
令和元年度　関東PM調査会議　第２回アンケート結果一覧表 (参考２）

(1) オキシダント調査 (2) 事業計画 (1) 希望する講演内容 (2) 希望講師 賛否 理由

茨城県

行政・研究ともに神奈川県のアンケートと重複しています。
〇行政
・近年，光化学スモッグ注意報等の発令時刻が遅く，日没後にもオキシダント濃度
が下がらない傾向あり，他都県の状況，要綱・マニュアルでの取扱いの変更の有無
についてご教示いただきたい。
・業務委託（日本気象協会）している光化学スモッグ当日予報の精度が低い
（特に注意報発令相当の日）ため，精度の良い予測方法を検討して欲しい。
・予算及び人的負担が少ない方法で調査してほしい。
〇研究
・Oxと原因物質の解析（常時監視のデータ，VOCの実測値）を行い，Ox濃度削減の
ための参考としたい。

なし なし なし

賛成

本会議の成果を大気環境学会で発表
するということや，エントリー費
（2,000円）が調査会議の予算内での
支払いが可能な額であることから，
本調査会議で負担してもよいと考え
る。

栃木県

・中長期的なスケジュールがあれば示していただきたい。
・今後本格的にオキシダント調査を進めるにあたり、現在の微小粒子状物質の調査
との関係性（業務量や執筆担当者）をどのように取っていくかを検討する必要があ
ると考えられる。
・本県では、南関東からの移流が原因による光化学スモッグ注意報の発令が多く見
られることから、報告をまとめる上で、移流をどのように扱い、どのような対策を
取るとするか検討が必要と思われる。

なし

賛成

PM調査会議での成果を報告すること
から、エントリー費を支出すること
は支障ない。」

群馬県

・今後、オキシダント調査を行うにあたって、現在のPM2.5調査内容を縮小するの
か、どの程度各機関の作業量が増加するのかなどを検討しておく必要がある。
・Ⅱ型共同研究でもOxを対象にした研究を行っているので、情報共有しながら進め
ていったらどうか。

PM2.5の高濃度事象の頻
度が減ってきているの
で、詳細解析は縮小また
は実施しない方向で検討
したらどうか。

オキシダント研究、またはオキシ
ダントとPM2.5二次生成に関わる
研究についての講演 賛成

調査会議の内容を報告するための申
込金なので、問題ないと考える。

埼玉県

各自治体の取り組みなどの「情報共有」は、特に事業計画に位置付ける必要はない
のではと思います。データ解析などの「調査」をやっていくのであれば、現行の
PM2.5に関する調査を何らか圧縮・縮小することを同時に検討した方がよいと思い
ます。「調査」の内容は、Ⅱ型共同研究の内容が第１回会議時点よりも具体的に見
えているので、それを踏まえて住み分けとターゲットの設定をした方がよいと思い
ます。

なし ・二次有機エアロゾルと光化学大
気汚染との関連
・アンモニアの排出実態と排出抑
制
・凝縮性ダストの実態や課題など
・光化学大気汚染は変化したか？
（過去と現在のパターンの違い？
週末効果など）
・BVOCは今どこまで分かっている
か

なし

賛成

調査会議による調査結果の発表なの
で、予算的にも手続き的にも支出が
可能であれば、その方がよいと思い
ます。

千葉県

・Ⅱ型共同研究との棲み分けが検討課題となっていることから，Ⅱ型共同研究の２
つのOxグループ参加者に研究内容を説明してもらえると良い。

・PM2.5の健康影響に関する最新
の科学的知見

国立環境
研究所
高見昭憲 賛成

所属により学会へのエントリー費扱
いが異なる。個人で負担している
ケースもあり調査会議で負担する方
が適当と思われる。

東京都

・現在、Ox生成に寄与の大きい発生源探索として、地域内のほか、広域的に影響の
大きい発生源の探索にも取り組んでいるため、自治体間の連携により、広域的に
VOC調査結果を入手、比較検討できることは、Ox対策を検討する上で有用と考えま
す。
・実施内容の検討に当たり、各自治体のVOC測定状況（頻度、成分名）を把握する
必要があると思います。
・各自治体でのOx調査状況を把握するため、各自治体・研究所で現在実施している
Ox調査研究の状況を共有できるとよいと考えます。

今後のオキシダント調査で、参考
になりそうなテーマ（発生源解
析、シミュレーションモデル、オ
キシダント生成メカニズム等の研
究）に関心があります。 賛成

反対する理由は特にありません。

２　関東PM調査会議 講演会について
自治体名

１　令和２年度以降の事業計画について ３　エントリー費の支払いについて
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神奈川県

・調査を行うにあたり、中長的な目標・計画を設定したうえで取り組むこととした
い。また設定した目標が達成した時点で(見込みを含む)、調査内容の点検・見直し
を行うこととしたい。
・具体的なニーズ・活用先が想定されない場合は、毎年度の定型的な解析は必ずし
も必要でない。

来年度事業計画について
は特になし。
今後、Ox調査の内容量を
増やすこととなった場合
(再来年度以降を想定)
は、本調査会議の解析内
容のスリム化を検討すべ
きと考えます。

