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平成 30 年度 福岡市 PM2.5・黄砂影響検討委員会 

Ⅰ 開催日時等 

１ 日 時：平成 30 年 11 月 22 日 10:00～12:00 

 

２ 場 所：福岡市役所 15 階 1503 会議室 

 

３ 議 事 

（１） 委員長の選出 

（２） 福岡市における PM2.5 の状況について 

（３） PM2.5 の情報提供等に関する市民意識について 

（４） PM2.5 に関する情報提供および正しい知識の普及啓発に向けた対応について 

（５） その他 

 

 ４ 出席者（敬称略）○委員長 

  [委員] 

市瀬 孝道  公立大学法人大分県立看護科学大学看護学部 教授 

○鵜野 伊津志 国立大学法人九州大学応用力学研究所 教授 

岸川 禮子   独立行政法人国立病院機構福岡病院アレルギー科 医長 

龍山 康朗   ＲＫＢ毎日放送株式会社報道部専門部長（気象担当）・気象予報士 

  馬  昌珍  公立大学法人福岡女子大学国際文理学部環境科学科 教授 

風間 千尋  気象庁福岡管区気象台気象防災部地球環境・海洋課  

地球温暖化情報官（代理出席） 

時枝 豊実  福岡市立小学校長会 会長（福岡市立小笹小学校校長） 

吉村 隆一  福岡市環境局 局長 

 [事務局] 

 福岡市環境局環境監理部長，環境保全課長，環境科学課長 

Ⅱ 議事録 

１ 開 会 

開会の挨拶（福岡市環境局 局長）・委員の紹介等 

 
２ 議 事 

（１）委員長の選出 

事務局   本日は改選後，初めての委員会となりますので，委員長選出までの間は事務

局で議事を進めさせていただきます。それでは議事に入らせていただきます。 
      まず議事の 1，「委員長選出」でございます。委員長につきましては当委員会

の設置要綱第 3 条第 3 項の規定により「委員の互選により定めること」となっ

ております。委員長につきまして，どなたかご推薦いただけますでしょうか。 
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（発言者なし） 

 
事務局   特にございませんようでしたら，事務局に一任して頂いてよろしいでしょう

か。 
 

（異議なし） 
 
事務局   ありがとうございます。それでは事務局に一任ということでございますので，

九州大学の鵜野委員に引き続き委員長をお願いしたいと思います。ご承認いた

だけるようでしたら，拍手をお願いいたします。 
 

（拍手多数） 
 
事務局   ありがとうございます。それでは鵜野委員に委員長をお願いいたします。 
     以後の議事進行につきましては，当委員会の設置要綱第 5 条第 1 項に基づき，

鵜野委員長にお願いいたします。鵜野委員長は委員長席にご移動をお願いしま

す。 
委員長   先ほどの要綱第 3 条の規定によりますと，委員長があらかじめ，職務補佐代

行を行う副委員長を指名することとなっております。私としましては前回もお

願いしていました福岡病院の岸川先生にお願いしたいと思います。岸川先生，

よろしくお願いします。 
 
（２）福岡市における PM2.5 の状況について 

委員長   それでは，議題の 2「福岡市における PM2.5 の現状」について，事務局より

説明をお願いします。 
事務局   福岡市における PM2.5 の状況について，資料の 2 から 4 まで続けて説明さ

せていただきます。 
      では，お手元の資料 2 の 1 ページをご覧ください。「福岡市における PM2.5

濃度の経年変化および地域特性の解析結果」について説明させていただきます。 
      まず目的ですが，福岡市における PM2.5 濃度の状況について，経年変化およ

び地域特性を把握するため，平成 23 年度から平成 29 年度まで収集した PM2.5
等常時監視データを用いて各種解析を行ったものです。 

      最初に，PM2.5 の測定局配置状況です。福岡市における平成 30 年 10 月末現

在での PM2.5 の測定局配置状況を図 1 および表 1 に示しております。 
      福岡市では平成 23 年 3 月から市内の 2 カ所，香椎局と大橋局で測定を開始

し，それ以降は順次，測定箇所を追加して，平成 26 年度以降は 9 局，内訳と

して一般環境大気測定局 5 局，自動車排出ガス測定局 4 局で PM2.5 の常時監

視を実施しております。 
      9 局のうち，図 1 で青くマークされている測定局の市役所局，西新局，元岡
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局では PM2.5 の濃度の測定に加え，一定の期間ではありますが PM2.5 の成分

についても分析をしております。 
      2 ページをお願いします。解析結果です。（1）福岡市における各測定局の

PM2.5 濃度の年平均値の推移です。図 2 をご覧ください。平成 26 年度以降は，

全ての測定局で低下傾向にあり，測定局間の経年変化傾向に大きな差異はあり

ませんでした。 
      次に，（2）福岡市，全国，九州地方における PM2.5 濃度の年平均値の推移で

す。下の図 3 をご覧ください。青色が全国，赤が九州地方，黄緑色が福岡市の

PM2.5 濃度となっております。福岡市の PM2.5 濃度の年平均値の推移を見る

と，平成 23 年度以降，一般局，自排局ともに減少傾向でした。また，福岡市の

年平均値は，一般局では九州地方の年平均値よりもわずかに高く，全国の年平

均値よりも 1 ㎥当たり 3～4μg 程度高い濃度レベルでした。自排局では九州地

方の年平均値と同程度で，全国の年平均値よりも 1 ㎥当たり 2～3μg 程度高い

濃度レベルでした。全国，九州地方，福岡市の年平均値の経年変化傾向はおお

むね一致しており，減少傾向となっております。 
      3 ページをお願いします。（3）福岡市および全国における PM2.5 の環境基準

達成状況です。表 2 に福岡市における平成 23～29 年度の PM2.5 の有効測定局

数，環境基準達成率，年平均値を，表 3 には全国における平成 23～28 年度の

PM2.5 のそれを示しています。 
      表 2 の一般局，自排局のそれぞれの中段にある環境基準達成数の欄を見てい

ただきたいのですが，福岡市においての環境基準達成状況は平成 26 年度まで

は 9 局全てで非達成でしたが，平成 27 年度は自排局で 1 局，平成 28 年度は一

般局 2 局，自排局 2 局で合計 4 局，平成 29 年度は一般局 5 局，自排局 3 局で

合計 8 局で達成しており，大幅な改善が見られました。表 3 で示した全国にお

いても，福岡市と同様に環境基準達成状況は改善傾向となっています。 
      4 ページをお願いします。（4）福岡市における PM2.5 日平均値の濃度階級別

発生率です。下の図 4 をご覧ください。環境基準達成率が高かった平成 28 年

度，29 年度は，グラフではオレンジ色，紺色ですが，日平均値が 1 ㎥当たり 8
～16μg 付近の低い濃度レベルの発生率が高く，日平均値が 1 ㎥当たり 6～8μ
g などの非常に低い濃度レベルの発生率もそれ以前と比較して増加しており，

グラフの山が左にシフトしているのが分かります。また，日平均値が 1 ㎥当た

り 35μg 以上の高い濃度レベルの発生率は減少しました。 
      5 ページをお願いします。福岡市における月平均値の推移でございます。図

5 をご覧ください。 
      季節別で見ますと，3 月～5 月の春季の月平均値については，平成 27 年度以

降は減少傾向にあり，特に 5 月は大幅に減少しました。また，夏季，秋季およ

び冬季の月平均値についてはおおむね横ばいでした。 
      （6）福岡市における日平均値が 1 ㎥当たり 35μg を超過した日の季節別発

生率です。図 6 をご覧ください。日平均値が 1 ㎥当たり 35μg 超過日の発生率

は，経年的に減少傾向にありますが，特に青色で示した春季においては，平成
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27 年度以降は大幅に減少しておりました。 
      6 ページをお願いします。（7）測定局別の 1 ㎥当たり 35μg を超過した日数

