
会 議 録 

 
１ 会議名 平成２３年度第１回木更津市環境審議会 

 

２ 開催日時 平成２３年７月２７日午後２時から午後４時まで 

 

３ 開催場所 木更津市役所６階会議室 

 

４ 出席者名  

委員：國吉俊夫、宮木康弘、神田豊彦、堤一之、冨沢道博、中村明広、 

本吉光隆、市川悟、齋藤幸江、酒井薫、澤田成雄、山口和江、 

水戸部昌弘 

事務局：竹内喜久夫（環境部長）、 久良知篤史（環境部次長）、 

 露崎辰弥（生活環境課長）、 星野聡(生活環境課副課長)、 

時松和弘（生活環境課副主幹）、 長谷川和弘（生活環境課技師） 

 

５ 議題等及び公開又は非公開の別 

・環境審議会の設置目的及び審議事項について(公開) 

・会長、副会長の選出について（公開） 

・木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の一部改正に

ついて(公開) 

・報告事項 

（１）昨年度の環境調査の結果について（公開） 

（２）木更津市における放射線量等の測定結果について（公開） 

６ 傍聴人 ０名（定員１０名） 

 

７ 発言の内容 別紙のとおり 
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司会(課長)：これから会議に入るわけでございますが、木更津市審議会等

の会議の公開に関する条例第３条「審議会等の会議は、これを公開とす

る。」の規定により、審議会は原則公開となっております。また、会議録

につきましても、市のホームページ及び市役所２階行政資料室において、

公開することとなっておりますので、あらかじめご承知下さいますよう

お願いいたします。 

なお、本日の審議会は、委員１８名中、１３名のご出席をいただいて

おり、過半数に達しておりますので、「木更津市環境審議会規則」第３条

第２項の規定により会議は成立しております。 

今回初めて当審議会の委員になられた方もおいでですので、議事に入

ります前に、審議会の設置目的、審議事項等につきまして、事務局から

説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

・環境審議会の設置目的及び審議事項について 

事務局：それでは、環境審議会の設置目的及び審議事項について、説明い

たします。前期から引き続き審議会の委員をお引き受けいただいた方に

は、前回会議での説明の繰り返しになりますが、今回はじめて当審議会

の委員をお引き受けいただいた方もいらっしゃいますので、ご容赦いた

だきまして、まず当審議会の設置の経緯から説明させていただきます。 

当審議会は、平成１３年４月に設置されております。 

それ以前には、公害対策審議会、これは当時の公害防止条例に基づく

ものでございまして、昭和４５年設置されております、と、いわゆる水

道水源保護条例に基づき、平成７年に設置された水道水源保全審議会の、

２つの審議会がございましたが、公害防止条例を環境保全条例に改正す

る機会にあわせて統合したものでございます。 

当審議会の設置根拠につきましては、資料１といたしまして事前にお

配りしたものをご覧いただきながら説明させていただきます。 

まず、資料１の１ページをご覧ください。 

環境基本法の抜粋ですが、第４４条に、「市町村の環境の保全に関す

る審議会その他の合議制の機関」という項目で、「市町村は、その市町

村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等

のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学

識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置

くことができる。」と規定しております。 
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この規定に基づきまして、木更津市の環境保全条例第５３条、３ペー

ジの中ほどになります、に、環境審議会の設置とその目的を定めており

ます。 

第５３条の、「環境基本法第４４条の規定により、」以下の条文にある

とおり、当審議会の設置の目的は、「環境の保全に関して、基本的な事項

を調査し、必要な事項を市長に答申又は建議等する」こととなります。 

では、具体的には何か、ということになりますが、それが続いて説明

いたします、審議事項ということになります。 

ご審議をお願いする内容につきましては、私どもの所管しております、

「環境保全条例」と「小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する

条例」で規定しております。 

まず、環境保全条例の方から説明いたします。 

資料の２ページをご覧下さい。 

環境保全条例の第８条に、「環境基本計画の策定」という項目がござ

いますが、ここで、「市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、木更津市環境基本計画（以下「環境基本計画」と

