみられる。
「平成 25 年度一般環境騒音・自動車交通騒音調査結果」（平成 26 年 12
月 新潟県県民生活・環境部環境対策課）によると、新潟市及び柏崎市など
25 市町村では、「騒音に係る環境基準」の達成状況を把握するための調査
が行われている。
一方、対象事業実施区域が立地する出雲崎町では騒音に係る環境基準
の地域類型指定が行われておらず、騒音調査が行われていない。 また、柏
崎市で行われている騒音調査地点は、いずれも柏崎中心市街及び北陸自
動車道沿線を対象としており、対象実施区域付近において騒音調査は行わ
れていない。
対象事業実施区域が立地する出雲崎町では、特定工場に係る振動の規
制基準及び道路交通振動に係る要請限度の規制地域の指定がされておら
ず、対象事業実施区域付近において振動調査は行われていない。
平成 22～26 年の臭気指数の測定結果はいずれの調査地点でも 10 未満
であり、許容限度を下回っている。
新潟県環境保全事業団では、対象事業実施区域においてサーベイメータ
ー に よ る 空 間 放 射 線 量 率 の 測 定 を 実 施 し て い る 。 調 査 結 果 は 0.04 ～
0.08µSv/h の範囲であり、新潟県内における通常の測定値の範囲である
0.016～0.16µSv/h の範囲に収まっている。
また、「平成 16～25 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調
査結果報告書」(新潟県、東京電力(株))によると、対象事業実施区域周辺で
は、出雲崎町役場において空間放射量(積算線量注)の調査を実施してい
る。平成 16 年度から平成 25 年度までの年間の積算線量の測定結果は 0.48
～0.52 mGy/365 日の範囲となっている。
平成 21 年度から平成 25 年度において、対象事業実施区域が位置する出
雲崎町においては、平成 24 年度の悪臭 1 件を除き、公害苦情は発生してい
ない。
対象事業実施区域が隣接する柏崎市における平成 21 年度から平成 25
年度の年間の公害苦情の発生件数は、大気質 1～12 件、騒音 1～11 件、振
動 0～5 件、悪臭 3～12 件で推移している。
対象事業実施区域は、島崎川水系の中田川の流域に位置している。
中田川は、稲川と合流した後、さらに対象事業実施区域下流約 1.5km で
島崎川と合流し、日本海へと流れている。
対象事業実施区域の放流水が流入する河川のうち、島崎川は生活環境
の保全に係る環境基準の類型指定がされており、河川 C 類型、生物Ｂ類型
に該当する。なお、中田川及び稲川には環境基準の類型指定はない。
「平成 25 年度公共用水域及び地下水の水質測定」（平成 26 年 12 月 新
潟県）及び「平成 26 年度 新潟県ダイオキシン類常時監視調査 速報結果
【河川水】」によると、島崎川の宿屋橋において水質調査が実施されている。
また、新潟県環境保全事業団では、既設処分場からの排水の放流先である
中田川（古志茂橋）、ならびに中田川が流入する島崎川（矢郷橋、堰橋、乙
茂橋）において水質調査を継続的に実施している。
中田川（古志茂橋）において、ほう素が平成 22 年度から平成 23 年度に環
境基準値を未達成であったが、平成 24 年度以降は環境基準値を達成して
いる。その他の項目についてはすべて環境基準値を達成している。
新潟県環境保全事業団では中田川の古志茂橋において環境モニタリング
調査を実施している。暫定除去基準が設定されている総水銀の調査結果に
ついては、基準を下回っている。
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表 2.1-1(3) 対象事業実施区域及び周辺の自然的状況
2.1.2 水象、水質等に
関する水環境
の状況