です。集計結果を表 4 に示しています。また，有効測定局数が 9 局の年度であ

る平成 26 年度以降の，日平均値 1 ㎥当たり 35μg 超過日の測定局別の構成比

を図 7 に示しています。 
      図 7 を見ていただきたいのですが，平成 26 年度以降の日平均値 1 ㎥当たり

35μg 超過日を測定局別に比較すると，元岡局が最も多く，西新局が最も少な

い結果となりました。 
      また，表 4 において各局の 26 年度以降の日平均値 1 ㎥当たり 35μg 超過日

数を見ると，全局で減少傾向でした。表の真ん中ほどにある元岡局については，

平成 27 年度以降においてもほかの測定局と比較して日平均値 1 ㎥当たり 35μ
g 超過日が若干多く，越境大気汚染の影響に加えて，局所的な発生源の影響も

示唆されました。 
      7 ページをお願いします。（8）風向別 PM2.5 濃度です。風向と PM2.5 の両

方を測定している 6 局について，風向別・年度別の PM2.5 濃度を解析した結

果を図 8 に示しています。年度別・風向別の PM2.5 の濃度を見ますと，特に

26 年度以前におおむね大陸方向，北西から南西方向から風が吹く際に濃度が高

くなる傾向が見られましたが，平成 27 年度以降はそれ以前と比較して全体的

に濃度が低くなる傾向が見られました。 
      8 ページをお願いします。結果のまとめと考察です。福岡市における PM2.5

濃度の年平均値については減少傾向にあり，環境基準の達成状況も平成 29 年

度は 9 局中 8 局達成し，大幅な改善が見られました。また，PM2.5 の日平均値

を濃度階級別に見ると，平成 28 年度および 29 年度は高い濃度レベルの発生率

が減少するとともに，低い濃度レベルの発生率が増加しており，季節別に見る

と，平成 27 年度以降は春季の月平均値および日平均値が 1 ㎥当たり 35μg を

超過した日が大幅に減少しました。 
      これらの結果から，PM2.5 濃度の年平均値および高濃度日は減少傾向にある

とともに，環境基準達成状況は大幅に改善しており，福岡市における PM2.5 に

よる大気汚染の状況は改善していることが分かりました。 
      続けて，資料 3 の 1 ページをご覧ください。福岡市における PM2.5 高濃度

事例の要因解析結果についてです。市内における PM2.5 高濃度事例の要因を

把握する目的で，「市内において複数の測定局で日平均値が 1 ㎥当たり 35μg
を超過した日」を PM2.5 の高濃度日と定義し，高濃度事例を抽出して要因の解

析を行いました。 
      要因の分類方法についてですが，（1）分類種別は要因をまず大きく「越境大

気汚染」と「国内大気汚染」，「この 2 つの複合的な要因」の 3 つに分類し，さ

らに越境大気汚染については「黄砂あり」と「なし」の 2 つに分類，国内大気

汚染については「光化学反応による二次生成」「桜島火山」「その他」の 3 つに

分類しました。なお，本調査における分類結果は，より詳細な解析を実施する

ことで異なる要因に分類される可能性もあります。 
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      （2）要因の分類の流れですが，①2 測定局以上で日平均値 1 ㎥当たり 35μ
g 超過した日を高濃度日と定義し，平成 23 年 4 月～平成 30 年 3 月までの高濃

度事例を抽出しました。なお，日にちが近接しほぼ同一の要因と考えられる場

合は，1 事例としてまとめております。 
      次に②平成 23～25 年度の事例については，26 年度実施の委託調査による分

類を引用しています。 
      ③平成 26 年～28 年度の事例については，平成 29 年度実施の委託調査によ

る分類結果を引用しており，その分類方法については 2 ページをご覧ください。 
      図 1 の高濃度事例の分類ですが，まず先行研究により解析事例があればその

結果を引用し，解析事例がなければ，その要因について越境大気汚染の確認フ

ローおよび国内大気汚染の確認フローの両方を用いて分類します。図 2 は越境

大気汚染の確認フローですが，黄砂が飛来しているかどうかについて気象庁の

報告，ミー散乱ライダーなどから確認し，黄砂の飛来があれば越境大気汚染の

「黄砂あり」の分類，黄砂がない場合は，後方流跡線やシミュレーションモデ

ルによる予測結果を基に，越境汚染の影響がないか，それとも越境大気汚染の

影響があって黄砂なしかに分類します。また並行して，図 3 の国内大気汚染の

確認フローにより，常時監視データや気象データを基に，光化学反応による二

次生成の影響の有無について分類しております。 
      1 ページにお戻りください。④平成 29 年度の事例については，当確認フロー

に基づき福岡市環境局環境保全課にて分類しました。 
      3 ページをお願いします。結果と考察です。先ほど説明した要因の分類方法

に基づき分類した結果，4 ページの図 4 で示すとおり，越境大気汚染が主な要

因である事例が 75％となり，そのうち黄砂の影響がない事例が 59.7％と最も

多い結果となりました。このことから，福岡市における高濃度事例の要因は主

に越境大気汚染，特に黄砂の影響がない事例が最も多いことが分かりました。 
      一方で，3ページ表 1の一番下の欄にある合計欄の各年度を見ていただくと，

経年的に高濃度事例件数は減少傾向にあり，表中段の主な高濃度要因が越境大

気汚染である事例についても，平成 27 年度以降はそれ以前と比較して大幅に

減少していることから，本市における高濃度事例の主な要因である越境大気汚

染の影響が近年低減し，PM2.5 濃度が高濃度となる頻度が減少したものと推察

されました。 
      なお 4 ページに，参考として図 9「中国における PM2.5 濃度の年平均値の推

移」を載せておりますが，近年は中国政府による環境規制の強化により，中国

国内の PM2.5 濃度も減少傾向となっております。 
      続けて，資料 4 の 1 ページをご覧ください。福岡市における PM2.5 の成分

分析調査結果です。成分分析については，福岡市において平成 23 年度秋から

市役所測定局で調査を開始し，平成 30 年度現在で市役所局，元岡局，西新局の

合計 3地点の大気測定局で調査を行っております。今回，福岡市におけるPM2.5
の成分濃度の経年変化や季節変動などを把握する目的で，平成 25～29 年度の

5 年間分の成分分析結果をまとめました。 
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      調査内容ですが，試料の採取については市役所局，元岡局，西新局の 3 カ所

で，ただし 25 年度は市役所局，元岡局のみとなっております。表 1 に示す期

間で採取し，2 ページの表 2 に示す分析内容で濃度測定を行っております。 
      2 ページをお願いします。結果と考察です。図 1 に平成 25～29 年度におけ

る PM2.5 の質量濃度の平均値およびイオン成分，炭素成分，無機元素成分等の

組成濃度の平均値を，3ページの図 2にそれら成分の組成比を示しております。

図 2 をご覧になられて分かるとおり，春季，夏季および冬季はいずれの年度に

おいても黄緑色で示した硫酸イオン濃度の割合が最も高い結果となりました。 
      図 1 において経年的に見ますと，春季および秋季において黄緑色で示した硫

酸イオン濃度の幅が小さくなっており，減少傾向でした。この理由として，採

取期間中の気象条件の影響もありますが，それに加え硫酸イオンは主に石炭等

の硫黄を含む燃料の燃焼等により発生する二酸化硫黄が，大気中で反応して生

成されることが知られていることから，春季および秋季は二酸化硫黄の排出量

が多い大陸由来の影響が低減している可能性も考えられました。 
      季節別に見ますと，紫色で示した硝酸イオンの濃度がいずれの年度において

も夏季に低く，冬季に高い傾向を示しました。この理由として，硝酸イオンは

気温が高い場合にガス化しやすく，気温が低い場合に粒子化する傾向があるこ

とが原因として考えられました。説明は以上になります。よろしくお願いしま

す。 
委員長   どうもありがとうございました。 
      資料 5 が用意されておりますが，私が作成しましたので，少しご説明いたし

ます。資料 5 は中国における PM2.5 の状況ということで，中国には多くの測

定局がありますが，アメリカの大使館や領事館で PM2.5 が測定されています。

そのデータを使ってグラフを作成しており，青い線が年平均値です。このグラ

フを作成したのは 10 月 14 日なので，赤い線が各年，各都市について 10 月 14
日までの平均を示したものです。場所は北京と成都，広州，上海です。 

      これを見ていただくと，北京は 2013 年は 1 ㎥当たり 100μg を少し超えて

いたのが，今年になると 1 ㎥当たり 50μg を少し切るぐらいに非常に減少して

います。これが観測結果です。資料 5 の裏面は，ヨーロッパの地球物理連合の

学術雑誌で『大気化学と物理』という雑誌に最近投稿された中国の清華大の研

究論文から抜粋したものです。中国の排出量の経年結果が 2010 年～2017 年ま

で，推定ですが，どのように変化したかということを物質ごとに示してありま

す。先ほどの事務局からのお話で，大陸の排出量減少が日本の硫酸イオンの減

少に寄与している可能性があるというお話がありましたが，左側の一番上のグ

ラフを見ていただくと，中国全体の二酸化硫黄の排出量があります。論文の中

に数値があって，一番高かった時が 2011 年で，2011 年では 2900 万トンです。

2017 年の数値を見ると 1000 万トンですから，一番高かった時と比較して 2017
年は 3 分の 1 くらいの排出量です。ですから，先ほどの福岡の硫酸イオンが減

っているというのは，これが理由ではないかと思います。 
      窒素酸化物も右肩下がりで減少しています。VOC はそれほど減少していま
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せん。アンモニアも減少していません。PM10 と PM2.5 は減少しているという