いう。）を定めるものとする。」としておりまして、第３項で、「市長は、

環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ木更津市環境審議会の

意見を聴かなければならない。」、また、第５項では、第３項の規定を環

境基本計画の変更について準用することとしております。 

したがいまして、環境基本計画の策定及び変更する場合は、当審議会

のご意見を聴くことになります。 

なお、環境基本計画については、平成１５年３月に既に策定しており

まして、計画期間は平成１５年度から２７年度までとしてございますが、

予定では来年度以降、数年を掛けて見直すこととしておりますので、そ

の際には審議会への諮問が行われることになるものと考えております。 

次に、規制基準の関係でございますが、第３２条に「規制基準の制

定」という項目がございまして、「市長は、公害を防止するために必要な

規制基準を規則で定めるものとする。」、その第２項で、「市長は、前項の

規定により規制基準を定めようとするときは、木更津市環境審議会の意

見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするとき

も同様とする。」と、規定しておりまして、新たに規制基準を定める場合

や、変更、或いは廃止する場合は、当審議会の意見を聴くことを定めて

おります。 
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続きまして、３ページをご覧下さい。 

第４５条で、規制基準に適合していない場合の改善命令について規定

してございます。 

第４５条では、「市長は、特定施設等（騒音又は振動に係るものを除

く。）に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当

該ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定

めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。」、そ

の第２項で、「市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従

わないときは、木更津市環境審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用

の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。」、と規

定しております。 

これは、立ち入り調査を実施した際などで、工場等から排出されるば

い煙等が規制基準を超えて排出されたことが確認できたので、市が工場

等に改善命令に行ったが、工場側が、命令に従わなかった場合について

は、当審議会の意見をお聴きして、施設の使用または作業について一時

停止命令を出すことができる、ということでございます。 

以上が環境保全条例のなかで審議会の意見を伺うことが定められたも

のでございます。 

なお、前回の審議会でご指摘のありました、「審議会の意見を聞かな

ければ一時停止命令は発令できないのか」というご質問に対する回答で

ございますが、命令は行政機関からの命令として市長から発しますので、

緊急を要する場合は審議会にお諮りする前に命令を出すこともありえる

と考えておりますが、その際には命令発出後速やかに審議会にお諮りす

ることとなるものとご理解いただきたいと考えております。 

続きまして、小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例で

ご審議をお願いする内容について、説明いたします。 

資料の５ページ、第７条をご覧下さい。 

「水道水源保護地域の指定等」という項目で、「市長は、小櫃川流域

に係る水道水源及びその上流域において水質を保全することが必要と認

められる地域を水道水源保護地域として指定するものとする。」、その第

２項で、「市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらか

じめ、木更津市環境保全条例（平成１２年木更津市条例第４４号）第５

３条に規定する木更津市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を

聴かなければならない。」、また、第４項で、「前２項の規定は、市長が水
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道水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合において準用す

る。」、と規定されておりまして、水道水源保護地域の指定、変更、解除

について、当審議会の意見を聴くことが定められております。 

続きまして、第８条の排水基準につきまして、「水道水源保護地域に

おける排出水の汚染状態についての排水基準は、次の各号に掲げる対象

事業場の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。」、第３項で、

「市長は、第１項の規定により排水基準を定める場合は、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。」、第４項で、「前項の規定は、排水

基準を変更しようとする場合において準用する。」、と規定しております。 

先ほどの環境保全条例の規制基準同様、排水基準の設定、変更の際に

は､当審議会の意見を聴くことを定めたものでございます。 

以上、大きくまとめますと、 

・環境基本計画の策定、変更 

・基準の制定、変更 

・一時停止命令の発令 

が条例で定められた環境審議会の審議事項、言い換えれば具体的に明

文化されている審議事項、ということになろうかと思います。 

そのほかに、先ほど申し上げました審議会の設置目的である「環境の

保全に関して、基本的な事項を調査し、必要な事項を市長に答申又は建

議等する」に該当する事項といたしまして、環境影響評価の手続きの中

で、市町村長が千葉県知事に意見を述べるにあたって、その意見形成に

ついて、ご審議いただいております。 

みなさまご承知のとおり、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある一

定規模以上の事業につきましては、環境影響評価法、また千葉県の条例

である環境影響評価条例によりまして、事業実施前に、環境影響評価、

環境アセスメントとも申しますが、それを行うこととされております。 

この環境影響評価の手続きのなかで、事業者が「環境影響評価方法

書」と「環境影響評価準備書」を作成した際に、都道府県知事は、事業

の影響が及ぶと思われる地域に該当する市町村、「関係市町村」と表現さ

れますが、この市町村長に対し、環境の保全の見地から意見を求めるこ

とが規定されております。 

この市長意見の作成、提出にあたり、当市では審議会に諮問し、答申

をいただいております。 

最後に、環境審議会の開催状況について申し上げますと、案件の有無
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により年度ごとの開催回数にかなりの差がございます。 

