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第２章 廿日市市の姿

本市は、広島県の南西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島市、西は大竹市及び山

口県に接し、南は瀬戸内海に面する面積４８９．４９ｋｍ２のまちです。

本市は、古くから山陽道が整備されて駅が置かれ、平安時代には平清盛が嚴島神社を造営しまし

た。中世以降は、中国山地産の木材の集積を基盤とした木材産業のまちとなり、山陽道（西国街道）

の廿日市本陣を中心に発展しました。市町村制施行以後は、明治２２（１８８９）年に佐伯郡廿日

市町と現在の市域に含まれる町村が発足しました。

高度経済成長期以降は、隣接する広島市のベッドタウンとして急速に発展を遂げ、昭和６３（１

９８８）年に廿日市市が発足しました。その後、平成の大合併により、平成１５（２００３）年に

佐伯町・吉和村と、平成１７（２００５）年に大野町・宮島町と合併し、５つの地域からなる現在

の本市の姿となりました。

なお、廿日市という名称は、嚴島神社の年４回の祭礼の最終日がいずれも２０日であったことか

ら、鎌倉時代中期には毎月２０日に市が立つようになり、現在の本町周辺で中世以来開かれていた

「廿日（はつか）の市」に由来します。

図２－１－１ 廿日市市の位置と５つの地域

１，０００ｍを超える中国山地から瀬戸内海まで南北に広い本市の気候は、地域によって大きく

異なります。沿岸部（廿日市・大野・宮島地域）は瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖・少

雨です。中央部にある佐伯地域は、中山間地域であり、冷涼・多雨の傾向にあります。内陸部にあ

る吉和地域は、市内で唯一日本海側気候に属し、沿岸部に比べて気温が低く、豪雪地帯対策特別措

置法による「豪雪地帯」に指定されています。

１．廿日市市の社会的環境等

１．沿革

２．気候

宮島

大野

吉和

佐伯

廿日市
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第２章 廿日市市の姿

本市の平成３１（２０１９）年３月３１日現在の住民基本台帳人口は１１７，４８７人、世帯数

は５１，６８５世帯です。

平成１５（２００３）年度以降、人口は減少傾向に、世帯数は増加傾向にあります。

注）合併前の数値は合併後の状況に組み替えたもの
資料：住民基本台帳

図２－１－２ 人口と世帯数

鉄道は、ＪＲ山陽本線が沿岸部を東西に走り、市内には廿日市駅、宮島口駅など６つの駅があり

ます。ＪＲ山陽本線と並走して、宮島口まで広島電鉄宮島線が走っています。

道路は、南部の沿岸部を山陽自動車道及び広島岩国道路、北部の山間部を中国自動車道の高速道

路が東西に走っています。また、大動脈として一般国道２号と同西広島バイパスが沿岸部を東西に

走り、一般国道１８６号や一般国道４３３号と一般国道４８８号が吉和地域と沿岸部を結んで南北

に走っています。

航路は、宮島にアクセスする航路として、宮島口と宮島を結ぶ宮島航路のほか、広島港と宮島を

結ぶ瀬戸内シーラインや広島市の元安桟橋と宮島を結ぶアクアネット広島の世界遺産航路などがあ

ります。

３．人口
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第２章 廿日市市の姿

図２－１－３ 交通網

本市の平成３０（２０１８）年における土地面積の割合

は、森林が８６％と最も多くを占めています。

将来の土地利用については、「廿日市市都市計画マスタ

ープラン」において、多様な地域特性をいかすことを整備

方針とし、特に市域面積の多くを占める自然的土地利用に

おいては、農地の保全・活用や森林の保全・活用をうたっ

ています。

資料：広島県農林水産局．林務関係行政資料

図２－１－４ 土地利用
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第２章 廿日市市の姿

（１）産業別就業者数

本市の平成２７（２０１５）年における産業別就業者数の割合は、第１次産業２％、第２次産

業２５％、第３次産業７３％であり、第３次産業のうちサービス業等（医療・福祉、宿泊・飲食

業、教育等）が５３％を占めます。

資料：総務省統計局．国勢調査報告

図２－１－５ 産業別就業者数

（２）農林水産業

本市の平成２７（２０１５）年における経営耕地面積は、４１０ｈａ（田３２１ｈａ、畑６４

ｈａ、樹園地２５ｈａ）であり、農業経営体数は５３２経営体です。また、平成２７（２０１５）

年の林業経営体数は４０経営体、平成３０（２０１８）年の海面漁業の経営体数は１３７経営体

です（資料：農林水産省．農林業センサス、漁業センサス）。

水産業においては、特にカキ養殖が盛んで、また、「大野あさり」は地元産品として有名です。

（３）工業

本市の平成３０（２０１８）年における製造業の

事業所数は、１６２事業所、従業者数は７，４６５

人、平成２９（２０１７）年中における製造品出荷

額は２，０７６億円です（資料：広島県．工業統計

調査結果報告）。

製造品出荷額のうち、食料品製造業が４０％、木

材・木製品製造業が２０％、化学工業が１１％と、

この３業種で全体の７１％を占めています。

これは、規模の大きな食料品製造業の本社や工場

が立地すること、西日本有数の木材専門港である木

材港を有し、輸入木材に関連した産業が盛んである 資料：広島県．工業統計調査結果報告

ことによります。 図２－１－６ 製造品出荷額の内訳

６．産業
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（４）商業

本市の平成２６（２０１４）年における商業の事業所数は、１，０５１事業所、従業者数は８，

６２２人、年間商品販売額は１，６１３億円です（資料：広島県．商業統計調査結果報告）。

年間商品販売額のうち、卸売業が４２％、小売業が５８％を占めます。

平成２７（２０１５）年６月には、中国地方でも有数の大型商業施設「ゆめタウン廿日市」が

オープンしました。

本市には、世界遺産の嚴島神社や宮島水族館を有し、日本三景の一つでもある宮島という大きな

観光資源があります。そのほか吉和地域にはもみのき森林公園や吉和魅惑の里、潮原温泉や女鹿平

温泉、めがひらスキー場やウッドワン美術館、佐伯地域には岩倉ファームパークや様々な観光果樹

園、大野地域には宮浜温泉やおおの自然観察の森、妹背の滝など、豊富な観光資源があります。

本市の平成３０（２０１８）年の観光客数は７，５４５千人で、このうち宮島の観光客数は６９％

に当たる５，１８４千人でした。内訳は、本市と宮島の県外客がそれぞれ４，７２１千人、４，１

２２千人（６３％、８０％）、宿泊客がそれぞれ６４３千人、３８０千人（８％、７％）となってい

ます。

資料：広島県．広島県観光客数の動向

図２－１－７ 観光客数

写真 左）嚴島神社 右）もみのき森林公園
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第２章 廿日市市の姿