3)地下水の水質

(3)水質に関する
公害苦情の発生状況
2.1.3 土壌及び地盤
に関する状況

(1)土壌
1)土壌の分布状況
2)土壌汚染の状況

(2)地盤沈下

2.1.4 地形及び地質
に関する状況

(1)地形

(2)地質

(3)貴重な地形・地質

新潟県環境保全事業団では、対象事業実施区域内 5 カ所及び、周辺 5 カ
所において地下水の水質調査を継続的に実施している。いずれも検出下限
値未満か、それに近い小さな値となっている。
平成 21 年度から平成 25 年度において、出雲崎町において水質に関する
公害苦情は発生していない。一方、柏崎市における水質に関する公害苦情
の発生件数は年間 4～17 件で推移している。
「土地分類図」(昭和 48 年 新潟県)によると対象事業実施区域の土壌は褐
色森林土となっている。
「土壌汚染対策法」（平成 14 年 5 月 29 日 法律第 53 号）では、有害物質
を使用する工場・事業場の廃止時や、3,000 ㎡以上の土地の形質変更の際
に、土壌汚染のおそれがあると知事が認める場合、土地所有者等に対して
土壌汚染状況調査が義務付けられている。汚染が確認された土地について
は、汚染による健康被害のおそれの有無により、要措置区域又は形質変更
時要届出区域に指定し、公示することになっている。「平成 26 年版 新潟県
の環境」（平成 26 年 9 月 新潟県県民生活・環境部）によると、新潟県内で
は、平成 26 年 3 月末の要措置区域は 3 区域、形質変更時要届出区域は 25
区域となっているが、対象事業実施区域及び周辺はこれらの区域に該当し
ていない。また、新潟県環境保全事業団では、対象事業実施区域周辺の土
壌調査を行っている。平成 17 年度から平成 21 年度の調査結果は、いずれも
検出下限値未満か、それに近い小さな値となっている。
一般に、地盤沈下は地下水の過剰な汲み上げにより、主として粘土層が
収縮することで起きる現象である。「平成 26 年版 新潟県の環境」（平成 25
年 9 月 新潟県県民生活・環境部）によると、新潟県内では新潟地域、上越
地域、長岡地域、南魚沼地域及び柏崎地域の 5 地域で地盤沈下に関するモ
ニタリングが行われているが、これらの地域はいずれも対象事業実施区域か
ら離れて位置している。また、対象事業実施区域の位置する出雲崎町では、
地盤沈下に関する公害苦情が報告されておらず、地盤沈下は生じていない
と考えられる。
対象事業実施区域及び周辺の地形は、主に沖積平野と丘陵により構成さ
れる。このうち沖積平野は柏崎市、長岡市周辺に分布している。一方、丘陵
については、柏崎市の北東には西山丘陵、南東には東山丘陵、魚野丘陵及
び東頚城丘陵が標高 100～300ｍ程度で分布し、対象事業実施区域は西山
丘陵に位置している。
また、柏崎市及び出雲崎町の西側は、日本海に接し、新潟県の北から南
に連続する長大な海岸の一部を占めている。対象事業実施区域の北側の角
田山・弥彦山～三島丘陵に続く海岸は岩石海岸である。
柏崎市の海岸線南西部は、火山活動により海底から隆起した米山の山麓
が急激に日本海に落ち込んで出入りの激しい磯浜海岸となり景勝を成して
いる。一方、北東部はなだらかな砂丘が続き、海岸は遠浅になっており絶好
の海水浴場となっている。
対象事業実施区域及び周辺には、新第三紀中新世～第四紀の地層が広
く分布する。この地域の新第三紀系は、地質構造や岩相によって、新潟油田
地域と西頚城地域に分けられる。新潟油田地域は、新発田-小出構造線より
西側（日本海側）で、南方は東頚城丘陵付近までの地域である。第四紀は、
鮮新統から連続する下～中部更新統、中～上部更新統及び完新統からな
る。下～中部更新統は、浅海成の灰爪層及び海成～陸成の魚沼層が分布
する。中～上部更新統は、海岸段丘及び河岸段丘の堆積物などが分布す
る。完新統は、段丘堆積物、新砂丘堆積物及び沖積層が分布する。
また、第 3 期最終処分場建設区域直近のボーリング調査結果をみると、地
下 10m 付近までは砂、シルト、岩片混じり粘土が堆積しており、N 値 10 未満
の比較軟弱な地盤となっている。地表から 10m 以深には、N 値 10～43 の強
風化泥岩や N 値 50 以上の泥岩が堆積している。
対象事業実施区域周辺には貴重な地形・地質が 2 カ所存在している。
なお、対象事業実施区域は、これらの貴重な地形・地質の分布域に該当
していない。
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表 2.1-1(4) 対象事業実施区域及び周辺の自然的状況
2.1.5 動植物の生息
又は生育、植
生及び生態系
の状況