本日は、後からご説明申し上げますとおり、水道水源保護条例の一部

改正等につきまして、ご審議いただくこととしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

・議題 会長、副会長の選出について 

司会：それでは、議事に入ります。 

まず、次第にお示ししております、会長、副会長の選出についてでご

ざいます。 

会議の議長は、木更津市環境審議会規則第３条第１項の規定により会

長が務めることとなっておりますが、本日の会議は、今年度審議会委員

として委嘱させていただきましてから、初めての会議でございますので

会長、副会長が決まっておりません。 

そこで、会長が選出されるまでの間、議事を進行いたします仮議長が

必要となります。 

ここで、慣例によりまして、竹内環境部長が仮議長を務めさせていた

だきたいと存じますので、ご了承下さるようお願いいたします。 

竹内部長、仮議長席へ移動お願いします。 

仮議長（部長）：ただいま説明がありましたとおり、皆様に委員をお願い

いたしまして初めての会議でございます。 

会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、座らせていただいて議事を進めさせていただきます。 

それでは会長選出を議題といたします。 

木更津市環境審議会規則 第２条第１項の規定により、「審議会に会

長及び副会長を各一人置き、委員の互選によりこれを定める。」ことと

なっております。選出方法は、いろいろとございますが、いかがいたし

ましょうか。 

【「推薦」との発言あり】 

ただ今、堤委員から「推薦」によるとのご提案がございました。 

他にご意見はございますか。 

【意見なし】 



 6 

他にご意見がないようでしたら、委員各位のご賛同をいただき、推薦

により会長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」の声】 

「異議なし」のご発言がございましたので、ご賛同いただけたものと

し、会長は推薦により選出することとさせていただきます。 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

【「本吉委員を推薦」の発言あり】 

堤委員から、会長に本吉委員を、との推薦がございました。 

委員各位のご賛同をいただければ、会長に本吉委員を選出いたしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

「異議なし」のご発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、

会長に本吉委員を選出いたします。 

選出されました本吉委員におかれましては、ご多忙の折、誠に恐縮に

存じますが、どうぞよろしくお願い致します。 

以上を持ちまして仮議長の職を解かさせていただきます。 

議事進行にご協力頂きまして、ありがとうございました。 

司会：それでは本吉会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

では、ここで本吉会長からごあいさつをお願いいたします。 

【 会長あいさつ 】 

ありがとうございました。 

それでは、木更津市環境審議会規則第３条第１項の規定であります、

「審議会の会議は、会長が議長となる。」との規定によりまして、本吉会

長、議事進行のほど、よろしくお願いいたします。 

会長：それでは、引き続き会議を進めます。 

皆様のご協力をいただきまして、会議を円滑に進めて参りたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

では、まずはじめに、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条

例」施行規則第６条の規定により、会議録の内容について審議会等が指
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定した者の確認を得ることとなっておりますので、会議録署名委員を２

名選出したいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

意見がないようですので、会長一任でよろしいでしょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

ありがとうございます。 

「異議なし」との声がありましたので、私から指名させていただきま

す。 

中村委員、山口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

それでは、次に議題の「副会長の選出について」をお諮りいたします。 

選出方法は、いろいろとございますが、いかがいたしましょうか。 

【「推薦」との発言あり】 

ただいま、堤委員から「推薦」との提案がございました。 

他にご意見はございますか。 

他にご意見がないようでしたら、委員各位のご賛同をいただいて、推

薦により副会長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

【「國吉委員を推薦」との発言あり】 

ただいま、堤委員から、副会長に國吉委員を、との推薦がございまし

たが、他にございませんか。 

國吉委員は、市議会の経済環境常任委員会の委員長であり、当審議会

と密接な関係がありますので、適任かと存じます。 

それでは、委員各位のご賛同をいただければ、副会長に國吉委員を選

出いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

「異議なし」のご発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、

副会長に國吉委員を選出いたします。 

選任されました國吉委員におかれましては、ご多忙の折、誠に恐縮に
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存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは國吉副会長、ごあいさつをお願いいたします。 

【國吉副会長あいさつ】 

ありがとうございました。 

・議題 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の

一部改正等について 

会長：続きまして、次の議題、「木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質

の保全に関する条例の一部改正等について」を議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは、議題の２番目にございます、木更津市小櫃川流域に係

る水道水源の水質の保全に関する条例、通称「水道水源保護条例」の一

部改正等につきまして、ご説明いたします。 

資料２をご覧下さい。 

この条例は、小櫃川が周辺各市の水道水源であること、また、その上

流にある最終処分場の排水から有害物質が検出されたことに鑑み、小櫃

川の水を守る会を中心とした皆さんの活動が支えとなり、平成６年１２

月２２日に制定、翌平成７年４月１日から施行したものでございまして、

小櫃川流域に係る水道水源及びその上流域において、その水質を保全す

ることが必要な地域として水道水源保護地域を定めるとともに、この地

域内における対象事業場、条例では遮断型を除く廃棄物の最終処分場と

ゴルフ場としておりますが、これらを設置または構造等を変更する際の、

周辺住民への説明会の実施、届出義務、排出水の規制等について定めて

おります。 

今回の改正の内容は、まず１点目は条例の改正、２点目は水道水源保

護地域の見直しでございます。 

１点目、条例改正につきまして、説明いたします。 

まず、規制基準の見直しについてでございますが、規制基準につきま

しては、条例別表第１から第３まで規定しておりますが、このうち別表

第１は、資料３ページからの「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚

濁の防止に係る暫定指導指針」を参照しておりまして、６ページの別表

の内容が、そのまま条例の別表第１となっております。 

この参照元であります暫定基準が、平成２２年９月に改正されました。 
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これが資料７ページ以降となります。 