本市の地勢は、北の中国山地の脊梁部から南の瀬戸内海まで南北に長く、中国山地の南斜面を形

成しています。中国山地の南斜面の地形の特徴は、３段の階段状の山地によって構成されているこ

とです。すなわち、中国山地の高位面（脊梁山地面）、中位面（吉備高原面）、低位面（瀬戸内面）

の３段の隆起準平原です。

高位面には県内第２位の標高の冠山（１，３３９ｍ）、３位の十方山（１，３１９ｍ）、鬼ヶ城山、

大峰山などがそびえ、隆起準平原は上流部の吉和地域を流れる太田川や小瀬川及びその支流によっ

て浸食され、羅漢峡や万古渓、中津谷や細見谷、東山渓谷などの渓谷が形成されています。冠山一

帯は「冠山水源の森」として林野庁より「水源の森百選」に選ばれています。瀬戸内海には宮島（厳

島）が浮かび、標高５３５ｍの弥山がそびえています。

図２－２－１ 廿日市市の山・川・地勢

２．自然環境

１．山・川・地勢

現 状
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本市の森林植生は、自然植生の落葉広葉樹林（ブナ林）と温暖帯針葉樹林（モミ林、ツガ林）、代

償植生＊である落葉広葉樹二次林（ミズナラ林、コナラ林）、常緑広葉樹二次林（シイ・カシ二次林）、

常緑針葉樹二次林（アカマツ林）、人為植生であるスギ・ヒノキ植林、竹林、伐採跡地群落などで構

成されています。

中国山地では冠山周辺にブナ林が見られ、細見谷にはサワグルミの渓谷林があります。沿岸部で

は極楽寺山にモミ・ツガ林が見られ、羅漢峡にはコウヤマキ林があります。おおの自然観察の森で

は県指定天然記念物のベニマンサク群落が見られます。宮島には国指定天然記念物の弥山原始林が

見られます。

本市の森林のうち、民有林の割合は８２．７％、国有林の割合は１７．３％です。本市の民有林

の林種別面積割合は表２－２－１のとおりであり、針葉樹が６５％を占め、人工林の針葉樹だけで

も全体の４３％を占めています。

表２－２－１ 民有林林種別面積

単位：ｈａ

資料：広島県農林水産局．林務関係行政資料

写真 おおの自然観察の森のベニマンサク群落

２．植物

平成２５年度 平成３０年度

針葉樹（人工林） 14,846.80 14,839.06

針葉樹（天然林・マツ） 7,515.20 7,492.83

針葉樹（天然林・その他） 509.00 527.14

広葉樹（人工林） 161.26 171.71

広葉樹（天然林） 11,312.87 11,316.34

その他（竹林など） 437.88 440.38

総数 34,783.01 34,787.46
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（１）生息等の状況

市域各所に希少な動物が生息していますが、特に、吉和地域にはツキノワグマ、ヤマネ、クマ

タカ、オオサンショウウオ、ゴギなど、宮島地域にはミヤジマトンボなどの希少種＊が生息してい

ます。また、シカやサルが生息している地域も見られます。法令に基づく指定は、表２－２－２

のようになっています。

沿岸部の廿日市地域や大野地域では、特定外来生物＊であるアルゼンチンアリの生息が確認され

ています。

表２－２－２ 法令指定種

（２）鳥獣被害

イノシシなどによる農作物被害は本市全域でみられ、年間を通じ水稲・野菜等を中心として被

害が発生し、住宅地周辺への出没や道路法面や園地での掘り返しも発生しています。また、サル

による農作物の被害もみられます。

多くの野生生物の生息環境となる里地里山や森林は、農林業の後継者不足などにより荒廃が進

行しています。

表２－２－３ 主な有害鳥獣の捕獲数

資料：廿日市市農林水産課

表２－２－４ 耕作放棄面積及び林業経営体数

資料：農林水産省．農林業センサス

３．動物

種 名 指 定 根拠法令

オオサンショウウオ 国指定特別天然記念物
文化財保護法

ヤマネ 国指定天然記念物

クマタカ
国内希少野生動植物種

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律ハヤブサ

ツキノワグマ 指定野生生物種
広島県野生生物の種の保護に関する条例

ミヤジマトンボ 特定野生生物種

項 目 平成２１年度 平成２６年度 平成３０年度

イノシシ 115 134 203

サル 1 2 4

項 目 平成１７年度 平成２２年度 平成２７年度

耕作放棄地面積（a） 12,129 14,355 16,626

林業経営体数 101 63 40
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中国山地の脊梁部が西中国山地国定公園に、宮島と極楽寺山が瀬戸内海国立公園の特別地域に指

定されています。宮島は、全島が文化財保護法による特別史跡及び特別名勝に指定されており、ミ

ヤジマトンボが生息する宮島西部沿岸の潮汐湿地はラムサール条約湿地＊に登録されています。

また、万古渓と大峰山が県自然環境保全地域＊に、東山渓谷が緑地環境保全地域＊に指定されてい

ます。

図２－２－２ 自然資源

■ 自然豊かな本市には、国や県による指定種を始め、多くの希少な野生生物が生育・生息してお

り、これらの野生生物とその生育・生息環境を保全していくことが求められます。

■ 里山や中山間地域の荒廃により、生物の生育・生息空間が脅かされています。また、そのこと

により、鳥獣被害が発生しています。

■ 塩性湿地環境に生息するミヤジマトンボは、生息環境の保全・創造が求められます。

■ アルゼンチンアリなどの外来生物＊により、生態系が脅かされています。

４．法令による保全

課 題
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本市における二酸化硫黄＊、二酸化窒素＊、浮遊粒子状物質＊、降下ばいじん＊の経年変化はおおむ

ね横ばい傾向にあり、毎年度、全ての地点で環境基準＊を大きく下回っています。測定地点は数か所

ありますが、どの地点においても測定値はほとんど変わりません。

大気の測定結果について、前計画策定時の平成２１（２００９）年度、直近の平成２９（２０１

７）年度、及び中間年の平成２５（２０１３）年度の経年変化を表２－３－１に示します。なお、

降下ばいじん＊に環境基準＊はありません。

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）＊については、本市に大気測定局はなく、近隣では井口小学校（広

島市西区）と大竹油見公園（大竹市）にあります。その経年変化はおおむね減少傾向にあり、平成

２９（２０１７）年度は、両地点とも環境基準＊に適合していました。

表２－３－１ 大気測定結果の経年変化

※１ 参考値として、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」における「住民の生活環境を保全すること