のが分かります。資料 5 の説明は，簡単ですが以上です。 
      それでは資料 2 から資料 5 について，ご質問，ご意見等がございましたらよ

ろしくお願いします。 
委員    基礎的なところからお聞きしたいのですが，一般局と自排局とありますね。

機械が当然違いますよね。 
事務局   一般局と自排局で機械は同じです。 
委員    同じですか。なぜ名前が違うのですか。 
事務局   自動車排出ガス測定局は，道路から 20 メートル以内に設置するという国の

基準がありまして，道路の影響を見るための測定局です。一般局というのは地

域全体の汚染状況を代表する地点に設置するものです。 
委員    では，例えば自排局では数値がやや高めに出やすいということはないのです

ね。 
事務局   一般的には，昔は自動車の排ガスの影響が大きく，自排局のほうが一般局よ

り高いというのが普通の傾向でしたが，今はかなり自動車単体の性能もよくな

ってきまして，自排局と一般局の差が小さくなっているという印象を持ってい

ます。 
委員    分かりました。続いて 2 ページの PM2.5 濃度の年平均値の推移のグラフで      

すが，一般局と自排局がありまして，自排局はほとんど九州と福岡市で同じで

すよね。この理由は何だろうと思いました。 
事務局   福岡市においては，一般局も自排局も年平均値は同じくらいの濃度です。九    

州地方は，一般局より自排局の方が少し濃度が高いと思います。自動車排出ガ

ス測定局は沿道にあるので，自動車の影響を大きく受けておりまして，九州地

方の自排局は九州管内の国道 3 号線などの幹線道路沿いに設置されていること

が多いと思いますので，交通量によって差はありますが，福岡市との濃度の差

はなくなってきているのではないかと思います。 
委員    九州地方の自排局が一般局より高めだということですよね。 
事務局   自排局は沿道で測定をしていますので，道路からの影響を見ています。道路

からの影響というのは，福岡市内の道路と九州地方の国道などの主要な道路で

それほど変わらないということだろうと思います。地域を代表する一般局とい

うことでは，福岡市内はいろいろな発生源がほかにもございますし，いろんな

影響を受けやすいということで，九州の他の都市の方がより低い値を示してい

るという状況かと思います。 
      そのため，一般的な環境の中では，福岡市は九州地方の他の都市に比べると

高めではありますが，道路という局所的な部分で見ると，福岡市内も市外も濃

度は変わらないというような状況でございます。 
委員    分かりました。ありがとうございます。 
委員    今のお話に関係する話ですけれども，もともと自排局というのは一般局の濃

度レベルに上乗せされる感じで，おっしゃったように従来だと結構高めだった

のです。それは基本的に一般の影響を受けつつ，自動車の影響をプラスアルフ
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ァで受けるということなのです。 
      香椎局はもともと自排局もあったのです。私の職場の手前に自排局がありま

した。確か過去 7～8 年前には運営されていました。自排局をもともと置く目

的というのは，一般局に対して自動車から由来する汚染物質の量をどう評価す

るかということで，セットにしなければいけないのですね。ですので，同じ一

般局の近くにある幹線道路なり大通りに設置するのが普通です。 
      個人的には，なぜ撤収したのだろうと思います。測定局はそのまま残ってい

ますが，少しもったいないなという感じはしました。ですので，予算的なこと

もあるかと思いますが，本当の車の影響だけを見るのであれば，同じエリアの

中でセットで自排局も運営していただければと思います。 
事務局   香椎局は一般局で，福岡市が設置している測定局は従来から変わっていませ

んが，香椎の自排局というのは福岡市ではないところが測定しているのではな

いでしょうか。 
委員    それは県の管轄なのですか。 
事務局   福岡市の測定局はかなり前から場所は変わっていないので，それは福岡市が

設置している測定局ではありません。国が測定局の数や配置などの常時監視の

方法を決めており，福岡市はそのルールに則って測定局を配置しています。 
委員    香椎の自排局はもともと県の管轄なのですね。 
事務局   県か国かもしれません。ただ，自動車はかなり排出ガス規制が進みまして，

負荷自体は減ってきておりますので，そういう意味では先ほど言われたように

自排局と一般局のデータ自体はあまり変わらないという状態にはなってきてお

りますので，そのようなことも踏まえながら，継続的に監視を続けていくとい

う形で考えております。 
委員    ありがとうございます。 
委員長   よろしいでしょうか。ほかにどなたかございますか。 
委員    質問でございます。1 ページに挙げておられる PM2.5 の測定値がありますけ

れども，のきなみ福岡市は SPM も測定しておられますが，PM2.5 の測定機で

SPM も測定することができるのでしょうか。 
事務局   SPM につきましては別に測定機を設置し，測定しています。 
委員    両方測定することができるということですね。 
事務局   そのとおりです。 
委員    ありがとうございます。 
事務局   PM2.5 と SPM は両方測定したほうがよろしいのでしょうか。 
委員    比較対象として同じ数だけは必要ないかもしれませんが，やはり残されたほ

うがいいのではないかと思います。 
委員長   福岡市では PM10 は測っていないのですか。 
事務局   PM10 は測っておりませんが，SPM を測定しています。 
委員長   SPM というのは PM7 ですね。黄砂が来た時には多分かなり濃度が高くなり

ます。 
委員    先ほど，PM2.5 濃度は元岡局が高くて西新局が低いという話がありましたが，
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確かに元岡局は一番西側ですから大陸由来のものは来やすいのかと思ったので

すが，西新局も西ですよね。これほど差が出るのはなぜだろうと思ったのです

が，何か思い当たる節はないでしょうか。 
事務局   越境大気汚染はかなり広域にやってきますから，本来，元岡局も西新局も越

境大気汚染の状況にそれほど差が出るものではないのではないかと思います。

元岡局はほかの場所とは違いまして，周りが田畑に覆われていますし，局所的

な環境も違いますので，原因はなかなか断定しづらいのですが，場所や地域的

な要因もあるのではないかと思っています。 
   また，風向は元岡局だけが東西の風が卓越するのですが，ほかの測定局は南

北の風が卓越している傾向があります。だいたい北西の風，南東の風というの

が福岡の場合に一般的な風ですが，そういう地形的な影響も一部あるのではな

いかとは考えております。 
      なぜかは分かりませんが，元岡だけが東西に風が動くということで，背振の

山などと関係もあるのかもしれません。また，糸島の方向に山脈の流れがある

ので，少し風向が違うのかなとも思います。西の風の影響を受けやすいという

地形的な要因も少しあるのかなと思っております。 
委員    山が南北の風をブロックするのですね。 
事務局   少しは影響があるのかなと思います。 
委員    田畑が多いから野焼きとかもあるのでしょうか。 
事務局   時々あります。 
委員    あと，資料 3 のところで，「光化学反応による二次生成」というのを分類の中

に入れていらっしゃいますが，光化学反応といえば光化学オキシダントを思い

つきます。光化学オキシダント，オゾンというのは PM2.5 の中に入るのです

か。 
事務局   PM2.5 は粒子で，光化学オキシダントは主に気体のオゾンなので別です。 
委員    気体ですよね。 
事務局   はい。PM2.5 は，もとは硫黄酸化物や窒素酸化物として排出されたものが，

光と反応して光化学反応を起こして PM2.5 になるものがございます。 
委員    オゾンとは別ということですね。光化学反応によりオゾン以外の粒子が何か

できるということですか。 
事務局   はい。 
委員    ちなみに，どのようなものができるのですか。 
委員長   光化学反応で二次的にできるというのは，窒素酸化物が大気中で酸化されて

できる硝酸塩粒子があり，それは完全に PM2.5 と関係があります。そのほかに

も炭化水素からできる有機炭化水素もありまして，これは OC といいます。オ

ゾンが高いと硫黄酸化物が硫酸イオンになりやすかったりするなど，反応で二

次的にできるものの割合は結構多いです。 
委員    中国ですが Full days と Only287days で少し違いが出ていますよね。北京な

どは特に大きいですね。この要因は何でしょうか。 
委員長   Only287days のほうが Full days より濃度が低いというのは，元旦から 10
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月 14 日まで足しているからで，そのあとの冬になると濃度が高くなるためで

す。 
委員    寒いからですか。 
委員長   冬の分が加算されて，濃度が高めに出るということです。 
委員    ありがとうございます。 
委員    PM2.5 を話題にする一番の理由としては，健康有害性ですよね。もちろん生