資料１０ページは、新旧対照表でございますが、追加２９項目、指針

値変更１８項目、削除２項目という、大きな改正となっております。 

この暫定指針の改正を条例に反映させるため、条例の規制基準を一部

改正、すなわち別表第１を改正後の暫定指針と同じものにしようとする

ものでございます。 

次に、規制基準の規則への委任でございますが、本市と同様の水道水

源保護条例は、市原市、袖ケ浦市、君津市においてそれぞれ制定されて

おります。 

本市以外の条例では、規制基準を規則で定めており、公害関係法、千

葉県及び木更津市環境保全条例等、他法令、条例を見ましても、ほとん

どが規制基準値を政令や規則に委任しており、実効性については現在と

変わらないと考えられます。 

これに対しまして、本市条例の場合、今回のような、方針や考え方が

変わらない、ほぼ機械的な基準値の変更の場合でも、条例改正となりま

すので、議会の議決が必要となり、迅速な対応が取れないことが懸念さ

れます。 

また、本市の場合、規制基準が条例本文か規則かに拘わらず、審議会

の意見を聞くことが定められており、当然パブリックコメントの対象と

なりますことから、公正性の確保に問題はないと判断しております。 

これらを勘案いたしまして、この機会に規制基準を規則に委任しよう

とするものでございます。 

以上２点が改正案の主な点でございますが、そのほか、条例制定後に

関係法令が改正されたため、表現が適当でない条文がございます。 

資料１１ページの第１６条、現条例の下線部に「土壌還元等の方法に

より」との表現がございますが、平成１１年１１月に制定されました

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」では、家

畜糞尿は不浸透性の管理施設で管理することとされておりますことから、

誤解を招くおそれがございますので、表現を修正しようとするものです。 

これらをまとめて対照表としましたものが、資料１１ページから１５

ページでございます。 

次に、２点目、水道水源保護地域の見直しについてでございますが、

資料で申しますと、１６ページ以降になります。 

現在の保護地域は、平成７年４月に告示により定めておりますが、資
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料１６ページから１９ページの左半分、表の上に「現行条例の告示」と

お示しした欄のとおりとなっております。 

これを図でお示ししますと、資料２１，２３，２５ページ、白黒のた

め図が見づらくて恐縮ですが、「現指定地域」その１からその３の、少し

濃くなっている地域となります。なお、図の中の太い線は小櫃川の流域

境でございます。 

これを、今回資料２０，２２，２４ページのとおりに変更しようとい

う提案でございまして、新旧の対照表とその理由を１６ページからの表

でまとめております。 

この理由といたしまして、まず、中尾伊豆島土地区画整理事業が終了

し、字名が「ほたる野」となりました。 

現在の告示には当然のことながら「ほたる野」は入っておりませんで、

告示の内容と現在の字名との間に不整合が生じたことから、これを解消

する必要が発生しております。 

このため、告示で指定した字名と実情を精査しましたところ、小櫃川

流域であるにもかかわらず指定されていない地域、重複して指定されて

いる地域など、いくつかの不整合が判明いたしました。 

そこで、保護地域の設定に当たっての考え方を次のように整理いたし

ました。 

・小櫃川流域で、すでに一団の住宅地が形成されている地域、具体的

には清見台東（清見台東地区は現在も保護地域に指定されていな

い）から祇園、ほたる野にかけてについては、対象事業場が設置さ

れる可能性が極めて小さいと考えられることから、保護地域に指定

する必要はない。ただし、流域内で飛び地となる場合には保護地域

とする。 

・現在の告示で、「○○（小字）の一部」と指定されている地域につ

いては、告示のほかに保護地域の境界を明確にしたものがないこと

から、実際の境界が不明瞭になっており、これを解消するため、指

定の単位を小字単位とする。 

この方針に従いまして、現行の指定地域、１６ページから１９ページ

の左側の欄を、右側の欄のとおり改正しようとするものでございます。 

なお、今回、提案のとおり指定地域が変更されますと、その面積は２

６ページにございますとおり、約３８平方キロメートルとなります。 

本日審議会にお諮りする内容の説明は以上でございますが、今後、パ
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ブリックコメントの実施、議会上程等がございます関係上、事務局とい

