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  （4）山口県公害防止条例 ････････････････････････････････････････････････････････ ５６ 

  （5）工場排水の監視 ････････････････････････････････････････････････････････････ ５９ 

  （6）大和工業団地排水等水質調査 ････････････････････････････････････････････････ ５９ 

 



５ 水質汚濁の対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ６０頁 

  （1）下水道整備 ････････････････････････････････････････････････････････････････ ６０ 

  （2）浄化槽設置整備補助事業 ････････････････････････････････････････････････････ ６０ 

  （3）生活排水浄化対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ６１ 

 

第６章 騒音・振動 

 １ 騒音の概況 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ６２ 

 ２ 騒音規制法及び環境基準 ･･････････････････････････････････････････････････････ ６２ 

  （1）騒音規制法 ････････････････････････････････････････････････････････････････ ６２ 

  （2）騒音に係る環境基準 ････････････････････････････････････････････････････････ ６２ 

 ３ 騒音の規制 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ６４ 

  （1）特定施設に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････････ ６４ 

  （2）指定工場に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････････ ６７ 

  （3）特定建設作業に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････ ６７ 

  （4）特定建設作業以外の作業騒音に対する規制 ････････････････････････････････････ ６９ 

  （5）自動車騒音の規制 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ６９ 

  （6）深夜騒音等の規制 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ７２ 

 ４ 振動の概況 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７３ 

 ５ 振動規制法及び規制 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ７３ 

  （1）振動規制法 ････････････････････････････････････････････････････････････････ ７３ 

  （2）地域指定 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７３ 

  （3）特定施設に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････････ ７３ 

  （4）特定建設作業に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････ ７５ 

  （5）道路交通振動に対する規制 ･･････････････････････････････････････････････････ ７６ 

 

第７章 悪臭 

 １ 悪臭の概況 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７８ 

 ２ 悪臭の規制 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７８ 

  （1）悪臭防止法･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７８ 

  （2）悪臭防止法に係る規制及び規制基準 ･･････････････････････････････････････････ ７８ 

  （3）山口県悪臭防止対策指導要綱 ････････････････････････････････････････････････ ８０ 

 ３ 悪臭測定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ ８１ 

 

 

 

 

 

 

 



第８章 土壌環境 

 １ 土壌環境の概況 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ８３頁 

 ２ 土壌汚染及び地下水の水質汚濁に係る環境基準 ･･････････････････････････････････ ８３ 

 ３ 土壌汚染対策法 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ８６ 

 ４ 地下水質の概況調査 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ８８ 

  （1）市内広域常時監視 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ８８ 

  （2）浅江地区定期モニタリング調査 ･･････････････････････････････････････････････ ８８ 

 

第９章 ダイオキシン類対策 

 １ ダイオキシン類対策の概況 ････････････････････････････････････････････････････ ８９ 

 ２ 環境基準 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ ８９ 

 ３ ダイオキシン類常時監視調査 ･･････････････････････････････････････････････････ ９０ 

 ４ 野外焼却 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ ９１ 

 ５ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） ････････････････････････････････････ ９１ 

 

第１０章 公害苦情 

 １ 公害苦情の概況 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ９２ 

 ２ 公害苦情の発生状況 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ９２ 

 

第１１章 光市エコオフィスプラン 

 １ 光市エコオフィスプランの概要 ････････････････････････････････････････････････ ９３ 

 ２ 全体結果（平成 28年度） ･････････････････････････････････････････････････････ ９３ 

 ３ 個別結果（平成 28年度）･･････････････････････････････････････････････････････ ９４ 

 

第１２章 環境基本計画 

１ 環境基本計画の概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ９８ 

２ 環境基本計画の進捗状況 ･･････････････････････････････････････････････････････ ９８ 

（1）光ソーラーＣＩＴＹプロジェクト ････････････････････････････････････････････ ９８ 

  （2）ＳＴＯＰ地球温暖化プロジェクト ････････････････････････････････････････････ ９９ 

  （3）人と自然のハーモニープロジェクト ････････････････････････････････････････ １０１ 

  （4）ＭＯＴＴＡＩＮＡＩプロジェクト ･･････････････････････････････････････････ １０３ 

（5）まち美化パートナーシッププロジェクト ････････････････････････････････････ １０５ 

 

第１３章 関係資料（大気・水環境） 

１ 大気環境資料 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ １０７ 

２ 水環境資料 ････････････････････････････････････････････････････････････････ １０８ 