が特に必要な地域の指標」を掲載した。この値以下であれば、不快感が大きく減少するとされている。

※２ 平成２１年度はデータがないため、平成２３年度の測定結果を掲載した。

資料：広島県環境保全課、廿日市市環境政策課

■ いずれの物質・測定地点もおおむね横ばい傾向であり、また、環境基準＊を大きく下回っており、

特に問題はありません。

１．大気

項 目 測定地点 環境基準＊ 平成２１年度 平成２５年度 平成２９年度

二酸化硫黄＊

（ｐｐｍ）

廿日市市役所

0.04 0.00510 0.00180 0.00170

二酸化窒素＊

（ｐｐｍ）

0.04～0.06

又はそれ以下
0.0183 0.0248 0.0236

降下ばいじん＊

（ｔ/ｋｍ２/月）
（10.0）※１ 1.5 1.9 1.7

浮遊粒子状物質＊

（ｍｇ/ｍ３）
廿日市桂公園 0.10 0.023 0.021 0.018

微小粒子状物質＊

（μｇ/ｍ３）

井口小学校
15

19.7※２ 18.4 14.1

大竹油見公園 － 16.6 12.7

課 題

３．生活環境

現 状
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（１）河川

本市では河川９水系で水質測定を行っています。河川におけ

る水の汚れの指標であるＢＯＤ＊についてみると、測定結果は

いずれもおおむね横ばい傾向です。環境基準＊の類型指定＊の

ある６水系におけるＢＯＤ＊測定結果を表２－３－２に示し

ます。

平成２９（２０１７）年度の調査結果は、小瀬川水系の３地

点で環境基準＊を達成していません。太田川水系では、過年度

に環境基準＊を達成していない地点がありましたが、平成２９

（２０１７）年度は達成しています。

表２－３－２ 各水系の水質（ＢＯＤ＊）測定結果

単位：ｍｇ/Ｌ

資料：廿日市市環境政策課

２．水質

水 系 測定地点
環境基準＊

（類型）
平成２１年度 平成２５年度 平成２９年度

可愛川水系
今田橋 3.0

（Ｂ）

0.5 0.8 1.3

中小路橋（Ｈ２６年度まで） < 0.5 0.8 －

御手洗川水系
石原橋 3.0

（Ｂ）

0.5 0.8 1.3

明石橋 0.5 1.0 1.2

玖島川水系

中山川合流
2.0

（Ａ）

0.6 1.0 1.3

泉水川合流 0.6 0.8 1.0

内野川上流（Ｈ２６年度まで） < 0.5 1.1 －

小瀬川水系

市野川合流

1.0

（ＡＡ）

< 0.5 1.0 1.2

林川合流 1.1 1.4 1.3

七瀬川上流 0.6 1.0 0.8

万古渓上流（Ｈ２６年度まで） < 0.5 1.1 －

スパ羅漢上流（Ｈ２３年度まで） 0.6 － －

飯山 0.5 0.9 1.4

太田川水系

立岩貯水池流入前（Ｈ２３年度まで）

1.0

（ＡＡ）

0.9 － －

西村養鯉場前 < 0.5 1.0 0.9

中津谷川合流 0.5 1.1 0.8

新焼山橋（Ｈ２６年度まで） < 0.5 0.9 －

清水原橋下流 1.1 1.0 1.0

永慶寺川水系
中山（Ｈ２６年度まで） 3.0

（Ｂ）

0.5 0.9 －

高見川合流 0.7 1.1 1.0

現 状
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（２）海域

本市では沖合海域１か所（平成２６（２０１４）年度までは３か所）で水質測定を行っていま

す。海域における水の汚れの指標であるＣＯＤ＊について、測定結果を表２－３－３に示します。

水質は改善傾向にありますが、平成２９（２０１７）年度は大野瀬戸東の表層で環境基準＊（Ａ

類型：２ｍｇ／ℓ以下）を達成していません。

表２－３－３ 海域の水質（ＣＯＤ＊）測定結果

単位：ｍｇ/Ｌ

資料：廿日市市環境政策課

■ 小瀬川水系の河川で環境基準＊を達成していないところがあります。

■ 海域では、本市地先で現在唯一の測定地点である大野瀬戸東の表層で環境基準＊を達成していま

せん。以前、測定されていた地点も環境基準＊を達成していませんでした。

（１）本市の騒音とその調査の概要

本市には、一般国道２号、同西広島バイパス及び山陽自動車道という交通量の多い主要幹線道

路があり、これらの交通騒音の実態を把握するため、騒音マップ調査と騒音レベル調査（２４時

間調査）との２つの調査を行っています。

また、近接する山口県岩国市には米海兵隊及び自衛隊が使用する岩国飛行場があり、さらに、

平成２４（２０１２）年には共用空港である岩国錦帯橋空港が開港しました。本市上空では軍用

機などによる低空飛行が確認されており、本市では航空機騒音についても調査を行っています。

（２）騒音マップ調査

騒音マップ調査結果を表２－３－４に示します。平成２９（２０１７）年度は、Ｎｏ．１２（県

道２４７号廿日市港線）のみ環境基準＊を達成していません（自動車騒音の要請限度＊は満足）。

３．騒音

測定地点
環境基準＊

(類型)
平成２１年度 平成２５年度 平成２９年度

表層

地御前神社沖
2.0

（Ａ）

4.3 2.7 －

大野瀬戸東 3.9 2.4 2.6

大野瀬戸西 3.7 2.2 －

中層

地御前神社沖
2.0

（Ａ）

3.7 2.4 －

大野瀬戸東 3.6 2.4 1.9

大野瀬戸西 3.5 2.2 －

現 状

課 題
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表２－３－４ 騒音マップ調査結果

単位：ｄＢ

※１ 括弧内の数字は自動車騒音の要請限度＊

※２ Ｎｏ１０，１１は用途地域の定めのない地域であるため、地域の類型をＢと仮定した。

資料：廿日市市環境政策課

（３）騒音レベル調査（２４時間調査）

騒音レベル調査（２４時間調査）は、年度により調査地点、地点数及び調査方法が異なるため、

最新（平成２９（２０１７）年度）の調査結果のみ掲載しました（表２－３－５）。

どちらの区間についても、昼間、夜間ともに環境基準＊（幹線交通を担う道路に近接する空間の

特例値：昼間７０ｄＢ以下、夜間６５ｄＢ以下）を超過しており、また、夜間における自動車騒

音の要請限度＊（７０ｄＢ以下）も超過していました。

表２－３－５ 騒音レベル調査結果

単位：ｄＢ

資料：廿日市市環境政策課

Ｎｏ. 調査地点
調査地点の

種類

地域の

類型
環境基準＊

等価騒音レベル＊

平成

２１年度

平成

２５年度

平成

２９年度

1 にれのき公園 一般地域 Ａ 55 48 44 47

2 可愛公園 一般地域 Ｃ 60 44 51 47

3 グランドハイツ集会所横 一般地域 Ａ 55 53 38 43

4 佐伯支所 一般地域 Ｃ 60 57 60 54

5 吉和支所 一般地域 Ｂ 55 53 48 47

6 県道２８９号粟谷大野線 道路端 Ｃ
70

(75)※１
64 62 61

7 県道２８９号粟谷大野線 道路後背地 Ｃ 65 － － 53

8 市道前空鯛ノ原線 道路端 Ａ
60

(70)※１
62 61 60

9 市道前空鯛ノ原線 道路後背地 Ａ 60 － － 44

10 旧宮島支所 一般地域 (Ｂ)※２ 55 48 49 47

11 有の浦 一般地域 (Ｂ)※２ 55 54 55 54

12 県道２４７号廿日市港線 道路端 Ｂ
70

(75)※１
－ － 72

13 県道２４７号廿日市港線 道路後背地 Ｂ 65 － － 57

14 古川あいあい公園 一般地域 Ｂ 55 － － 44

15 片浜街区公園 一般地域 Ｃ 60 － － 48

調査地点 区分 環境基準＊ 要請限度＊ 平均（ＬＡｅｑ）

２車線区間