態系の影響もありますけれども。そういった意味では，急性と慢性というのが

あるのです。急性というのは短期的な曝露によってすぐ症状が悪化したりしま

す。慢性というのは長いスパンで，いろいろと異物を取り込んだりして病気に

なります。 
イベントというのは，結局年間を通すのではなくて，例えば 4 月の半ばなど

にコンパクトに 2～3 日ぐらい高濃度になるという，その短いスパンでも患者

さんによっては，人によっては，あるいは年齢によっては症状が出やすいとい

うのがあるわけです。なので，健康有害という側面で評価をするのであれば，

年間を通してというスパンじゃなくて，イベント的に高濃度の事例の研究をす

るのが，ある意味予防医学なり人体への影響を評価するにはより的確かなと思

います。 
その中では，例えば資料 4 の 3 ページを見ていただきますと，2 ページのほ

うに無機元素成分というのがあるのです。無機成分の中でもハザード元素とい

うのがあります。神経に働く例えばクロムなりマンガンなりヒ素なりといった，

そういったものを無機元素成分の中で取り出して，ハザード元素として，甚大

な有害度が高いものとして法律ができればと思いました。 
事務局   2 ページの表 2 の無機元素のところに，こういった成分については測定して

おりますので，データとしてはございます。ただ，濃度が大きくないというこ

とでこういう表し方をさせていただいておりますけれども，そういったデータ

を蓄積しながら，全国的な状況なども国のほうと連携して対応させていただき

たいと思っております。 
委員    よろしくお願いします。 
委員長   今の話に関係しますが，PM2.5 濃度がこれだけ減ると，病院にかかる子ど     

もの数が減るなどというのは先生が実感されておられますか。 
委員    私は成人の外来診療をしておりますけれども，福岡市の情報が開示されて，

「今までは何か分からなかったけれど，PM2.5 が高いから症状が出た」という

人が増えてきています。むしろまだ増える段階で，情報があるということ，イ

コール患者さんの増加のほうにつながっていて，実際に PM2.5 が減少してい

るということはあまりキャッチされてないと思います。 
      子どもに至っては，まだぜんそくの発作の回数が変化したかどうかは，当院

の小児科にお願いして調査データを出していただかないと分からないことでは

ないかと思っております。 
委員    子どもの話が出たので小学校ですけれども，PM2.5 と関係があるかどうかは       

分からないのですが，最近アレルギーの子が増えてきたなというのは感じてい
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ます。それは食物アレルギーだけではなくて，においのアレルギーとかですね。

物の中のいろんな接着剤や何かに関するアレルギーということで，学校自体に

行けないような子どもも出てきているということで，やはり体の中での何かの

変化が起こっているのだろうなと思います。その変化はもしかしますと PM2.5
と関係があるのかもしれませんけれども，そのような実態はあります。 

委員    先生が今おっしゃったのは化学物質になりますね。接着剤には VOC という

揮発性物質が含まれており，工作の時間に接着剤を使って，窓を閉めているの

で，そのにおいが充満して気分が悪くなって救急搬送されたというお子さんが

出ているということは事実です。 
      また成人で，いわゆる化学物質過敏症の方が，アレルギー科に来られるので

よく分かりますが，過敏症なのでその人によって閾値が違うので，みんなとは

別個に対応しないといけないというような子どもさんもおります。多分親の過

敏症体質の影響もかなりあるような気もします。 
      そういう体質がアレルギーかどうかは分からないのです。化学物質過敏症イ

コールアレルギーではないので，過敏症とアレルギーというのをこれから皆さ

んに知っていただきながら，過敏症の実態をもう少し調べていただきたいなと

思っているところでございます。 
委員長   どうもありがとうございました。ほかにございませんか。 
      どなたもございませんでしたら，私から 1 つコメントを言わせてください。

2 年ぐらい前に論文を書いていて，そこで何を言ったかというと，中国の PM2.5
の濃度が 20%下がると福岡の PM2.5 の濃度が 12％ぐらい下がると書いたので

す。例えば北京だと濃度が 50％ぐらい下がっているので，50％下がるとさっき

の計算だと福岡の濃度は 25～30％ぐらい下がるはずです。資料 1 の 2 ページ

でいくと 25％ぐらい下がっています。 
      なので，単純な計算はだいたい支持されていて，福岡で 6 年間に 25％～30％

下がるというのは，やっぱり中国の影響を考えたら，説明が付く範囲のことが

起こっているのではないかなと思います。 
委員    つまり中国が下がった分の 6 割ぐらい下がるのですね。確かにそうですね。 

  非常に分かりやすい。 
委員    実際にどんな対策をしているのですか。 
委員長   古い工場を止めるとか硫黄分の多い燃料を使わないとか，車を電気自動車に

替えるとか，あとは暖房用の石炭は使うのを抑制するとか，必要なことはもの

すごくやっていると思います。 
 

（３）PM2.5 の情報提供等に関する市民意識について 

委員長   それでは，議事の 3「PM2.5 の情報提供等に関する市民意識について」，事務

局のほうから説明をお願いします。 
事務局   資料の 6 になりますが，1 ページをご覧ください。「PM2.5 の情報提供等に

関する市民アンケートの結果について」です。 
      当調査は福岡市 PM2.5 予測情報の認知度や PM2.5 の理解度等について把握



12 
 

するとともに，平成 29 年 3 月に福岡市 PM2.5 予測情報の表示の見直しを実施

したことから，見直し結果について市民アンケートによる評価を行ったもので

す。 
      「2．アンケートの概要」ですけれども，調査地域は福岡市全域，調査対象は

福岡市内に居住する満 20 歳以上の市民，調査数は 1000 人。抽出方法は住民基

本台帳による 2 段階無作為抽出法，調査方法は郵送法によります。なお，期間

は平成 30 年 1 月 5 日金曜日から平成 30 年 1 月 22 日月曜日まで，有効回収数

は 487，回答率で 48.7％でした。 
      「3．アンケート質問内容」ですが，表の左端に示している分類としましては，

「PM2.5 についての基礎知識」「PM2.5 に関する情報提供について」「福岡市

PM2.5 予測情報の表示内容の変更について」「その他」の 4 つの分類で，全部

で 17 問にわたり質問しております。 
      3 ページをお願いします。「5．アンケート回答者の構成」です。一番上の円

グラフ，「性別」につきましては男性が 37.6％，女性が 59.5％，無回答が 2.9％
でした。真ん中の円グラフ「年齢別」については，40 代が 22.4％と一番多く，

続いて 70 歳代の 19.3％，60 歳代の 18.3％でした。一番下の円グラフ「疾患

別」につきましては，本人または同居人に呼吸器系疾患等を持つ方がおられる

のが 41.5％，いないが 52.6％，分からないが 2.7％でした。 
      2 ページをお願いします。「アンケート結果の概要と考察」です。それぞれの

アンケートの問いとその結果の詳細につきましては，4 ページ以降にお示しし

ております。概要にて抜き出している項目につきましては，それぞれ文章の最

後に問いの番号を記載しております。 
      （1）PM2.5 についての基礎知識についてですが，PM2.5 は 98.2％が「聞い

たことがある」と回答し，過去の調査結果と同程度の割合でした。PM2.5 に「不

安を感じている」と回答した人の割合は 8 割を超えており，過去の調査結果と

同程度の割合でした。PM2.5 の年間平均濃度が減少傾向にあるということにつ

いては，17.6％のみが「知っている」と回答し，過去の調査結果と同程度の割

合でした。 
      これらから，PM2.5 については以前大きく報道され PM2.5 という言葉は広

まりましたが，現状の正確な情報を入手できず，依然として不安に思っている

市民が多いことが考えられました。 
      次に（2）PM2.5 に関する情報提供についてですが，福岡市 PM2.5 予測情報

を「知っている」と回答した人の割合は 6 割を超えていました。福岡市 PM2.5
予測情報の入手手段としましては，「テレビ」「ホームページ」「メール」の順で

多い結果となりました。予測情報が提供された場合の対応は，「洗濯物を外に干

さない」「外出時にマスクをする」「部屋の空気の入れ替えを控える」の順で多

い結果となりました。 
      福岡市 PM2.5 予測情報は PM2.5 濃度の 1 日平均値の予測濃度に応じて，平

成 29 年 3 月 15 日から 2 段階のレベルで表示しておりますが，レベル表示の認

知度は 31.5％と低い結果となりました。これらのことから，福岡市 PM2.5 予
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測情報については，多くの市民が認知しており，行動の目安を参考にして行動