たしましては、できますれば、詳細なご審議をいただいた上で、本日の

会議で審議会のご意見までいただければ、と考えておりますので、なに

とぞよろしくお願いいたします。 

会長：ただいまございました事務局からの説明に、ご質問、ご意見等はご

ざいますか。 

酒井委員：農薬等の中身について、追加や削除されたものがあったり、基

準値の変更があるようだが、追加されたものについては新しく使われる

ようになったとか、削除されたものは使われなくなったとか、そういっ

た説明がなかったのだが、その理由がわかったら教えていただきたい。 

事務局：農薬の使用期限が切れて使われなくなったものや、前の暫定指針

の後に検証した結果、それほどの悪影響を与えないことがわかり緩くな

ったもの、毒性が判明したため新たに追加されたものもあります。 

個々の農薬についての指針決定に関してはお示ししてございませんが、

後日わかりやすいかたちで指針決定の根拠をお示ししようと考えており

ます。 

会長：ひとつひとつの農薬をどういう理由でという話になると非常に難し

い問題になる。 

しかるべき専門の方々が十分な検討をされた結果、このような指針に

なったと考えられる。 

事務局は機会があったらどういう理由でこのような指針になったかが

わかる材料を提出願いたい。 

國吉委員：説明を伺ったがわかりにくいし、地図をみてもわからない。お

おまかにどのポイントが変わったのかわかりやすく説明していただきた

い。 

事務局：ポイントとしては２点ありまして、条例の改正がひとつ、指定地

域の変更がひとつでございます。 

条例のほうから申し上げますと、本文に書いてある規制基準を規則に

委任すること、条例のなかにあるゴルフ場の農薬の規制値を、参照元で

ある国の暫定指針が変わったので、それに合わせて変更したいというこ

とでございます。 
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地域の変更については２０ページの表と２１ページの表を比べていた

だくと、色の違う部分があり、ほたる野や祇園が該当いたします。 

２４ページと２５ページを比較すると大きく抜けている部分がありま

すが、この部分はきみさらずゴルフリンクスに該当いたします。 

過去の経緯を調べた結果、理由については不明でありましたが、真里

谷は字が多いため指定から抜けてしまったものと考えられます。 

また、矢那川流域の部分も指定地域に含まれていたため、今回地域か

ら外しております。 

國吉委員：ある程度理解はできた。しかし、このような資料を作るのであ

れば、変更になった箇所がわかるようにカラーコピーにするか、メモを

つけるなどしていただかないとわからない。 

自分達だけでわかるのではなく、委員がわかるような形で明確な資料

作りをお願いしたい。 

堤委員：条例改正で確認したいが、今回審議するべき事項は規制基準が変

更になったという内容を審議するわけではないのか。 

条例の規制の仕方として規制基準は今まで国の暫定指針を準用してい

たわけで、それが条例本文に入っているから、暫定指針が変更になった

とき柔軟に対応できないため、その部分だけ規則に移すということでよ

いか。 

事務局：一つはそのとおりでありまして、もう一つは暫定指針そのものが

変わっており、この暫定指針を準用しているため基準も変わることにな

ります。 

条例、規則のどちらに記載されていたとしても基準が変わると環境審

議会で審議を行うことになっていますので、ことについてご審議いただ

く、ということでございます。 

堤委員：国の指針を準用して基準を決めているのであれば、資料がないの

でこれ以上審議することはできないのではないか。 

基準が変わることについては審議会で審議するということと、暫定指

針をそのまま使っているので、条例では変更のたびに議会に諮る必要が

あり迅速な対応がとれないため、規則に移すというというという２点を

ひとつの括りで説明されるためわかりにくくなっている。 

事務局：そのとおりでありますが、事務局として申し上げたかったのが、
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今回お諮りする内容は、条例の改正、規制基準の変更及び水道水源保護

地域の指定変更、ということでございます。 

会長：もし審議会が了承しなかった場合の指標はどうなるのか。 

事務局：提案内容を見直し、改めて提案することとなります。 

澤田委員：審議会に聴くのが大変であるし、パブリックコメント制度があ

るから審議会に諮る必要がないと考えているように聞こえる。 

また、近隣３市が規則で定めているのに木更津市は条例で定めている

ので、他市と同様に規則にしたいということか。 

規則のほうが望ましいとのことであるが、審議会はチェック機関であ

り、審議会に諮る意味は大きく、パブリックコメント制度は意見を承る

だけで重要視されないのではないか。 

他市では条例で国の暫定指針より厳しい基準を設けているところもあ

る。 

労力、時間を省けるからといって規則に移すのであれば賛成できかね

る。 

それと、基準値の変更などとあるが、他にどんな事例があるのか。 

堤委員：基準値の変更については条例だろうが規則だろうが必ず審議会の

審議を受けることになるのではないか。 

事務局：そのとおりです。 

堤委員：基準を規則に移したとしても、変更について審議会で審議される

こと、基準の改正の際に事務局として迅速性を持つことが望ましい、と

いうことであれば、規則に移すことについては賛成である。 

酒井委員：ゴルフ場や産廃処分場の規制値は、市民の安全に係ることであ

るから条例に入れたのではないか。 

条例は規則より強い拘束力がある。 

条例にあれば条例違反ということできちんとした対応がとれる。 

規則に移して大丈夫なのかという懸念がある。 

それと、迅速に、ということであるが、農薬の規制についてそんなに

迅速性が必要なのか。 

事務局：まず１点目でございますが、条例、規則は一体ですので、規則で
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定めている基準を超過すれば条例違反となります。 