（宮島口西一丁目）

昼間 70 75 74

夜間 65 70 72

４車線区間

（阿品二丁目）

昼間 70 75 73

夜間 65 70 71
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（４）航空機騒音

本市では、航空機騒音の実態を把握するため、阿品台市民センター屋上、佐伯支所屋上、吉和

市民センター屋上に騒音測定器を設置しています。７０ｄＢ以上の騒音レベルが観測された航空

機騒音の調査結果は、表２－３－６のとおりです。

表２－３－６ 航空機騒音の測定結果

資料：廿日市市総務課

また、平成２１（２００９）年度、平成２５（２０１３）年度、平成２９（２０１７）年度の

米軍機低空飛行目撃情報及び国が測定した航空機騒音状況は、表２－３－７のとおりです。

表２－３－７ 米軍機低空飛行目撃情報及び航空機騒音状況

資料：広島県国際課、中四国防衛局ホームページ

■ 道路交通騒音では、県道２４７号廿日市港線（串戸三丁目）や一般国道２号の沿道（宮島口西

一丁目、阿品二丁目）で、環境基準＊や自動車騒音の要請限度＊を超過しています。

■ 本市の上空では、軍用機などによる低空飛行が確認されており、航空機騒音が問題になってい

る地域もあります。

調査地点 項 目 平成２６年度 平成２９年度

阿品台市民センター

観測された日数(日) 154 142

発生回数の総数(回) 258 308

最大値の数値(ｄＢ) 86.0 88.3

佐伯支所

観測された日数(日) 112 128

発生回数の総数(回) 199 322

最大値の数値(ｄＢ) 86.9 86.5

吉和市民センター

観測された日数(日) 120 112

発生回数の総数(回) 288 264

最大値の数値(ｄＢ) 91.4 89.9

年 度
米軍機低空飛行目撃情報 航空機騒音観測地点

目撃実日数（日） 目撃件数（件） 宮島（回） 八坂公園（回）

平成２１年度 86 184 456 395

平成２５年度 24 57 277 539

平成２９年度 40 101 219 440

課 題
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本市では、平成１１（１９９９）年度から一般環境中のダイオキシン類＊による汚染状況を把握す

るため測定を行っており、大気、土壌、水質について市内１２地点で測定を行っています。

直近５年間のダイオキシン類＊の調査結果は、測定地点によって増減がありますが、経年変化はお

おむね横ばいで、いずれの地点も環境基準＊を大きく下回って推移しています。

■ ダイオキシン類＊については、いずれの媒体・測定地点も環境基準＊を大きく下回って推移して

おり、特に問題はありません。

（１）ごみ排出量

本市のごみ排出量は、平成２３（２０１１）年度以降増加傾向にあり、平成２９（２０１７）

年度の年間ごみ総排出量は３７，６４３ｔ、一人一日平均排出量は８７８ｇでした。

表２－３－８ ごみの総排出量と一人一日平均排出量

資料：廿日市市循環型社会推進課

（２）ごみ処理施設

本市の燃やせるごみ、大型ごみ、小型及び複雑ごみは、はつかいちエネルギークリーンセンタ

ーで処理しています。資源ごみなどは、リサイクルプラザ等２施設で処理し、焼却残さを含む埋

立ごみは、最終処分場３施設で処分しています。

はつかいちエネルギークリーンセンターは、平成３１（２０１９）年４月より稼働しているエ

ネルギー回収型廃棄物処理施設で、燃やせるごみの処理能力１５０ｔ／日、粗大ごみの処理能力

１０ｔ／日の施設です。焼却で発生する熱エネルギーを用いて高効率発電（最大発電量３，１４

０ｋＷ）を行います。また、従来未利用の排熱から熱回収し、隣接する都市ガス事業者に温水供

給します。これにより、世界最高水準のエネルギー効率（最大約６８％）の達成が可能になり、

売電による二酸化炭素削減量と合わせて、年間約９，７００ｔ－ＣＯ２の二酸化炭素削減効果を見

込んでいます。

４．ダイオキシン類＊

５．廃棄物

項 目 平成２１年度 平成２５年度 平成２９年度

総排出量（ｔ/年） 36,986 37,414 37,643

一人一日平均排出量（ｇ/人・日） 861 871 878

現 状

課 題

現 状
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写真 はつかいちエネルギークリーンセンター

■ 本市のごみ排出量は、総排出量、一人一日平均排出量共に増加傾向にあります。

本市の公害苦情は、種類別では大気に係るものが最も多く件数が増加しています。水質及びその

他については減少しており、騒音・振動及び悪臭に係るものは同程度となっています。

大気に係るものはごみを適正な構造を有しない焼却設備で処分する野焼き、水質に係るものは事

業場等からの汚れや油流出、騒音・振動に係るものは工場や特定建設作業＊による騒音・振動が主な

原因です。

表２－３－９ 公害苦情件数

資料：廿日市市環境政策課

■ 野焼きについての苦情が多く寄せられており、不適正な焼却設備の使用や野外焼却の自粛につ

いて、啓発を行っていく必要があります。

■ 事業場による水質汚濁、工場や特定建設作業＊による騒音・振動について苦情が寄せられており、

引き続きこれらの監視に努めていく必要があります。

年 度 大 気 水 質 騒音･振動 悪 臭 その他 合 計

平成２１年度 25 13 9 8 28 83

平成２５年度 42 7 11 7 11 78

平成２９年度 55 11 10 8 25 109

６．公害苦情

課 題

現 状

課 題
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（１）廿日市市景観計画

本市では、市町村合併による景観の多様化や市民意識の高まりの中で、平成２１（２００９）

年７月に「景観行政団体＊」となり、平成２３（２０１１）年９月に景観法に基づく「廿日市市景

観条例」を公布し、平成２４（２０１２）年２月に「廿日市市景観計画」（以下、「景観計画」と

いう。）を策定しました。これにより、同年４月より景観法・市景観条例に基づく届出などが必要

となりました。

「景観計画」では、本市全域を「景観計画の区域」とし、吉和・佐伯・廿日市・大野・宮島の

各地域について「景観形成基準＊」を設定しています。また、「宮島口周辺区域」、「シビックコア

区域」、「宮島区域」の３区域を「景観重点区域＊」の候補区域として選定し、その指定に向けた取

組を進めており、令和２年４月１日には、「宮島口周辺区域」が「景観重点区域＊」として、新た

に指定される予定となっています。

（２）景観施策

本市では、良好な景観形成を具現化するために、平成２４（２０１２）年度から地区住民など

を対象に勉強会や説明会、ワークショップを開催しています。

このワークショップでの提案を踏まえ、平成２９（２０１７）年３月に市民公募による「はつ

かいち景観百選」を選定しました。

資料：はつかいち景観百選

写真 左）宮島から見た大野瀬戸 右）冠岳からの眺望

■ 本市には、嚴島神社を始めとする歴史的建物や、自然の豊かさを感じさせる山並みや渓流など、

魅力的な景観が展開しています。これらの優れた景観を保全するため、景観資源そのものだけで

なく、周辺環境も含め、より広く一体的に景観を保全していく必要があります。

７．景観

現 状

課 題
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本市の市街地（市街化区域、用途地域）における緑地（広義の緑地：公園・広場、農地、樹林地、