していると推測されました。レベル表示の認知度が低い理由としては，変更後

の予測情報の提供回数がアンケート調査を行った時点までで 4 回となっており，

少ないためと考えられました。 
      （3）福岡市 PM2.5 予測情報の表示内容の変更については，資料 6 の別紙 1

になりますが，「福岡市ホームページの PM2.5 予測情報の表示方法の変更につ

いて」をご覧いただきながら説明させていただきます。 
      福岡市 PM2.5 予測情報については，平成 29 年 3 月 15 日から別紙 1 の真ん

中に記載したとおり，表示を変更しております。変更後の PM2.5 予測情報につ

いて，見た目，予測濃度の程度，注意を呼び掛ける対象者，予測濃度に応じた

行動の目安の項目に分けて，別紙 1 の変更前と比べた見やすさ，分かりやすさ

を調査した結果，全ての項目において 7 割程度が肯定的な評価をしており，最

も肯定的な評価である「見やすくなった」，または「分かりやすくなった」は全

世代で最も高い割合となりました。 
      年齢別に見ますと，50～70 歳代の肯定的な評価がほかの年代に比べて割合

が低い傾向があり，自由記入欄では「文字が小さい」などの意見が多くありま

した。一方，否定的な評価は 4.7～7.8％と非常に少ない結果となりました。 
      福岡市 PM2.5 予測情報については全体の 7 割以上が今後の利用意向を示し

ており，情報を活用したことがない人も今後の利用意向は 6 割を超える結果と

なりました。これらから，変更後の福岡市 PM2.5 予測情報は，市民から高い評

価を得ており，多くの市民が利用意向を示しているものの，高齢者向けに文字

の大きさ等は検討の余地があると考えられました。 
      再度，別紙 1 をお願いします。これを踏まえ，別紙 1 の右側の「②変更後（平

成 30 年 3 月～）」に示しているとおり，まず文字をパソコンや携帯サイトで見

て支障がない範囲で大きくし，画像の色と文字のコントラストを明確にするな

ど，表示を改善しております。 
      説明は以上です。よろしくお願いします。 
委員長   どうもありがとうございました。それでは今のご説明に対してご意見，ご質

問等ございましたらよろしくお願いします。 
委員    すごく見やすくなりましたね。いいと思います。 
委員長   文字情報がどうしてこんなに見やすくなるのかと思って，すごく見やすいで

す。見やすいですが，注意喚起が出ないからみんな認知してないのですね。 
委員    今の状況では，なかなか PM2.5 の 1 日平均値は 70μg／m3を越えないでし

ょうね。 
委員長   70μg／m3を超えることは，ものすごく特異だと思います。 
委員    これまでありましたか。数年前に数回でしょうか。 
事務局   火災が原因などではあったと思います。 
委員長   熊本県ではあったかもしれません。 
委員    熊本県ですか。 
委員長   ただ福岡は，火事があったときに超えたことがありますね。 
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事務局   西のほうで廃棄物置場から火災が発生してとか，そういう特殊な事例はござ

います。福岡市における PM2.5 注意喚起は 26 年度に 2 回あって，29 年度に 1
回あります。29 年度は火災が原因です。また，29 年度が最後です。 

委員    14～15 年前は結構あったのです。 
委員長   その頃，PM2.5 は測ってなかったのではないでしょうか。 
委員    黄砂ですね。 
委員    黄砂が 2002 年にものすごく多かったです。 
委員長   多分，その頃は 2000 年とか 2002 年の頃だったと思いますけど，どこも  

PM2.5 は測ってないと思います。 
委員    テレビの報道番組で放送されていましたが，アメリカと中国の貿易戦争で，

中国でアメリカから物が入らなくなって，中国が自国で生産するものを増やし

たら，北京の大気汚染がひどくなって，真っ白になったというのが 1 カ月くら

い前に出ていました。これからどうなるのでしょうか。多分，あれは一瞬だと

思いますが，これからそういう貿易摩擦が続くと，また増えてくるのでしょう

か。 
事務局   しっかりと注視していく必要があるのかなと思っております。 
委員    自分たちで物を作るから多く排出してしまうということなのでしょうね。 
委員    そうですよね。自国で生産するということで。 
事務局   経済優先というところもあって，今まで対策を取っていたのが緩んだのかも

しれませんけども，そこは分かりません。 
委員長   2013 年ごろ大問題になった時の北京の濃度は，PM2.5 は 900μg／m3あた

りですから。 
委員    900μg／m3でしたね。 
委員長   そんなことは多分起こらないのではないかなと思うのです。昨日も高かった

ですが，80μg／m3とか 90μg／m3ぐらいなので，昔のような，そういう高濃

度というのは多分起こらないのではないかなと思いますね。 
委員    この間のテレビ画像ではすごかったですね。ガスマスクを付けてみんな歩い

ていました。またこのようになるのかなと思いながら，見ていました。 
委員    時期的なものもありますよね。今の時期は下降気流ですから，放射冷却で溜

まりますよね。だから冬場に濃度が高くなるというのは，もちろん出すという

のもあるし，溜まりやすいという 2 つの理由があると思いますけどね。 
委員    中国も暖房はガスに代わってきましたよね。 
委員    そのようですね。 
委員長   では，特にご意見がないようでしたら，今の状況で周知を続けていただけれ

ばいいのではないかと思います。 
委員    委員長，1 点だけよろしいでしょうか。 
委員長   はい。 
委員    資料 6 の 3 ページ，アンケート回答者の合計のところです。女性の方が圧倒

的に高いですよね。その下の年齢別の傾向から見たら，これは恐らくアンケー

ト回答者，男性と女性併せての年齢層ですよね。もしデータを使えるのであれ
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ば，女性だけの年齢別の集計がもし分かればと思いました。男女統合していて

も，40 歳代頃が圧倒的に多いです。恐らくですけど，ご自身のほうよりもお子

さんたちの健康，ぜんそくとかというのも結構気にされているのではないでし

ょうか。ですので，みんながみんな意識を持って健康管理をしっかりするのも

いいのですが，少しターゲットを絞ってもう少し積極的な，例えば講演あるい

はどこかに情報提供なりそういうのができればと思います。 
委員長   情報提供とかは多分，最後のほうで出前講座をするとか出てくるかと思いま

すが，これはサンプル数では男性と女性はだいたい同数ですか。年代別も多分，

基本台帳とだいたい同じくらいの構成比になっていて，30 代後半，40 代，50
代は子育ての主婦が多いから興味や関心が高くて，回答率が高いというのもあ

りますね。 
事務局   どういう方に対してより情報をしっかり伝えていくべきなのかということを

踏まえまして，今後の対応をしていきたいと思っております。 
委員長   どうもありがとうございました。 
 
（４）PM2.5 に関する情報提供および正しい知識の普及啓発に向けた対応について 

      それでは，次の議題 4「PM2.5 に関する情報提供および正しい知識の普及啓

発に向けた対応について」ということで，事務局のほうから説明をお願いしま

す。 
事務局   資料 7 をご覧ください。「PM2.5 に関する情報提供と正しい知識の普及啓発

に向けた対応について」です。 
      PM2.5 の平均値は減少傾向にあり，ほとんどの局で環境基準を達成している

にもかかわらず，市民アンケート調査では減少傾向にあることを知らない市民

の方が多く，PM2.5 に対して不安を感じている人も 8 割と多いことから，今後

も予測情報を提供するとともに，市民に対して出前講座などさまざまな機会を

捉えて，PM2.5 濃度が減少傾向にあることや，健康影響に関する最新の知見な

どの正しい知識の普及啓発を実施する必要があると考えております。 
      具体的には，まず「2．PM2.5 予測情報の提供」として，福岡市独自の PM2.5

予測情報を市のホームページ，防災メールなどの媒体を用いて提供しておりま

して，これを継続します。 
      資料 7，別紙 1 をご覧ください。現在の福岡市 PM2.5 予測情報の運用状況で

す。福岡市 PM2.5 の予測情報の発信回数については，福岡市の PM2.5 予測情

報の運用結果を表でまとめております。情報発信を開始した平成 25 年 2 月 15
日～平成 30 年 10 月 31 日までの通算で 63 回となっており，内訳としまして

は的中が 43 回，見逃がしが 22 回，空振りが 20 回となっております。 
      また，左から 3 列目の予測日数について年度別に見ますと，平成 25 年度，