条例と規則の違いですが、規則であれば議会の上程が必要なくなりま

す。 

ただし、議会の上程をしなくてすむから規則に移すということではな

く、他の法令等を確認した結果、規則に移しても機能が担保できると考

えているため、また、議会は年４回しかなく、準備期間がかなりとられ

てしまうため、規則に移したほうがよいと考えております。 

迅速性が必要か、という点については意見の分かれるところであると

思われますが、必ずしも基準が条例本文にあるほうが望ましい、という

ことではないと考えております。 

澤田委員：条例を規則に変えることで何が変わるのか。 

議会にかける必要がないので早く処理できるということか。 

事務局：そのとおりでございます。 

澤田委員：議会もチェック機関である。 

基準値の変更などのなどとはなにが入るのか。 

事務局：特に具体的な想定はしておりません。 

澤田委員：条例であっても規則であっても市民の安全性が担保できればよ

いのだが、今の説明では他になにかあるのかと思ってしまう。 

事務局(次長)：説明不足で御心配をお掛けして申し訳ありませんが、決し

てそのようなことではありません。 

色々検証した中で、基準の改定については条例の中にあると議会案件

になってしまいます。 

議会は開催月が決まっており、年４回の開催でございますので、どう

しても迅速性に欠けることになります。 

審議会を経ないということではなく、規則に移してもご審議いただく

ため、担保もとれますし、迅速性もよくなるので、規則に移したほうが

よいと考えております。 

澤田委員：議会は年４回というが、審議会は実績では年１回程度というこ

とであるため、今の説明では無理があるのではないか。 

事務局(次長)：審議会は必要に応じて召集できますが、議会はそういうわ
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けにはいきません。 

臨時の特別な議会もありますが、通常は定例議会で諮ることになるた

め時間がかかるのは事実であります。 

審議会はすぐに対応できるということで迅速性は十分に担保できると

考えております。 

堤委員：規則を制定するのは市長でよいのか。 

事務局：そのとおりでございます。 

堤委員：例えばの話だが、新しい農薬が暫定指針に盛り込まれたとき、議

会の承認を待っているとタイムラグが生じ、健康被害が出る可能性があ

るからということでよいのか。 

手順をきちんと踏んでいるのであれば緊急性、迅速性が必要であると

考えたときに規則にするのはかまわないのではないか。 

ただし、基準値を変更する等の場合は審議会の審議を経て市長に諮問

されるべきである。 

澤田委員：規則のなかに審議会の審議を経るという記載がないが。 

事務局：条例に明記されております。資料１の６ページ下線部になります。 

これは条例本文第８条です。 

澤田委員：規則に定められていないがよいのか。 

堤委員：条例に明記されていれば規則を拘束するので規則で定める必要は

ない。 

事務局：条例本文に記載があり、条例に付随している規則ですので、条例

に書いてあることは規則にも反映されます。 

会長：条例に記載されている部分を規則に移すには、最終的には議会が決

定するのでしょうか。 

事務局(部長) ：そのとおりでございます。 

会長：審議をするのに知識が十分でないと難しい。 

それには事務局から詳細な資料の提供していただかないといけないの

で今後はそのようにお願いしたいと思います。 



 16 

酒井委員：地域指定について、八幡台に住んでいるのだが、矢那川の奥の

方が指定地域から抜けるので心配である。 

事務局：この条例の目的が小櫃川流域の水道水源の水質の保護に限定され

ておりますので、小櫃川流域以外の地域、水道水源でない地域に関して

はこの条例の対象から外れる、という考え方になります。 

２４ページの下郡の部分については矢那川水系であるためこの条例の

対象とはなりません。 

宮木委員：資料１０ページの対照表で削除された農薬があるが、いっさい

使用されていないと受け取ってよいのか。 

事務局：後日まとめて提示いたしますが、農薬としての使用期限が切れて、

製造も使用もされていないものという理解でよいと考えております。 

会長：質問はよろしいでしょうか。 

今回の説明で十分な理解を得られなかった部分については、いずれ説

明の機会を作っていただくこととし、今後の事務的な手続きについては、

今日の審議は会長一任でよろしいでしょうか。 

澤田委員：条例をどのように変えるといった新旧対照表はないのか。 

事務局：条例改正の対象表は１１，１２ページに示してございます。 

指定地域については１６ページ以降に示してございます。 

会長：今回の議題について、審議会としては了承ということでよろしいで

しょうか。 

【「異議なし」の声あり】 

会長：では、そのように取り計らってまいります。 

・報告事項 

会長：その他の議題はありませんが、事務局から説明があるようですので、

よろしくおねがいします。 

事務局：２点ほど説明をさせていただきます。 

まずは昨年度の環境調査の結果についてでございます。 

資料３になります。こちらに昨年度実施いたしました環境調査の結果
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を示しております。 