河川・湖沼など）の割合は、廿日市・大野地域で１９．４％、佐伯地域で３３．２％となっていま

す（都市計画基礎調査（平成２４年）による）。

本市の都市公園は、表２－３－１０のとおりであり、計２３５か所、面積５０９．３６ｈａが整

備されています（平成２９（２０１７）年４月１日現在）。

地域別の一人当たり公園面積は、表２－３－１１のとおりで、地域によって差が見られます。

本市では、自然環境上の特性を有する緑地として、市域の各所が西中国山地国定公園、瀬戸内海

国立公園、県自然環境保全地域＊、緑地環境保全地域＊に指定されています。

表２－３－１０ 都市公園の整備状況

資料：廿日市市緑の基本計画

表２－３－１１ 地域別一人当たり公園面積

単位：ｍ２/人

※ 上段は風致公園＊を含み、下段は風致公園＊を除く。 資料：廿日市市緑の基本計画

■ 緑地については、国が目標として示す市街地における永続性のある緑地の割合３０％以上に対

し、廿日市・大野地域では１９．４％と低い水準にあり、市街地における緑地化を進める必要が

あります。

■ 都市公園については、風致公園＊を除く一人当たり面積が、国の定める標準面積１０ｍ２を下回

っており、都市公園の整備を進める必要があります。

■ 世界遺産を有する宮島を始めとし、瀬戸内海から中国山地まで南北に多彩な環境を持つ本市に

おいては、それぞれの地域特性をいかした緑地の保全・活用を進める必要があります。

８．公園・緑地

区 分
平成２１年度 平成２９年度

箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ）

住区基幹公園（街区公園等） 198 53.15 213 57.77

都市基幹公園（運動公園） 1 24.50 1 24.47

特殊公園（風致公園＊） 2 419.30 2 419.61

緑地（都市緑地等） 16 7.23 19 7.51

合計 217 504.18 235 509.36

年 度 市全域※ 廿日市地域 大野地域 佐伯地域 宮島地域※

平成２１年度
43.90
7.39

6.11 5.00 24.82
2,278.37

1.20

平成２９年度
45.38
8.04

6.71 5.24 29.91
2,505.73

2.15

課 題

現 状
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地球温暖化・エネルギー問題をとりまく近年の社会動向は、「第１章 基本的事項－計画策定の背