26 年度の 19 日をピークに，減少傾向にあります。 
      このように発信回数は減ってきていますが，予測情報の利用実績については，

ホームページアクセス数が平成 29 年度で 530,019 件，福岡市防災メール登録

者が平成 30 年 11 月 16 日現在で 40,981 件,PM2.5 ダイヤル着信件数が平成 29



16 
 

年度で 29,708 件，ラインの公式アカウント登録者数が平成 29 年度末で 28,130
件となっており，多くの方々に利用されております。 

      資料 7 にお戻りください。次に「3．正しい知識の普及啓発について」です。 
（1）市ホームページによる広報につきましては，市ホームページにおいて

PM2.5 予測情報の提供を行っておりますが，市民アンケート結果において

PM2.5 に不安を感じている市民が多い一方，濃度が減少傾向にあるとの認知度

が低いことから，PM2.5 の最新状況などの正しい知識の普及啓発に向けて掲載

内容の見直しを行います。 
      （2）PM2.5 リーフレットの配布については，PM2.5 リーフレットを作成し，

窓口やイベントの際などに配布しておりますが，正しい知識の普及啓発に向け

て PM2.5 リーフレットの内容の見直しを行います。 
      リーフレット見直しの案については，別紙 2 をご覧ください。ベースは現行

のリーフレットの校正とし，内容としては「PM2.5 ってどんなもの？」「発生

源は？」など，PM2.5 の基本的な知識について説明しています。 
      次に見開きの左側ですが，「PM2.5 をどこで測定しているの？」で，測定地

点の説明，その下に「PM2.5 濃度の推移」を載せ，今回 PM2.5 濃度が減少傾

向にあるということをグラフ中に記載して目立たせようと考えております。次

に右側ですが，「PM2.5 の予測は？」や「PM2.5 のデータを調べるには？」と

いうことで，福岡市 PM2.5 予測情報についての案内を掲載しております。最後

に裏面には「PM2.5 についてよくある質問」や問い合わせ先を載せることとし

ております。 
      資料 7 にお戻りください。「（3）出前講座・パネル展の実施」については，福

岡市の PM2.5 等に関する大気環境について出前講座を実施しており，小中学

校，社会福祉施設，企業など，各種団体から申し込みを受け付けており，平成

29 年度は 8 回，延べ人数にして 187 人に実施しております。また，今年 7 月

に市役所庁舎 1 階の多目的スペースにてパネル展を開催し，PM2.5 等に関する

啓発を行っております。今後も引き続き出前講座・パネル展を実施してまいり

ます。 
      そして（4）花粉情報の提供については，新規事業となります。花粉症などア

レルギーを持つ市民に対して，黄砂・PM2.5・花粉の情報を一元的に提供する

ため，市ホームページに掲載することとしています。説明は以上です。よろし

くお願いします。 
委員長   どうもありがとうございました。それではただ今議事の 2 番，3 番等で明ら

かになった，PM2.5 がさらに減っているという状況を踏まえまして，今後，情

報提供や新しい知識の普及啓発にどのように取り組んだらいいかということに

つきまして，ご意見を頂ければと思います。よろしくお願いします。 
事務局   減少していることについて周知できていないというのが大きな課題であるの

かなと思っておりまして，関心が高ければ皆さん見にこられると思いますが，

最近関心も少し落ちてきておりまして，どう情報提供したらよいかなと思って

いるところでございます。 



17 
 

委員    回数が減っているわけですから，そんなに気にしなくてもいいのかなと思え

ば，当然知ろうとしないわけですよね。 
      でも先ほど先生のお話にあったように，患者さんは減っているわけではない

というか，逆に増えているようなイメージであるということは，回数は減って

いるけれどもやっぱり大きく影響が出る人が増えていますよというような，そ

ういう広報はあるのかなと思います。 
事務局   高濃度になって一般の方に注意を呼び掛けるというよりも，アレルギーなど

をお持ちの方に対して丁寧に呼び掛けていくという，これまでの福岡の情報提

供の基本となっているところを，先ほどターゲットをという形で言われたよう

な広報の仕方を工夫していく必要があるのかなとは思っております。 
委員長   ほかにどなたか。 
委員    先ほどの説明の中で，花粉情報の提供を新規に始められていくということで，

いつから始められるか，具体的なスケジュールがあったら教えていただけます

か。 
事務局   市の花粉の飛来が始まる時期までには，ホームページに掲載したいと思って

おりまして，2 月上旬の予定です。 
委員    ありがとうございます。 
委員    福岡県医師会の花粉情報は，福岡病院に送られてくる気象台からの情報，各

地の花粉捕集数，患者受信状況などを総合して医師のコメントを添えた情報が

作成されており，福岡県医師会のホームページで公開しています。マスコミに

よる花粉情報は全国的に気象情報と一緒に流れているのが常です。黄砂情報は，

今，気象情報とは離れているのでしょうか。 
委員    いいえ，私が言うのもなんですけど，気象情報と同じホームページに入って

いますね。 
委員    気象情報と一緒に入っているのであれば，それが一番良いと思います。 
事務局   さまざまな方がいろいろなところに情報を取りに行くにあたって，1 カ所に

いれば全てが見えるという形を取りたいなということで，アレルギーの方への

呼び掛けをしている中で，花粉についても情報を併せて参照していただこうか

なという趣旨でございます。気象台を見にいかれる方もおるし，この PM2.5 情

報を見にこられる方もおられるということで，いろんな情報がそこに集まると

いう形を取らせていただければと思っております。 
委員長   ほかにどなたか。 
委員    PM2.5 のリーフレットのことですが，下半分の「PM2.5 の発生源は？」とい

うところに，普通乗用車からイメージ的に PM2.5 がダイレクトに出ているよ

うな感じが受けられます。本当はガソリンを使う普通乗用車は全く出ないので

す。なので,タイトルを「PM2.5 とその原因物質の発生源」というのが正しいか

なと思いますが，いかがでしょうか。 
委員    車からは PM2.5 は直接出ないのですか。 
委員    ガソリンを使う普通乗用車からは出ないですね。 
事務局   トラックからは出ますけれども，普通乗用車からはガスとして出たのが反応                             



18 
 

して PM2.5 となります。 
委員    なので，「PM2.5 とその原因物質の発生源」というのが正しいかなというと

こでしょうね。 
事務局   そのあたりの正確性をもう少し考えてみます。 
委員    あと，予測情報発信件数のところですね。残念ながら的中が 43 回というこ

とで，見逃しと空振りがそれの半分ぐらいということですけれども，前日取っ

たデータに基づいて，計算的に高くなるだろうということで予測をされている

のですか。 
事務局   統計的に過去のデータの蓄積があるので，統計的に当日朝の実測値がこれぐ

らいの時には日中はこの程度の濃度が予測されますということで一日平均値を

予測しています。 
事務局   空振りが多いのはある程度，危険側で情報提供するほうが望ましいだろうと

いうことで，見逃がしを少なくするというような観点で統計的な数値を見て設

定しておりますので，多少空振りが出てくるのは覚悟の上でございます。 
委員    前回の委員会で個人的に意見を出させていただきましたが，私は韓国人なの

でよく韓国と共同研究を去年も季節ごとに行います。一方では，毎日韓国の予

測の動向も一応見ています。 
      ですので，実質的に予報の精度を上げるためには何か協定を結んで，韓国の

観測データを事前に入手できるので，風速にもよりますが，釜山からだと 7～
8 時間，もちろん上空の風が 10 メートルぐらいだったら 4 時間ぐらいで入っ

てきます。そういった国同士で情報提供を行うことで，もっとデータの情報の

共有をするなど，将来的には中国が原因であれば，風下にある影響を受ける側

として，意見を統合して主張するためにもそのような取り組みがいいと思いま

す。 
事務局   私どもも，オキシダント濃度が高くなって注意報を出すか出さないかという

時には，長崎のデータや韓国のデータなどを見ながら対応を準備していますが，

数時間でということになるので，なかなか前もって情報を出すというところは

難しいというような状況の中で，今このような予測の形にさせていただいてお

ります。情報網が広がっていけば，そういったものも活用しながら精度を上げ

ていくということを検討させていただきたいと思います。 
委員    ぜひともよろしくお願いいたします。 
委員    資料 7 の（3）に出前講座のことが書いてありますけれども，教えていただき

たいのは，昨年度，実際に小中学校でどれぐらいの出前授業が実施されたのか

ということと，もし出前授業が実施されるとしたら，どれぐらいの時間をかけ

て，あるいは内容で実施していただけるのかということを教えていただきたい

と思います。 
事務局   小中学校で 4 回ほど行っており，オーダーがあれば，例えば 1 時間してほし

いという話なら 1時間でやりますし，2時間がいいと言えば 2時間でやります。

そこはある程度要望に応じて対応しておりますが，だいたい 1 時間ぐらいが多

いようです。 
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委員長   ほかにいかがですか。 
委員    2013 年北京で高濃度のＰＭ2.5 が停滞して健康に影響を及ぼしたイベントが

ありましたが，その時に北京の日本領事館の方から，いろいろな話題が日本に

入ってきました。それらを私はずいぶん勉強させていただきました。その時に

中国，韓国，台湾，日本で，子どもたちのために集まって，未来のために会合

をして今の現状を改善していこうというのが掲げられていました。その後，ど

なたがどういうふうにしてあるのかという情報はご存じないでしょうか。 
委員長   私はその状況は把握していません。 
事務局   福岡市も把握はしていません。 
委員    そうですか。その時はスライドも作ってあって，一般的な PM2.5 の話だけで