(1)植物
1)植生の状況
2)特定植物群落、
巨樹・巨木の状況

3)植物相

2.1.5 動植物の生息
又は生育、植
生及び生態系
の状況

(2)動物
1)ほ乳類

2)鳥類

3)両生類

4)爬虫類

5)昆虫類

6)魚類

7)底生生物

「第 6 回・7 回自然環境保全基礎調査植生調査」（環境省）によると、対象
事業実施区域及び周辺には人為的管理の元で成立するコナラ群集やオク
チョウジ-コナラ群集、スギ・ヒノキ・サワラ植林が分布している。
「第 4 回自然環境保全基礎調査 新潟県自然環境情報図」（平成７年 環
境庁）によると、対象事業実施区域及び周辺における特定植物群落として、
「御島石部神社のスダジイ林」がある。また、「第 3 回自然環境保全基礎調査
日本の巨樹・巨木林」（平成３年 環境庁）によると、対象事業実施区域及び
周辺における巨樹・巨木として、船橋地区にある三島神社の大スギ（幹周：約
600ｃｍ、樹高：約 40ｍ）がある。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 438 種が確認されている。そのうち貴重種はスダジ
イ、シロダモ、シライトソウ、アオヤギソウ、シュロソウ、フユイチゴ、ノハナショウ
ブ、スハマソウの 8 種が挙げられている。
また、「新潟のすぐれた自然 植物編」(1983 年 3 月 新潟県生活環境部自
然保護課)によると旧西山町石地においてウラボシノコギリシダが、「続・新潟
のすぐれた自然 植物編」(1993 年 3 月 新潟県環境保健部環境保全課)に
よると旧西山町新保(大池)においてフサタヌキモが確認されている。
「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書(哺乳類)全国版」
(昭和 54 年 環境庁)及び「第 6 回自然環境保全基礎調査 新潟県自然環境
情報図」（平成 16 年 環境省自然環境局生物多様性センター）によると、対
象事業実施区域及び周辺にはイノシシ、タヌキ、キツネ、カモシカが分布して
いる。
また、「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価
書」(平成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実
施区域及び周辺において合計 17 種が確認されている。そのうち貴重種は確
認されていない。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 52 種が確認されている。そのうち貴重種はオシドリ、
カワセミの 2 種が挙げられている。
「第 2 回自然環境保全基礎調査 新潟県動植物分布図」（昭和 56 年 環
境庁）によると、対象事業実施区域北側にはクロサンショウウオが分布する地
域がある。
また、「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価
書」(平成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実
施区域及び周辺において合計 11 種が確認されている。そのうち貴重種はク
ロサンショウウオ、モリアオガエルの 2 種が挙げられている。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 6 種が確認されている。そのうち貴重種は確認されて
いない。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 193 種が確認されている。そのうち貴重種はハルゼ
ミ、ギフチョウ、ウラギンシジミの 3 種である。
また、「続・新潟のすぐれた自然 植物編」(1993 年 3 月 新潟県環境保健
部環境保全課)によると旧西山町五十刈(面ヶ池)においてネアカヨシヤンマ
が確認されている。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 15 種が確認されている。そのうち貴重種は確認され
ていない。
「新潟県中越地区廃棄物処理施設整備事業に伴う環境影響評価書」(平
成 8 年 3 月 財団法人新潟県環境保全事業団)によると、対象事業実施区域
及び周辺において合計 61 種が確認されている。そのうち貴重種は確認され
ていない。
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表 2.1-1(5) 対象事業実施区域及び周辺の自然的状況
2.1.6 景観及び人と
自然との触れ
合いの活動の
状況