この結果は広報６月号に一部掲載しておりますのと、ホームページで

も公表しておりますので、ご興味があれば見ていただければと思います。 

それと厚めの冊子になりますが、｢きさらづの環境｣という環境白書、

概ね３年ごとに発行しておりますが、詳細につきましてはご覧いただい

てこちらにお問合わせいただければと思います。 

要望のあった用語集については｢きさらづの環境｣の後ろに記載してお

りますので、ご覧いただければと思います。 

もう１点、放射能の関係ですが、本日お配りした３枚ものの資料で、

木更津に関係している放射線量等の測定結果になります。 

福島原発事故の発生当時は、現場から約２５０ｋｍ離れておりますこ

と、また、市原市にございますモニタリングポストの測定結果の推移な

どから、本市における放射性物質の影響は小さいものと考えておりまし

たが、その後、千葉県北西部で放射線量が周辺の他の地域より高い地域

があることや、東京で水道水から放射性物質が検出されたことなどから、

市民のみなさん、特に小さいお子さんをお持ちの親御さんから心配が寄

せられまして、私どもといたしましても、実際に測定してみないことに

は、安心も心配もしようがない、ということで、施設を管理している部

署を中心に、測定を行っております。 

まず、大気中の空間線量についてでございますが、資料の１ページ以

降にお示ししたとおり、市独自の測定を、保育園、小中学校、公園で実

施しております。 

なおこれは、本市の消防が国から貸与を受けております、簡易型の測

定器で実施したものでございまして、測定器の本来の用途は、作業環境

での放射線量の測定でございますので、測定値は必ずしも精度、信頼性

が高いものではございませんが、目安として利用できる数値と考えてお

ります。 

また、千葉県が所有しております携帯型サーベイメーター、これは主

に環境大気中の空間線量を測定する際に使用するものでございますが、

これで県内市町村、それぞれ数箇所で測定を行っておりまして、本市で

は、中郷中学校とわかば保育園で実施いたしました。 

この際、先ほどの簡易型測定器で同時に測定いたしましたところ、マ

イクロシーベルト毎時の単位で、小数点第２位で差がございましたが、

どちらかが高い、低いという傾向はありませんでした。 
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今後につきましては、簡易型の放射線量測定器、これは消防が所有し

ているタイプのものとは異なりますが、を２個購入いたしましたので、

市内の放射線量の状況を把握し、公表することで市民の皆さんに安心し

ていただくことを目的といたしまして、これを使いまして市内を２ｋｍ

メッシュに区切り、順次測定を実施していく予定でございます。 

また、千葉県が市町村への貸し出し用に、各地域振興事務所に携帯型

サーベイメーターを配置しておりまして、本市を管内としております君

津地域振興事務所では、袖ケ浦市、君津市、富津市及び本市の４市で２

台割り当てられている、ということでございますので、先ほどの簡易型

測定器と併せ、これも使って測定を実施する予定でございまして、手始

めに今月２５日、おとといの月曜日に、市内の大気汚染測定局で測定を

実施したところでございます。 

また、空間線量以外の、水や土、農産物などにどの程度放射性物質が

含まれているか、という測定につきましては、その場で測定して簡単に

結果が出るものではございませんで、まずサンプルを採取し、高価な分

析機器を使用してどの放射性物質がどれだけ含まれているかを分析する

こととなります。 

そのため、地点、回数がどうしても限定されてしまいますが、先ほど

の大気中の空間線量の後に本市関連で測定を実施したものを一覧にして

ございます。 

土壌につきましては、１７地点で測定を実施しておりまして、放射性

ヨウ素は全ての地点で不検出、また１地点を除き放射性セシウムが検出

されましたが、低いところは検出限界ぎりぎり、といったところでござ

います。 

次に、水道水につきましては、本市水道が供給を受けております君津

広域水道企業団で毎日、７月からは土日を除いた毎日、測定を実施して

おりまして、事故直後に放射性ヨウ素を検出したほかは、放射性ヨウ素、

放射性セシウムとも検出されておりません。 

また、水道用の地下水につきましても、一度水道部で分析を行ったと

ころ、両物質とも不検出であったとのことでございます。 

なお、新聞報道でもございましたとおり、浄水過程で発生する汚泥を

測定したところ、放射性セシウムが含まれておりまして、今後も継続し

て測定を行う、とのことでございますが、供給されております水に関し

ましては、放射性物質は含まれていないので、安心してよい、との見解
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が出されております。 