景と趣旨」の項で述べたように、前計画が策定された平成２１（２００９）年以降、以下のような

大きな動きがありました。

東京電力福島第一原子力発電所の事故

平成２３（２０１１）年に東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故が発

生し、我が国のエネルギー政策や地球温暖化対策は大きな見直しを余儀なくされました。

固定価格買取制度（ＦＩＴ）＊

我が国では再生可能エネルギー＊の普及を推進するため、平成２１（２００９）年に太陽光発電の

余剰電力買取制度＊が始まりました。平成２４（２０１２）年には、対象を太陽光発電以外の再生可

能エネルギー＊にも広げた固定価格買取制度（ＦＩＴ）＊に変更され、以後、各地で太陽光発電を中

心に再生可能エネルギー＊による発電施設が建設されました。

しかしながら、近年においては、電力会社の買取拒否、買取価格の低下、賦課金の負担等の問題

が顕在化しているほか、令和元（２０１９）年１１月からは、順次、ＦＩＴによる買取期間が終了

します。

電力システム改革

電力の安定供給や電気料金の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大等を目的に、電力シ

ステム改革が進められています。電力システム改革は、電気事業法の改正により、３段階で進めら

れています。

第１段階は、平成２５（２０１３）年の広域的運営推進機関の設立（平成２７（２０１５）年実

施）。第２段階は、平成２６（２０１４）年の小売全面自由化（平成２８（２０１６）年実施）。第

３段階は、平成２７（２０１５）年の発送電分離と電気料金の規制撤廃（平成３０（２０１８）年

～令和２（２０２０）年実施）です。

パリ協定＊と地球温暖化対策計画

平成２７（２０１５）年にパリ協定＊が締結され、令和２（２０２０）年以降の地球温暖化対策が

国際的に定められました。これを受け、我が国は同年、令和１２（２０３０）年度の温室効果ガス

排出を平成２５（２０１３）年度比で２６％削減するとした「約束草案」を気候変動枠組条約事務

局に提出しました。さらに、平成２８（２０１６）年に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、

令和３２（２０５０）年までに８０％の削減を図ることを長期目標として設定しました。この国の

方針を受け、以後、様々な施策が展開されています。

４．地球環境

１．地球温暖化・エネルギー問題をとりまく社会動向

現 状
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（１）廿日市市・地域省エネルギービジョン

本市では、平成２０（２００８）年２月に「廿日市市・地域省エネルギービジョン」（以下、「省

エネビジョン」という。）を策定しました。

「省エネビジョン」では、「『はつかいちエコブランド』を創る」を基本テーマに、平成１８（２

００６）年度を基準年とし、平成２４（２０１２）年度までにエネルギーの使用量を３％削減す

るという省エネルギー目標を設定しました。この目標を達成するために、以下の５つの基本方針

を設定して重点プロジェクトを始めとする取組を行うこととしました。

１．環境にやさしいライフスタイル・ワークスタイルを実践する

２．環境教育などのトップランナーを目指す

３．地域ぐるみで省資源・省エネルギーに取り組む

４．地球環境の改善に貢献する地域完結型カーボンオフセットなど先進的な試みに挑戦する

５．世界遺産「宮島」エコアイランド構想を実現する

（２）廿日市市・地域新エネルギービジョン

本市では、「省エネビジョン」に続き、平成２１（２００９）年２月に「廿日市市・地域新エネ

ルギービジョン」（以下、「新エネビジョン」という。）を策定しました。

「新エネビジョン」では、「省エネビジョン」と同様、「『はつかいちエコブランド』を創る」を

基本テーマに、最終目標年度（平成３１（２０１９）年度）における新エネルギー導入目標量の

総量を０．８％（平成１８（２００６）年度の本市のエネルギー消費量比）、二酸化炭素排出削減

量を１．４％（平成１８（２００６）年度の本市の二酸化炭素排出量比）と設定しました。この

目標を達成するために、以下の５つの基本方針を設定して重点プロジェクトを始めとする取組を

行うこととしました。

１．豊かな自然を利活用した新エネルギー導入

２．多角的なエネルギー利用

３．公共施設等への率先的な新エネルギー導入

４．世界遺産「宮島」における二酸化炭素排出量の削減

５．市民や事業者の高い環境意識の具体的な新エネルギー導入への結びつけ

（３）地方公共団体実行計画（事務事業編）

本市では、前計画において、自らが事業者・消費者として環境保全に向けた取組を率先して実

行するための計画として「率先実行計画」を策定し、同計画を地球温暖化対策推進法による「地

方公共団体実行計画（事務事業編）」として位置づけています。同計画のうち、地球温暖化対策や

省エネルギーに係る取組についての進捗状況は、電気使用量や二酸化炭素排出量について、おお

むね削減目標を達成しています。

２．既定計画
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（１）廿日市市の二酸化炭素排出量

本市における平成２８（２０１６）年度の二酸化炭素排出量（推計値）は１，４０１千ｔ－Ｃ

Ｏ２で、平成２１（２００９）年度比で、１３．１％増加しました。

部門別にみると、産業部門が７１７千ｔ－ＣＯ２で最も大きく、次いで運輸部門が２６１千ｔ－

ＣＯ２、業務その他部門＊が２３２千ｔ－ＣＯ２となっています。

平成２１（２００９）年度比で、産業部門及び業務その他部門＊の増加率が高くなっています。

表２－４－１ 二酸化炭素排出量（推計値）

単位：千ｔ－ＣＯ２

資料：環境省、廿日市市

（２）地球温暖化対策

本市では、地球温暖化対策として、平成３０（２０１８）年からエネファームや蓄電池などの

「住宅用地球温暖化対策設備」に対して補助金制度を設けて普及を促進しています。

また、室内・壁面・地面の温度上昇を抑えて夏季の冷房使用を低減し、二酸化炭素削減や省エ

ネルギーにつながる「緑のカーテン」を普及させるため、平成２１（２００９）年度から平成２

６（２０１４）年度まで「緑のカーテン講座」を開催しました。平成２９（２０１７）年度から

は「緑のカーテンコンテスト」として、緑のカーテンの写真を募集し、最優秀作品を発表してい

ます。平成３０（２０１８）年度は、個人６人、団体３団体からの応募がありました。

本市では、多くの公共施設でＬＥＤ照明設備の導入を平成１７（２００５）年度より進めてい

ます。平成２８（２０１６）年度までに新設した照明設備は１，４１１個、更新した照明設備は

１，６３７個に上ります。

また、防犯灯については、市内に設置されている約８，７５０灯のうち、平成３０（２０１８）

年度末までに約９５％がＬＥＤ化されています。

３．地球温暖化対策

項 目 平成２１年度 平成２８年度 増減量（率）

全国排出量合計 1,102,335 1,189,409 87,074（＋ 7.9%）

広島県排出量合計 48,092 51,149 3,057（＋ 6.4%）

廿日市市排出量合計 1,232 1,401 169（＋13.7%）

産業部門 586 717 131（＋22.4%）

業務その他部門＊ 196 232 36（＋18.4%）

家庭部門＊ 202 187 △15（△ 7.4%）

運輸部門 242 261 19（＋ 7.9%）

一般廃棄物 6 4 △2（△33.3%）

（廿日市市人口） 118,411 116,947 △1,464（△ 1.2%）

（廿日市市世帯数） 47,823 50,485 2,662（＋ 5.6%）
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写真 「緑のカーテン」平成３０年度最優秀作品

本市では、設備機器の普及・啓発や災害時のライフライン確保などを目的に、本庁舎や文化セン

ターを始めとして、様々な公共施設に太陽光発電システムを設置しています。また、保育園や小学

校を中心に屋根貸し・土地貸しによる太陽光発電を行っています。

本市の平成３０（２０１８）年度末における太陽光発電導入施設数は２９施設、合計発電能力は

３，３２３．０ｋＷとなっています。

表２－４－２ 太陽光発電導入の状況

資料：廿日市市環境政策課

■ 本市の二酸化炭素排出量は増加しており、市民・事業者・市のいずれも排出削減に向け一層の

努力が必要です。特に、本市で増加率の大きい産業部門及び業務その他部門＊に対する取組が必要

です。

■ 本市においては、太陽光発電やＬＥＤの導入が公共

施設を中心に進められていますが、官・民で再生可能

エネルギー＊の導入や省エネルギーを更に推進してい

く必要があります。

４．再生可能エネルギー＊

分類 施設数
発電能力

(ｋＷ)

年間二酸化炭素削減量

(ｔ－ＣＯ２)

庁舎、市民センターなど（自家消費） 12 187.1 108.6

学校、保育園など（屋根貸し） 15 572.9 333.1

学校（法面）など（土地貸し） 5 2,563.0 1,490.0

合 計 29 3,323.0 1,931.7

課 題
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（１）地域との協働による清掃活動

本市では、各地域の公衆衛生推進協議会（以下、「公衛協」という。）主催により、市民による

一斉清掃等が実施されています。地域によっては、ボランティア団体の参加もあり、沿道・海・

川などの清掃活動が行われています。

平成３０（２０１８）年度は、廿日市地域で実施された市内一斉清掃に、１７，６１０名の参

加がありました。

表２－５－１ 市内一斉清掃（廿日市地域）参加者数

※ 平成２８年度は、雨天のため中止となった

地区があった。

資料：廿日市市環境政策課

写真 地域との協働による清掃活動

５．環境活動

１．環境保全

年 度 参加者数

平成２８年度※ 8,646

平成２９年度 16,933

平成３０年度 17,610

現 状
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（２）海のクリーンアップ作戦

本市では、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会の提唱により、平成５（１９９３）年度か

ら阿品・地御前地区、平成２８（２０１６）年度から大野鳴川地区を海のクリーンアップ作戦に

位置付け、３か所で海岸清掃を展開しています。

平成３０（２０１８）年度は雨天のため大野鳴川地区のみの実施でしたが、約１５０名の参加

がありました。

表２－５－２ 海のクリーンアップ作戦参加者数とごみ回収量

※ 平成２８年度及び平成３０年度は、雨天のため阿品・地御前地区

は中止となった。

資料：廿日市市環境政策課

写真 海のクリーンアップ作戦

（３）宮島海岸の清掃

宮島の貴重な環境の保全を目的とし、平成２５（２０１３）年度より、関係機関の協力を得て、

宮島での清掃活動を行っています。

平成３０（２０１８）年度は１回実施し、０．８ｔの漂着ごみを回収しました。

表２－５－３ 宮島海岸での漂着ごみ回収量

資料：廿日市市環境政策課

年 度 参加者数 回収量（ｔ）

平成２８年度※ 150 3.1

平成２９年度 305 2.9

平成３０年度※ 150 1.4

年 度 実施回数 回収量（ｔ）

平成２８年度 3 1.3

平成２９年度 2 0.8

平成３０年度 1 0.8
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写真 宮島海岸の清掃

（４）アルゼンチンアリの一斉防除

本市では、平成５（１９９３）年に初めてアルゼンチンアリの生息が確認されましたが、平成

２３（２０１１）年に廿日市地区町内会連合会が一斉駆除を実施しました。以後、公衛協の呼び

かけにより、公衛協と各町内会連合会及び町内会・自治会が協力してアルゼンチンアリの一斉防

除に取り組んでいます。

表２－５－４ アルゼンチンアリ一斉防除参加世帯数

資料：廿日市市環境政策課

資料：環境省.アルゼンチンアリ防除の手引き.
平成２５年７月

写真 アルゼンチンアリ

年 度 参加世帯数

平成２８年度 8,597

平成２９年度 8,568

平成３０年度 8,230
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（１）はつかいち環境アドバイザー養成講座