(1)景観の状況
1)景観資源

2)主要な眺望点

(2)人と自然との触れ合い
活動の場の状況

2.1.7 文化財に関する状況

「第 3 回 自然環境保全基礎調査」（平成元年 環境庁）によると、対象事
業実施区域周辺におけるすぐれた自然景観資源として、西山山地、出雲崎
海岸や石地海岸があげられるが、いずれも対象事業実施区域から離れて位
置している。
なお、対象事業実施区域内の主な景観資源としては、丘陵地とその斜面
に存在する樹林地があげられる。
対象事業実施区域周辺の主要な眺望点は 32 カ所あるが、いずれの場所
からも対象事業実施区域周囲の尾根に遮られて対象事業実施区域内を直
接視認することは出来ない。
なお、対象事業実施区域内に不特定かつ多数の人が利用する眺望点は
存在していない。
対象事業実施区域周辺の人と自然との触れ合い活動の場として、海岸部
の海水浴場や魚釣り場、自然景観を眺望するための公園等の施設、キャン
プ場、自然体験交流施設があげられるが、いずれも対象事業実施区域から
離れて位置している。
なお、対象事業実施区域内に人と自然との触れ合い活動の場は存在して
いない。
対象事業実施区域が位置する出雲崎町、及び隣接する柏崎市西山町に
おける指定文化財は 8 件、周知の埋蔵文化財包蔵地等は 15 件存在してい
る。
なお、対象事業実施区域内に指定文化財や周知の埋蔵文化財は位置し
ていない。

2.2 社会的状況
対象事業実施区域及び周辺の社会的状況を表 2.2-1 に示す。また、対象事業実施区域及び周辺に
おける自然環境の保全に係る地域指定等の状況を表 2.2-2 に、対象事業実施区域及び周辺における
環境保全に係る規制等の指定状況を表 2.2-3 に、対象事業実施区域及び周辺における環境保全計画
等の策定状況を表 2.2-4 に示す。
表 2.2-1(1) 対象事業実施区域及び周辺の社会的状況
2.1.1 人口に関する
状況

調査項目
(1)人口及び世帯数

(2)地区別人口

2.2.2 産業に関する状況
2.2.3 土地利用に関
する状況

(1)地目別土地利用の状況

(2)用途地域の状況
(3)都市計画マスタープラン
の策定状況

調査結果の概要
平成 26 年 10 月 1 日現在の推計人口は、出雲崎町が 4,542 人、柏崎市
が 87,729 人である。また、人口の推移をみると、出雲崎町・柏崎市ともに減
少傾向を示している。
対象事業実施区域及びその周辺の地区別人口は 14 人～522 人の範囲
内となっている。また、対象事業実施区域は稲川に位置し、船橋、田中、西
山町石地、西山町尾町と隣接している。
産業大分類別従業者数は、出雲崎町、柏崎市ともに、第３次産業が約
76％を占めており、第１次産業の占める割合は 4％未満となっている。
出雲崎町及び柏崎町の土地利用は雑種地その他が約 50％を占め、次
いで山林、田の順となっている。
対象事業実施区域及び周辺の土地利用は、主に山林のほか、田や宅
地等が分布している。
対象事業実施区域及び周辺は、都市計画法に基づく用途地域に指定
されていない。
対象事業実施区域が位置する出雲崎町には都市計画マスタープランは
策定されていない。
「柏崎市都市計画マスタープラン」(平成 22 年 3 月 柏崎市)によると、対
象事業実施区域西側に位置する柏崎市西山町は緑地環境保全ゾーンと
海洋レクリエーションゾーンに区分されている。このうち、対象事業実施区
域は緑地環境保全ゾーンに隣接している。
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表 2.2-1(2) 対象事業実施区域及び周辺の社会的状況
2.2.4 河川、湖沼及
び海域の利用
並びに地下水
の利用の状況