水産物、農産物、原乳等につきましては、出荷制限や補償問題の関係

がございますので、市で独自の調査は行っておりません。 

千葉県の各担当部署（農産物：農林水産部安全農業推進課、水産物：

同部水産課、畜産物：同部畜産課）によりサンプリング調査が行われて

おります。 

その結果、本市で生産しております水産物、農産物につきましては、

現在までのところ食品の暫定基準を上回った例はございません。 

その他、下水道でも独自調査を実施しておりまして、調査を行った対

象のうち、合流汚水と脱水汚泥で放射性セシウムが検出されております。 

また、首都圏各地の廃棄物焼却場の焼却灰等から放射性セシウムが検

出されたことを受けまして、本市にございます、かずさクリーンシステ

ムでも溶融飛灰と溶融スラグの測定を行っており、問題となるレベルで

はございませんが、放射性セシウムが検出されております。 

これらの測定結果につきましては、市のホームページに掲載し、その

都度更新しておりますが、全ての市民の方がホームページを利用するこ

とができるわけではございませんので、時間差やデータ量の問題はござ

いますが、広報紙によるお知らせも予定しております。 

また、現状は、一部に暫定基準の設定があるものの、基準値、超過時

の措置等が明確でなく、測定結果の評価と対策が難しい状況でございま

すが、私どもといたしましては、放射性物質による汚染の状況と推移を

把握するため、継続的に測定を実施いたしますとともに、すでに４市連

名で県に対して要望書を提出したところでございますが、基準値の設定、

超過時の対応策を早急に提示していただいたうえで、測定結果の評価を

行いたいと考えております。 

なお、現時点で測定結果をどう見るか、ということにつきましては、

お医者様の委員がいらっしゃるところで僭越ではございますが、現在明

らかになっております情報等から総合的に判断しますと、どの項目にお

きましても、健康被害の防止のため、すぐに何らかの対応が必要なレベ

ルにあるものとは考えておりません。 

酒井委員：昨年度の環境調査結果について、富来田橋だけがＢＯＤ、全窒

素、全りん等が高くなっていますが、なにか理由があるのでしょうか。 

事務局：特定的な発生源があるということではありませんが、富来田橋は
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小櫃川支流である七曲川にあり、農業用水が流れてきたり、川底が浅く

水量が少ないため、上流の影響を受けやすいと考えられます。 

國吉委員：小櫃川は小櫃堰で水が止まっており、堰の下にヘドロが溜まっ

ている。昔は放流していたが、金田の海苔等の問題もあり現在は放流し

ていない。 

私たちはヘドロの上の水を取水して飲んでいるわけである。 

ヘドロについても今後長い年月をかけていただいてかまわないので環

境部として考えていただきたい。 

事務局：小櫃堰については管理が県になりますので、木更津市から働きか

けていきたいと思います。 

市川委員：今年度から小櫃堰土地改良区の理事をやっている。 

定期的にヘドロの調査と清掃をやるよう予算組みをしている。 

年に何回やるかということについては大々的な作業になるため、年２

回やるかどうかという予算組みになっている。 

小櫃堰が７割、県の企業団が３割の所有権を持っているので、両方で

協議しながら水の保全の情報について出せるものについては審議会に提

出したいと考えている。 

酒井委員：畑沢川の上流域はゲンジボタルがいてきれいだが、下流の畑沢

橋について、私どもも水質の調査を行っているが、非常に汚い。 

何か対策等はないのか。 

また広報で矢那川橋でほう素が環境基準を超過したとあるが、ほう素

は毒性が強いと聞いたことがあるのだが、どれくらい超過したのか。 

事務局：本日、測定値を持参しておりませんが、環境基準をわずかに超過

した程度です。 

ほう素は海の影響を受けるため、海に近い測定地点では検出されやす

い傾向があります。 

堤委員：放射能について暫定基準があるものについては示していただいた

方がわかりやすい。 

また、携帯型サーベイメーターと簡易型の違いがよくわからない。 

精度が違うのか、そのあたりを示していただけるとわかりやすい。 

事務局：公表時に、基準があるものについては、基準の記載を検討いたし
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ます。 

なお、簡易型の測定器は全ての放射線をセシウム１３７として測定し

ますが、携帯型サーベイメーターはそれぞれ物質の放射線量を測定する

ことが可能で、測定値はより信頼度が高い、ということになりますが、

機器の価格や感度校正の費用も高くなります。 

会長：他になにか質問はございますでしょうか。 

特にないようでしたら、これで本日予定されていた議題、報告事項等

はすべて終了したしましたので、これで平成２３年度第１回木更津市環

境審議会を終了いたします。 

委員のみなさま、長時間に亘りお疲れ様でございました。また、円滑

な進行にご協力いただき感謝いたします。 

 