はなかったようです。ごみを捨てないという話から，そういう話の中に PM2.5
があって，教育という意味で掲げられていました。 

事務局   あの騒動があってから，邦人の安全確保という観点から国がその時いろいろ

動いておりましたけど，それを継続的に行っていたかどうかは承知していませ

ん。岸川委員  暴露した直後の症状ですが，さきほど言われた慢性の発ガン

などのことも併せて，それらの項目だけは作っておかれて，問題となったとき

にすぐ対策を取れるように，人への影響のところに急性と慢性という形をどこ

かに表してはいかがでしょうか。慢性はまだ私どもは把握できておりませんけ

れども，将来は分からないので，もう今のうちから準備も考慮していただけた

らと思います。上海のほうではすでにガンの原因として指摘されています。最

終的には人への影響になりますので，そういう幅を広げていただけると，調査

をしている方が調査しやすいのではないかと思いました。 
事務局   ありがとうございます。 
委員長   どうもありがとうございました。ほかにどうでしょうか。 
委員    リーフレットですけれども，「PM2.5 は有害なの？」というところですが，     

今，言われたように短期暴露の影響があるので，もう少し正確にここを書いた

ほうがいいと思います。この辺が一番やっぱり皆さんが知りたいところかと思

います。急性の心筋梗塞が起こるなどです。 
      この間，大気環境学会で話が出ましたが，もう少し正確に書いたほうが市民

の皆さまのためになるのではないかなと思いました。 
委員長   その点はあんまり不安をあおらないくらいの正確さで書いていただいたほう

がよいと思います。 
委員    ではその辺を考慮してください。黄砂とか PM2.5 などの濃度が高くなると，

翌日からぜんそくの人は症状が悪くなるというのがあります。慢性的には大丈

夫ですよね，長期的にはがんなどがありますが，急性に関してはぜんそくとか

心筋梗塞とかそういう持病を持っている人は症状が出やすい，その辺をやわら

かくあおらないように，記載して頂ければと思います。 
事務局   不安をあおらないというのと，適正にリスクについて知っていただくという

ことがやはり大事なところだと思いますので，リーフレットの表現については

少し検討させていただきたいと思います。 
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委員長   その点よろしくお願いします。 
      あと予報システムですけど，一年間で昔は 19 日も出ていて，また出たかと

思いましたが，最近年 2 日や 3 日しか来ないので，だから市民の人は「動いて

いないのではないか，システムが故障したのではないか」と言う人がいるぐら

いなのです。 
      例えば，減ったということを周知するためには，月に 1 回，「今月の平均濃度

はこれぐらいで何とかでした」という，月例報告みたいなものを定期的に流し

たらどうですか。そうするときっと，「減っているのだ。きれいだな」と市民が

認識するのではないかと思います。システムの変更を伴うかもしれないですが。

月のサマリーとか 2 ヶ月のサマリーを入れると，システムが動いていると思う

人もいますし，きれいだなと思うのではないでしょうか。その辺を検討してい

ただけたらと思います。 
委員    ちなみにリーフレットは作り直す予定はあるということですか。 
事務局   そうですね。今から作成します。 
委員    いつごろできますか。 
事務局   今年度中には作成します。 
委員    ちょうど 1 月，2 月ぐらいにこういうのを市民の皆さんにお伝えする機会が

ありそうなので，できたらください。講演会等でご紹介させていただき，ぜひ

配りたいです。 
事務局   ぜひ。ありがとうございます。 
委員    まだリーフレットが完成していなければのことですが，環境省の基準。をい

れていただけたら良いと思います。 
事務局   そうですね。環境基準の数値である年平均値 15μg／m3と日平均値 35μg／

m3というのは，確かに抜けていますね。 
委員    確かあの中に弱者のことが書いてありましたよね。小児とか慢性呼吸器疾患

などの方は，ほかの方よりも先に注意してくださいみたいに書いてあったよう

な気がします。 
事務局   そうですね。今も環境基準のことを少し書いていますが，見やすくしたいと    

思います。 
委員    もしまだできていなければですが，リーフレットの一番最初の段で，PM2.5

は黄砂よりも小さいと思うのですが，下段の「PM2.5 の源発生源は」のところ

で，黄砂と書いてあります。だから，小さな黄砂と書いたらいいのかなと思い

ました。平均的な黄砂は 4 ミクロンですよね。 
事務局   小さい黄砂があるので，PM2.5 が上がるというふうに書くということでしょ

うか。 
委員    考えたら，砂粒だから小さいのも大きいのもあるだろうと分かりそうですが。

上段の大きさの比較のところには，黄砂が約 4 ミクロンと書くのはいいと思い

ますが，下段には小さめの黄砂などと記載するなどはどうかと思います。 
委員長   よろしいでしょうか。 
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（５）その他 

委員長   だいぶ時間が押してきていますので，議事の 5「その他」ですが，その他に

ついては福岡管区気象台より「黄砂に関する情報の充実について」という情報

提供がございますので，福岡管区気象台の地球温暖化情報官よりご説明をお願

いします。パワーポイントでお話しください。 
委員    今回，情報提供のお時間をいただき，ありがとうございます。 
     私からは「黄砂に関する情報の充実について」ということでお話しさせていた

だきます。実は 1 月下旬に正式に始まりまして，恐らく 1 月中旬ぐらいには気

象庁本庁のほうから報道発表されると思いますが，その前にこの検討委員会で

ご説明して，情報提供させていただきます。画面だけの説明になりますので，

よろしくお願いします。 
      気象庁では，PM2.5 ではなくて黄砂を観測して予測情報を公表していますが，

自治体における黄砂対策の効果的な実施を支援するために，黄砂情報を充実さ

せる予定です。 
      黄砂情報の充実は 2 段階ありまして，まず平成 31 年 1 月下旬ごろにひまわ

り黄砂監視画像の毎時間提供開始により，直観的な把握が可能になります。こ

れは後で詳しく説明させていただきます。 
      そのあと平成 31 年度末 3 月ごろに黄砂解析予測図の新規提供を実施すると

いうことで，予測図のほうでは過去から将来まで連続的にご覧になれるように

して，対象地域を中国の西のほうまでエリアを広げて黄砂の発生の状況も分か

るようにしたいと思います。 
      ひまわり監視画像の毎時間提供開始のご説明をさせていただきます。これは，

日本に飛来する黄砂，平成 30 年 3 月 29 日の画像を動画にしたもので，こうい

ったものをこれから提供するというイメージ画像ということになります。監視

画像は 2 種類ありまして，トゥルーカラー再現画像という，人間の目で見てい

るように色を再調整して合成しています。黄砂は茶色で表示されています。夜

になると赤外画像の合成ですので暗くなってきますけれども，昼間の時間帯で

は分かりやすい色になります。 
      こちらが RGB 合成画像，ダスト画像といいまして，雲の状況だったり地面

の状況だったりといろいろ工夫をしていまして，マゼンタが黄砂と火山灰の表

示になっています。ひまわり黄砂監視画像を動画で見ることによって，黄砂を

面的な分布で直観的に把握することが可能です。ひまわりが新しくなって，こ

ういうこともできるようになりましたということになります。 
      事務局の最初の説明で，越境大気汚染の確認のフローというのがあり，常日

頃，気象台の情報を使っていただいておりますが，このような画像を見ていた

だけると確認もしやすくなるのかなと思っております。 
      気象庁のホームページ，現在はこちらの黄砂観測実況図において黄砂を観測

したポイントで色が付きます。予測図では，地表付近の予測図と大気中の総量

の予測図があります。平成 31 年 1 月からは，監視画像のトゥルーカラー再現

画像と RGB 合成画像の 2 種類の画像を 1 時間ごとに更新します。 
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      もしよろしければ，これが始まりましたら，福岡市さんのホームページから