地域環境を守る取組を市民と協働で進めていくため、平成２４（２０１２）年度から「はつか

いち環境アドバイザー養成講座」を実施しています。全６回の講座を受講して環境に関する基礎

知識を習得した人は、「はつかいち環境アドバイザー」として環境に関する地域でのボランティア

活動を実践していただくことを目指しています。

表２－５－５ 環境アドバイザー養成講座の開催状況

資料：廿日市市環境政策課

写真 はつかいち環境アドバイザー養成講座

（２）はつかいち環境アドバイザースキルアップ講座

養成講座を修了したはつかいち環境アドバイザーを対象に、平成２６（２０１４）年度に地域

活動における「伝える技術」をテーマとしてスキルアップ講座を開催しました。

（１）環境学習会への講師派遣

本市では、市内の学校、企業、町内会・自治会などが実施する環境学習会などで指導・助言を

行う「廿日市市環境学習指導員」を随時募集し、要請があれば講師として派遣しています。

（２）環境講座等の実施

はつかいち環境アドバイザーの協力を得て、小学生を対象として、動植物と触れ合う体験学習

「水辺・里山教室」、地球温暖化の原因と影響について考え学習する「地球温暖化防止教室」のほ

か、「夏休み親子環境講座」を開催しています。また、市民センターでは、地球温暖化について考

えるきっかけづくりとしてエコカフェを開催しています。

２．人材育成

３．環境学習

年 度 実施回数 修了者数

平成２８年度 6 6

平成２９年度 6 4

平成３０年度 6 10
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表２－５－６ 環境講座の開催状況

資料：廿日市市環境政策課

写真 左）夏休み親子環境講座 右）地球温暖化防止教室

（３）ラムサール条約＊特別教室

市内の小学生を対象にラムサール条約＊特別教室を開催しています。特別教室では、宮島の貴重

な自然環境に触れ、ラムサール条約＊やミヤジマトンボの生態を学習しています。

表２－５－７ ラムサール条約＊特別教室の開催状況

資料：廿日市市環境政策課

写真 ラムサール条約＊特別教室

年 度
水辺・里山教室 地球温暖化防止教室 夏休み親子環境講座

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数

平成２８年度 12 632 9 253 1 25

平成２９年度 11 478 10 259 1 8

平成３０年度 9 493 6 189 1 13

年 度 実施回数 参加者数

平成２８年度 2 71

平成２９年度 2 79

平成３０年度 1 57
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（１）はつかいち環境フェスタ

本市においては、平成２２（２０１０）年度までリサイクルを主目的とした「リサイクルフェ

スタはつかいち」を開催していましたが、平成２３（２０１１）年度からは、環境について楽し

く学べる、参加体験型の環境イベント「はつかいち環境フェスタ」を開催しています。例年、約

５，０００人の来場者が訪れています。

写真 はつかいち環境フェスタ

■ 地域清掃などの環境活動は地域との協働によりなされるものですが、近年は、地域のコミュニ

ティーが希薄になりつつあり、活動に参加する人も限られた住民となる傾向があります。今後は、

世代や年代の枠を超え、活動に参加する住民の枠を広げていく必要があります。

■ 本市においては、環境活動を行う市民や市民活動団体も多く、活動は活発と言えます。一方で、

本市には、全国的な大企業や特色を持つ企業も多く存在しており、今後はこれらの事業者とも、

更に積極的に連携して環境活動を推進していく必要があります。

■ 宮島をフィールドとした環境活動が盛んですが、本市の特徴的環境資源である中国山地や中山

間地域を対象とした活動の拡大も望まれます。

４．啓発活動

課 題
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アンケート調査は、市民アンケートと事業所アンケートの２つについて実施しました。概要は以

下のとおりです。なお、アンケート調査結果の詳細は資料編に記載しており、ここでは調査結果の

概要を述べます。

表２－６－１ アンケート調査の概要

▽ 身の回りの環境への評価は、自然環境のうち外来生物＊による被害についてのマイナス評価が比

較的多く見られます。また、太陽光発電など再生可能エネルギー＊の利用等の地球環境や、環境イ

ベントへの参加のしやすさなどの環境活動については低い評価となっています。

▽ 地球温暖化問題については、解決すべき問題であるとの認識が高くなっています。

▽ 将来の世代に残したい本市の環境素材は、生活環境、自然環境、快適環境の様々な素材が挙げ

られています。地域別にみると、佐伯地域の「田や畑」、吉和地域の「動植物」及び「きれいな空

気や水」、宮島地域の「古い町並みや建物、史跡等」など地域ごとの特徴が見られます。

▽ 環境に関する市民の取組については、清掃や調査や保全など環境活動の取組割合が低くなって

います。

▽ 省エネルギー・新エネルギー設備では高効率照明の普及が進んでいます。導入しない理由とし

ては、費用の問題が挙げられます。また、わからないという回答も比較的多くあります。

▽ 本市の支援制度対象設備として望まれるものは、エコカー、建物の省エネルギー化などふだん

よく使用される設備について多く挙げられています。

▽ 環境保全の行動のために必要なものとして、環境問題と生活の関わり、身近な工夫、問題の現

状や対策などについての知識・情報が求められています。

▽ 環境に関する情報・知識は、広報はつかいち及びテレビ、ラジオ、新聞からの入手が特に多く

なっています。

▽ 本市の環境都市宣言及び環境基本計画について、８２．０％がどちらも知らない状況です。

６．アンケート調査

１．調査概要

２．市民アンケート調査結果の概要

項 目 市民アンケート 事業所アンケート

調査時期 平成３０年１２月

調査対象 廿日市市民 廿日市市内に立地する事業所

抽出方法 無作為抽出（等間隔抽出法）

配布数 2,003 412

回収数 811 107

回収率 40.5% 26.0%

配布・回収方法 郵 送

概 要
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▽ 本市の環境施策について、重要度に比べ満足度が低いものとして、ポイ捨て・不法投棄対策、