なし なし

賛成

関東PM会議の成果として発表するこ
とから、本会議が負担することが適
当である。

山梨県

・本県において効果的にOx濃度を低減するための対策を検討するため、NOxやVOCが
どれほどOxに寄与しているのか他自治体の調査事例等があれば、本会議の場で共有
していただきたい。
また、大気汚染は自治体間に跨がる広域的な問題であることから、Ox対策に係る調
査解析を望むところであり、本会議において調査・解析が必要であるとの結論と
なった場合には、本県も参加したい。
・光化学オキシダントの生成機構を明らかにし、対策に結びつくような調査・研究
をして欲しい。
・移流により濃度が上がりやすくなる条件やその実態（大気汚染物質濃度のバラン
ス、移流中の光化学オキシダントの生成と減衰等）に関する情報が欲しい。

なし なし なし

賛成

本調査会議の事業計画（３運営方法
（４）成果公表と情報交換）におい
て、「調査結果は学会等にも発表す
る」と明記されている。
そのため、本調査会議の事業の一環
として必要な経費であると考えるの
が妥当である。

長野県

今後、本調査会議においてオキシダントに関する解析を進める際には、粒子状物質
に関する解析内容を見直す等により、各自治体の負担が全体として過度に大きくな
らないように配慮する必要があると思われます。

なし 日本国内における近年のPM2.5濃
度低下傾向の現状とその原因につ
いて（東アジアにおけるPM2.5濃
度及び排出量の動向ならびに気象
的要因）

なし

賛成

当県では現在、当該費用は発表者個
人で負担しています。そのため本調
査会議で当該費用を負担してもらえ
れば、発表者の負担が軽減できると
考えられます。

静岡県

自治体間で実施できる内容に差異があることが予想される（例えば、オゾン感度レ
ジーム等のシミュレーションをする場合、高スペックのPCが必要になる等）が、そ
のような自治体の個別の実情は考慮していただけるのか。

なし なし なし

賛成

さいたま市

なし なし なし なし

賛成

輪番でエントリーを求められる（エ
ントリーしないという選択肢がな
い）のであれば、個人負担は適当で
ないと考えます。

千葉市

・オキシダント調査は、PM2.5と関連付けて調査するのか、PM2.5調査と切り離して
行うのか、不明なので明確にしていただきたい。前者の場合、PM2.5高濃度日に合
わせてオキシダント調査を行うのか、光化学スモッグの発令日に合わせてPM2.5を
調査するのかイメージを共有したい。また後者の場合、業務量の調整が必要と考え
られる。

なし ・近年のオキシダントの状況 なし

賛成

調査会議の幹事が持ち回りで発表す
るので、調査会議が負担することに
異議ありません。

横浜市

・本市の研究所の財務状況は非常に厳しく、意義深い合同調査であっても市から予
算が出ることは期待できません。また、人員に関しても余裕はありません。調査に
あたり、参加自治体への負担軽減が必要と考えます。
・得られた成果が自治体に還元、利用されることが重要であると考えます。そのた
め、学術的な調査だけではなく、行政が直面している課題の解決につながるような
調査を行いたい。

なし なし なし

賛成

関東PM調査会議における調査結果を
大気環境学会で報告していることか
ら、エントリー費を調査会議が負担
することは妥当であると考えます。



(1) オキシダント調査 (2) 事業計画 (1) 希望する講演内容 (2) 希望講師 賛否 理由

２　関東PM調査会議 講演会について
自治体名

１　令和２年度以降の事業計画について ３　エントリー費の支払いについて

川崎市

調査結果をもとに関東PMとしての統一した見解を示し、国や各参加自治体の行政施
策に反映できるような提言を行えるようなまとめ方をしてほしい。
　また、九都県市のワーキンググループでもオキシダント対策について取組を行っ
ていることから、各関連団体とも連携して進めていってほしい。

2020年のオリンピック・
パラリンピック開催期間
中は、特に関東圏では通
常の事業活動とは異なる
ことが予想されることか
ら、開催期間中に関東PM
で合同調査等を実施し例
年と比較することはでき
ないか。

なし なし

賛成

神奈川県、横浜市、川崎市で構成す
る神奈川県公害防止推進協議会で
は、協議会に係る調査研究に関し
て、大気環境学会への成果発表のエ
ントリー費、交通費等を長年負担し
ている実績があるため。

相模原市

Ox調査について、現時点で特段取り組んでおりませんので、他自治体様の取り組み
状況を参考にさせていただけましたら幸いです。（研究部門）

大気化学、有機エアロゾルについ
て

中部大学
中部高等
学術研究所
河村公隆教授

賛成

関東地方大気環境対策推進連絡会微
小粒子状物質調査会議として参加す
るのであれば、個人や特定の自治体
が費用を負担するのは適切ではない
と考えます。

静岡市
なし なし なし なし

賛成
調査会議の成果を代表して発表する
ためのエントリー費であるため

浜松市

・気温、風速、日射量等の気象条件とオキシダント濃度の関係を整理したい（どの
程度の気象条件でオキシダントが上昇しやすいかをもう少し統計的に）。すでにそ
のような調査を行っている場合には情報を共有できる場が欲しい。
・当会議がオキシダント環境基準達成に向け、他自治体の事例や広域連携の取組み
等を共有する場としたい。

なし ・中国等のアジア地域における大
気環境の現状とその大気汚染防止
対策について
・PM2.5成分分析の結果の活用方
法について（発生源対策に活かし
ていく動きがあるかどうかなど今
後の展望について）

なし

賛成

当会議を代表してその成果を学会に
発表していただいているので、調査
会議が負担することに賛成します。
当会議を代表してその成果を学会に
発表していただいているので、調査
会議が負担することに賛成します。