もリンクしていただけるとありがたいと思っております。新しい監視画像は毎

時で過去 3 日間，72 時間を 1 時間ごと表示しますので，黄砂が来た時に，少し

前の時間帯からさかのぼって，画像を戻して確認してもらうというような使い

方もできるのかなと思っております。 
      監視画像は 2 種類ありまして，トゥルーカラー再現画像と RGB 合成画像の

切り替えをしております。トゥルーカラー再現画像が一番見やすくて使いやす

いのかなと思いますが，少し弱点があります。太陽光が届いている地域という

のは色が分かり，この画像では黄砂は茶色で色を付けますが，夜の時間帯にな

るとそれも分からなくなります。それをカバーするために，こちらの RGB 合

成があり，24 時間黄砂が把握可能となります。トゥルーカラー再現画像はアメ

リカの海洋大気庁との共同開発でやっておりまして，これを使われる場合には，

参考文献の表示等もお願いしたいと思います。詳細はこの後ろにのせています

けれども，これも気象庁のホームページでも掲載される予定ですので，皆さま

で使われる場合にはこちらを使っていただければと思っております。 
      まとめますと，31 年 1 月下旬に気象庁のホームページでこういった「ひまわ

り監視画像」を毎時提供いたしますので，いろいろな研究や実況把握などに使

っていただければと思っております。私からは以上です。 
委員長   どうもありがとうございました。皆さまからのご意見をいただく前に，福岡

市のほうから何かございますか。 
事務局   福岡市でホームページ等により発信している黄砂の情報についてですけれど

も，これは気象庁さんの黄砂予測モデルを利用させていただいておりまして，

そのモデルが予測した今日と明日の黄砂濃度を見通しに換算しまして，見通し

が 10 キロ以下の時に情報発信させてもらっています。 
      それで今回のお話を聞かせてもらいまして，実況に関する情報提供だけに留

まらず，予測モデルの更なる精度の向上にもつながるのではないかなと期待を

しながら見させてもらいました。今後とも連携して情報提供していきたいと考

えておりますので，よろしくお願いします。 
委員長   どうもありがとうございます。気象庁のモデルは衛星データが追加される 

ということでございますが，ご質問やご意見がございましたらお願いします。 
委員    予測の精度は上がるのですか。 
委員代理  予測のほうは平成 31 年度末までにシステムを新しくするので，それまでは

今までどおりになりますけれども，システムを新しくすると，おそらく精度は

上がるのではないかと期待しております。 
委員    それと監視画像が 2 種類ありますが，左のトゥルーカラー再現画像を使う場

合はこれまでのように「気象庁ホームページより」とか書けばいいわけですよ

ね。右の RGB 合成画像を使う場合には，例えばテレビで使う場合には具体的

には何を書くのでしょうか。ホームページを見たらいいでしょうけど，さっき

小さくて読めなかったです。 
委員代理  左のトゥルーカラー再現画像を使う場合で，論文などに使われる時などは，
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しっかり参考文献等を書いていただければと思います。 
委員    トゥルーカラー再現画像のほうなのですね。右の RGB 合成画像ではなく左        

のトゥルーカラー再現画像を使う場合に，きちんと書いてくださいということ

ですね。右の RGB 合成画像は少し使いづらい感じはありますね。 
委員代理  右のRGB合成画像は，長い時間動かす時はこれがいいのかなとは思います。

それぞれの使い道に応じて使っていただければと思います。 
委員長   ほかにどなたかございますか。ご質問等ございませんか。ホームページには

この動画が出るわけではないですよね。 
委員代理  画像には小さい字ですが，動画表示の文字があります。 
委員長   今のひまわりだと何分ごとの動画になるのですか。 
委員代理  この動画は，最近 48 時間までの画像を 1 時間ごとに動かせると思います。 
馬委員   一番左側の観測実況図では，スポットの位置関係は観測所の位置だけですか。 
委員代理  そうです。日本では気象台のある場所で観測しています。 
委員    観測は目測でするのですか，機械ですか。 
委員代理  目測です。 
委員    では個人差というのがかなりあるのでしょうか。 
委員代理  ただ，迷う時は，必ず複数人で確認します。 
委員    人工衛星のことですが，結局は少し対象領域の幅を広げたということ，あと，

人間が見るのに見やすくするための色を茶色に変えたということですよね。 
      基本は，信号から見てこのように取られるのではなくて，信号を処理してこ

の流系だから恐らく黄砂だろうと，あるいは雲だろうということで，信号を再

処理し，それを見やすく茶色にしたという感じですかね。 
委員代理  信号を処理した結果，黄砂は茶色になりました。ひまわりの画像が新しくな

っていろいろな情報が増えましたので，それを加工して，黄砂が見やすくなり

ました。 
委員    もう少し黄色く色を付けてくれたら分かりやすいですよね。雲かなと思いま

すよね。 
委員代理  帰ってから，こういうご要望があったと伝えます。 
事務局   こちらのほうに「雲に覆われて判別できないことがあります」と書いてあり

ますが，左側の画像に雲が結構あるのですが，どの程度まで判別できるという

か，相当雲に覆われても判別できるようなものでしょうか。 
委員代理  そうですね。よっぽど厚い雲だったら本当に消えてしまうのかも知れないで

すが，ある程度の雲だったら分かるという感じです。 
委員長   専門家ではないですが，右側の画像は人工衛星の熱赤外の画像を使っていて，

黄砂の表面は熱赤外のデータが取れるのですね。ですので，もし黄砂が雲に覆

われているとそこしか見えないですね。だから黄砂が下にいるけど上に雲があ

ったりすると，RGB 合成画像のほうは黄砂だという判定にならないのです。雲

に覆われて判定できない，判別できないというのはそういう意味だと思います。 
事務局   全ては光が通らないと駄目だということですね。 
委員長   そうです。そこの温度を見ているわけですから，晴れている時はきちんと見
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えるけど，上のほうに薄い雲があると黄砂が見えないということになります。 
委員    本当は実測機としてライダーってありますよね。それも中国・韓国のネット

ワークを取っているので，それこそ間違いなく高度ごとの情報というのはだい

たい取れるはずなので，これと組み合わせてみると対応できるのですよね。 
委員代理  そうですね。まさにそのデータで検証して，色を付けるように対応している

という状況です 
委員長   大変公開されるのが楽しみですが，特にご意見はございませんか。だいぶ時

間も押していますので，特にないようでしたらどうもありがとうございました。 
      特にご意見がございませんようですので，「その他」について事務局のほうか

ら何かございますか。 
事務局   本日の議事録につきましては，委員の皆さまにご確認をいただいた後，ホー

ムページで資料とともに公開いたしますので，よろしくお願いいたします。 
      それから委員の皆さまにおかれましては任期が平成 31 年 2 月末までとなっ

ておりますが，任期期限の前に更新手続きをしていただこうと思っております

ので，こちらも引き続きお願いいたします。以上でございます。 
委員長   どうもありがとうございました。一応 2 月末までが任期なので，PM2.5 が高

いかどうか分からないのですが，更新手続きをさせて頂きたいということです。 
      それでは，今日用意している議事が全て終わりました。最後に委員の皆さま

から，何か今後のことも含めてご意見等ございませんか。 
委員    先ほど，人への影響ということで循環器の疾患が抜けているようです。公衆

衛生をやっておられて，そんな疾患を調査している方が学識経験者として入ら

れると，疾患の抜けとか，直後・長期・元慢性というような観点からも整理し

ていただけるのではないかと思います。 
      疫学をやっておられる方が学識経験者で入られると，さっきのような抜けが

なく，しかも安全に，皆さんにあまり不安を与えずにこういう情報提供もでき

るのではないかと思います。 
事務局   ありがとうございます。 
委員長   ただ今のご意見を参考にされて，新しい委員を選ばれる可能性がある時に検

討していただきたいと思います。ほかにどなたかございませんか。 
      特にございませんようでしたら今日の議事を終了して，進行を事務局へお返

ししたいと思います。 
 
３．閉 会 

事務局   委員の皆さま，活発なご議論をありがとうございました。最後に環境監理部

長よりごあいさつを申し上げます。 
事務局   本日は PM2.5 の情報提供につきまして，貴重なご意見を賜りまして感謝申

し上げます。 
      先ほど委員の方からもございましたが，中国での影響とかそういったことも

今後しっかりと見ながら，また情報提供をしていく必要があるのかなと思って

おります。 
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      福岡市で実施しております日平均値 35μg／m3を超えたところでの情報提

供というのは，ほかの都市でも参考にされながら広がっているということでご

ざいますので，しっかりと継続していきたいと思っております。 
      また，アレルギーなどをお持ちの方にとっては貴重な情報であるということ

でございますので，しっかりと丁寧にリスクコミュニケーションをしながら，

やっていく必要があるのかなと思っております。頻度も少なくなってきている

ということも踏まえまして，情報提供のあり方については本日頂きましたご意

見を参考にさせていただきながら，努めていきたいと思っております。 
      また，リーフレットについてはまだできておりませんので，今日だけではな

くて持ち帰っていただきまして，アイデアなどがございましたら事務局のほう

に教えていただければと思っております。 
      最後になりますが，来年 2 月に委員の改選ということで，委員の皆さまには

大変お忙しいことと存じますが，引き続きご指導いただきたいと思っておりま

すので，どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございま

した。 
事務局   以上をもちまして，平成 30 年度福岡市 PM2.5・黄砂影響検討委員会を閉会

させていただきます。皆さまありがとうございました。 
 