(1)河川
1)利水等の状況

2)漁業権及び保護水面の
設定状況
(2)地下水
1)利水等の状況

2.2.5 交通に関する状況

2.2.6 公共施設等に
関する事項

2.2.7 生活環境施設
等環境の保全
に関する状況

(1)学校等
(2)病院及び保健医療施設
(3)文化施設及びその他の
公共施設
(1)上水道
(2)汚水処理

(3)廃棄物処理
(4)し尿処理

対象事業からの排水の放流先となる中田川と島崎川では、農業用水の取
水が行われている。中田川流域においては、農業利水期に、事業者が管理
している農業用水池から農業用水（灌漑用水）を、施設排水と混合しないよう
中田川とは別水路で提供する。なお、中田川、稲川及び島崎川は水道水源
に利用されていない。
対象事業からの排水の放流先となる中田川、稲川及び島崎川に漁業権や
保護水面は設定されていない。
対象事業実施区域が位置する出雲崎町では、簡易水道水源として地下水
が利用されている。なお、対象事業実施区域が位置する集水区域に係る簡
易水道施設はない。
このほか、対象事業実施区域周辺の家屋では、井戸水の利用が行われて
いるが、対象事業実施区域内の水脈に依存している井戸はない。
対象事業実施区域東側には国道 116 号及び主要地方道寺泊西山線が、
西側には国道 352 号が南北方向に延びており、国道 352 号や主要地方道出
雲崎石地線、長岡西山線等により東西に結ばれている。
鉄道としては、主要地方道寺泊西山線と並行して JR 越後線が走っている。
対象事業実施区域の最寄りの駅はＪＲ越後線の小木ノ城駅である。
対象事業実施周辺に保育園は 2 カ所、小学校は 2 カ所、中学校は 1 カ所、
高等学校は 1 カ所存在している。
対象事業実施周辺に病院は 2 カ所、歯科医院は 2 カ所存在している。
対象事業実施周辺に文化施設及びその他の公共施設は 12 カ所存在して
いる。
上水道の普及率は対象事業実施区域が位置する出雲崎町・柏崎市の両
方において、普及率は 99％を越えている。
対象事業実施区域は特定環境保全公共下水道事業及び特定地域生活
排水処理事業区域に位置していない。また、対象事業実施区域周辺に農業
集落排水事業区域はない。
平成 24 年度におけるごみ処理量は出雲崎町では 1,325t、柏崎市では
32,195t となっている。
平成 25 年度におけるし尿処理量は出雲崎町では 1,231kL、柏崎市では
16,559kL となっている。

表 2.2-2 対象事業実施区域及び周辺における自然環境の保全に係る地域指定等の状況
区分
自然環境
関連法令
その他

法令等
自然公園法
新潟県県立自然公園条例
新潟県自然環境保全条例
都市計画法
鳥獣の保護及び狩猟の適正
化に関する法律

規制・基準
国立公園、国定公園
県立自然公園
環境保全地域、緑地環境保全地域
風致地区
鳥獣保護区、特別保護地区、
特定猟具使用禁止区域、指定猟法禁止区域、
休猟区
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対象事業実施区域及び周
辺における区域の指定状況
指定されていない。
指定されていない。
指定されていない。
指定されていない。
対象事業実施区域及び周
辺は指定されていない。

表 2.2-3 対象事業実施区域及び周辺における環境保全に係る規制等の指定状況
区分

法令等

規制・基準

大気汚染

環境基本法

騒音

環境基本法

一般地域の騒音に係る環境基準
道路に面する地域に係る環境基準
幹線交通を担う道路に近接する空間の基準

対象事業実施区域及び周辺で
は騒音の環境基準に係る類型指
定が行われていない。

騒音規制法
新潟県生活環境の保全等に関
する条例

特定工場の騒音に係る規制基準

対象事業実施区域及び周辺で
は規制地域の指定が行われてい
ない。

ダイオキシン類特別措置法

大気汚染に係る環境基準
微粒子状物質に係る環境基準
ダイオキシン類(大気)に係る環境基準

対象事業実施区域及び周辺に
おける規制等の指定状況
指定地域等の定めなく適用され
る。

振動

騒音規制法
新潟県生活環境の保全等に関
する条例

悪臭

悪臭防止法

特定建設作業に係る騒音の規制基準
道路交通騒音に係る要請限度
特定工場に係る振動の規制基準
特定建設作業に係る振動の規制基準
道路交通振動に係る要請限度
悪臭の規制基準