外来生物＊対策、二酸化炭素排出量の削減、水質汚濁対策が挙げられます。また、ニーズ度（対策

の必要性）が高いものとして、上記に加えて、大気汚染対策、河川・海岸等の環境保全が挙げら

れます。

▽ 環境の現状への意見・感想では、生活環境に関する記述が多く、その中でも特に廃棄物に対す

る関心が高く見受けられます。山・川・海・外来生物＊、安心・安全などに関する記述も比較的多

くありますが、地球環境や環境活動に関する記述は少ない状況です。そのほか環境の情報公開や

問題意識に関する記述も見られます。

▽ ７２．９％の事業所が、環境の担当部署・担当者がおらず、置く予定もありません。

▽ 環境担当部署・担当者の分野は衛生分野が最多となっています。

▽ ７７．６％の事業所が、環境マネジメントシステム＊を構築する予定がありません。

▽ ６６．４％の事業所が、温室効果ガス排出量削減のための目標や方針を定めていません。

▽ 環境保全に関する情報は、十分得ている事業所から全く得ていない事業所まで、事業所により

大きな差があります。また、どんな情報を得たらよいのかわからない事業所もあります。

▽ 不足している情報として、環境問題の現状と対策に関する知識・情報が多く挙げられています。

▽ 環境に関する事業所の取組については、清掃や調査や保全など環境活動の取組割合が低くなっ

ています。

▽ 省エネルギー・新エネルギー設備では高効率照明の普及が比較的進んでいます。導入しない理

由としては、費用の問題が挙げられます。また、わからないという回答も比較的多くあります。

▽ 本市からの設置・導入支援を望む設備は、エコカー、高効率照明など事業所で一般的によく使

用される設備について多く挙げられています。

▽ 多くの事業所は、環境問題に対して、環境問題の重要性、あるいは、企業の社会的責任を感じ

て取り組んでいます。

▽ 環境問題への取組に当たり、多くの事業所で資金不足が問題となっています。そのほか、ノウ

ハウ・人材・情報の不足や手間・時間の問題があります。

▽ 廃棄物排出に関する取組では、手間、次いで費用が問題となっています。

▽ 本市の環境都市宣言及び環境基本計画について、７１．０％がどちらも知らない状況です。

▽ 行政機関の環境問題への取組としては、環境配慮行動の事例紹介が最も多く、そのほか、指針・

ガイドラインの作成、廃棄物資源化などの情報提供が求められています。

▽ 環境の現状への意見・感想では、廃棄物に関するものが多く、そのほか環境への問題意識に関

する記述も見られます。

３．事業所アンケート調査結果の概要
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■ ポイ捨て・不法投棄対策、外来生物＊対策、二酸化炭素排出量の削減、水質汚濁対策、大気汚染

対策、河川・海岸等の環境保全が必要です。

■ 地球温暖化について、市民は解決すべき問題と認識していますが、対策や活動は低調です。

■ 環境活動があまり実施（参加）されていません。

■ 環境問題等への組織的対応が実施されていない事業所が多くあります。

■ 廿日市市環境都市宣言及び廿日市市環境基本計画が多くの市民・事業所に認知されていません。

■ 事業所が取組を実施する場合、費用、手間・時間、人材などが足りません。また、環境問題や

省エネルギー・新エネルギー設備に対する知識・情報（取組の事例紹介、指針・ガイドラインな

ど）も不足しています。

■ 市民・事業者の多くは、日常の生活範囲における身近な環境への関心が高くなっており、地球

環境や環境活動への関心が低い状況です。

課 題
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これまで述べてきた本市における環境の課題は以下のとおりです。

７．環境の課題

自然環境

の課題

【生態系の保全】希少な野生生物とその生育・生息環境を保全していくことが求められます。

【里山】里山や中山間地域の荒廃により生物の生育・生息空間が脅かされ、鳥獣被害が発生しています。

【ミヤジマトンボ】塩性湿地に生息するミヤジマトンボは、生息環境の保全・創造が求められます。

【外来生物＊】アルゼンチンアリなどの外来生物＊により、生態系が脅かされています。

生活環境

の課題

【河川水質】小瀬川水系で環境基準＊を達成していないところがあります。

【海域水質】大野瀬戸東の表層で環境基準＊を達成していません。かつての測定地点も達成していません

でした。

【道路交通騒音】県道２４７号（串戸）及び一般国道２号（宮島口西、阿品）で環境基準＊等を達成して

いません。

【航空機騒音】本市の上空では、軍用機などによる低空飛行が確認されており、問題になっている地域も

あります。

【ごみ排出量】本市のごみ排出量は、総排出量、一人一日平均排出量共に増加傾向にあります。

【公害苦情（野焼き）】野焼きについての苦情が多く、不適正な焼却設備の使用や野外焼却の自粛が必要

です。

【公害苦情（水質、騒音・振動）】事業場による水質汚濁、工場や建設作業による騒音・振動について引

き続き監視が必要です。

【景観】本市の優れた景観を保全するため、景観資源そのものだけでなく、周辺環境も含め、より広く一

体的に景観を保全していく必要があります。

【緑地】市街地の緑地割合は廿日市・大野地域で１９．４％と低い水準にあり、市街地における緑地化を

進める必要があります。

【都市公園】風致公園＊を除く一人当たり面積は８．０４ｍ２で、国の定める標準面積１０ｍ２を下回って

おり、都市公園の整備を進める必要があります。

【緑環境】瀬戸内海から中国山地まで南北に多彩な環境を持つ本市においては、それぞれの地域特性をい

かした緑環境の保全・活用を進める必要があります。

地球環境

の課題

【業務その他部門での取組】本市の二酸化炭素排出量は増加しており、市民・事業者・市のいずれも排出削減

に向け一層の努力が必要です。特に、本市で増加率の大きい産業部門及び業務その他部門＊に対する取組

が必要です。

【エネルギーに関する取組】官・民で再生可能エネルギー＊の導入や省エネルギーを更に推進していく必要があ

ります。

環境活動

の課題

【地域活動への参加】地域のコミュニティーが希薄になる中、地域清掃などの環境活動は、世代や年代の

枠を超え、参加する住民の枠を広げていく必要があります。

【企業との連携】本市を代表する大企業や特色のある企業とも更に連携を強め、環境活動を推進していく

必要があります。

【中山間地域での活動】本市の特徴的環境資源である中国山地や中山間地域を対象とした活動の拡大も望

まれます。

アンケー

ト調査で

明らかに

なった

課題

【特に必要な取組】ポイ捨て・不法投棄対策、外来生物＊対策、二酸化炭素排出量の削減、水質汚濁対策、

大気汚染対策、河川・海岸等の環境保全の取組が特に必要です。

【地球温暖化問題】市民は解決すべき問題と認識していますが、対策や活動は低調です。

【低調な環境活動】環境活動があまり実施（参加）されていません。また、事業所でも組織的対応は低調

です。

【事業所の対応状況】環境担当者・部署の設置、環境マネジメントシステム＊（環境管理の仕組み）の構

築、二酸化炭素排出削減の取組などについて、多くの事業所で実施されていません。

【事業所の取組に必要なもの】事業所では費用、手間・時間、人材などが足りません。また、環境問題の

現状や対策についての知識・情報も不足しています。

【環境都市宣言・環境基本計画の認知】どちらも多くの市民・事業所に認知されていません。

【身近な環境への関心】日常生活における身近な環境への関心が高くなっており、地球環境や環境活動へ

の関心は低くなっています。