水質汚濁

環境基本法

人の健康の保護に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準
ダイオキシン類特別措置法

ダイオキシン類(水質・底質)に係る環境基準

排水基準を定める総理府令に基づく一律排
水基準(有害物質)
排水基準を定める総理府令に基づく一律排
水基準(生活環境項目)
新潟県水質汚濁防止法に基づくすべての水
域の上乗せ排水基準
廃棄物の処理及び清掃に関す 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の
る法律
最終処分場に係る技術上の基準
ダイオキシン類対策特別措置法 最終処分場に係るダイオキシン類の維持管理
基準
農業（水稲）用水基準
水質汚濁防止法
新潟県水質汚濁防止法に基づ
く排水基準を定める条例

土壌汚染

環境基本法
土壌の汚染に係る環境基準
ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類(土壌)に係る環境基準
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対象事業実施区域及び周辺で
は規制地域の指定が行われてい
ない。
対象事業実施区域及び周辺は
第 2 種区域に指定されている。
指定地域等の定めなく公共用
水域に適用される。
放流水が流入する島崎川は C
類型及び生物Ｂ類型に指定されて
いる。
指定地域等の定めなく地下水
に適用される。
指定地域等の定めなく公共用
水域及び地下水に適用される。
最終処分場は水質汚濁防止法
に基づく特定施設に該当しない。

最終処分場に適用される。

農業用水の指標として利用され
ている。
指定地域等の定めなく適用され
る。

表 2.2-4
調査項目
2.2.9 環境保全計画
等の策定の状
況

対象事業実施区域及び周辺における環境保全計画等の策定状況

計画名称
環境基本計画

新潟県地球温暖化
対策地域推進計画

環境にやさしい新潟
県の率先行動計画

出雲崎町地球温暖
化防止実行計画

計画の概要等
新潟県では、新潟県環境基本条例の基本理念の実現と、自然環境の保全や
環境汚染の未然防止を図り、安全で豊かな環境の保全・再生・創造に関する施
策を総合的かつ計画的に推進していくため、新潟県環境基本計画を策定してい
る。計画期間は平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間とされている。
なお、対象事業実施区域の位置する出雲崎町では環境基本計画が策定され
ていない。
新潟県では、「新潟県地球温暖化対策地域推進計画」（平成 21 年 3 月）を策
定している。同計画では、平成 20 年度から平成 2４年度の 5 年平均で温室効果
ガス排出量を基準年度(平成 2 年度)比で 6%削減を目標に掲げている。そのため
に、事業者は地球温暖化の防止に関する理解を深め、環境マネジメントシステム
の導入や省エネルギーの取組、事務所の高断熱化、物流の効率化などの、自主
的かつ計画的な地球温暖化対策の推進に努めるとしている。また、省 CO2 型製
品の開発、普及などを通じて、広く県民・事業者の温室効果ガスの排出抑制等
に貢献するとともに、環境教育・環境学習、森林の保全・整備など、地域における
地球温暖化防止活動への積極的な参加・協働に努めるとしている。
新潟県では、「環境にやさしい新潟県の率先行動計画」(平成 25 年 6 月改正)
を策定している。同計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の 3
に基づき、県の事務・事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置
について定めた、実行計画である。平成 25 年度から平成 28 年度までの 4 年間
を行動期間とし、県の事務・事業における温室効果ガスの総排出量を平成 12 年
度の実績に対して概ね 12%削減することを目標としている。
対象事業実施区域の位置する出雲崎町では「出雲崎町地球温暖化防止実行
計画」（平成 22 年 3 月）が策定されている。同計画では、地球温暖化対策の推進
に関する法律第 20 条の 3 第１項に基づき、出雲崎町の事務及び事業に関し、自
ら排出する温室効果ガスの排出抑制に取り組むほか、省エネ・省資源等に取り
組むことで、町内の事業者や町民の取り組みを促し、地球温暖化対策の推進を
図ることを目的に、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 年間を計画期間とし、
平成 20 年度を基準年度として削減目標等を定めている。
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