
会 議 録 

１ 会議名 平成２６年度第１回木更津市環境審議会 

２ 開催日時 平成２６年６月２６日（木）午後２時から午後３時２０分まで 

３ 開催場所 木更津市民総合福祉会館 2階第1、第2研修室 

４ 出席者名 

委員：國吉俊夫、宮木康弘、大日方惟忠、神田豊彦、冨沢道博、山口仁、 

湯谷賢太郎、市川悟、齋藤幸江、福原功、柏﨑渉、吉﨑孝司、澤川隆、   

米丸文啓、渡辺雅則 

事務局：小山秀雄（環境部長）、 星野治雄（環境部次長兼課長）、 

 田口三喜男（生活環境副課長）、時松和弘（生活環境課主幹）、  

地曵俊雄（生活環境課副主幹）、長谷川和弘（生活環境課主任技師） 

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） 

・報告事項 

（１）環境調査の結果について（公開） 

（２）木更津市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例及び同条例施行

規則の一部改正について（公開） 

（３）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施行規則の一

部改正について（公開） 

（４）その他 

６ 傍聴人 ０名（定員１０名） 

７ 発言の内容 以下のとおり 



 

司会(星野)：本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、環境審議会にご出

席いただき、ありがとうございます。 

最初にお断りさせていただきます。すでにご承知のことと思いますが、私ども組

織を挙げて電力供給不足に対応するため、節電対策を実施しております。その一

環といたしまして、事務局職員全員、ノーネクタイで対応させていただいておりま

すので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、只今から、木更津市環境審議会を開催いたします。 

私、本日の司会を務めさせていただきます、環境部次長 兼 生活環境課長の

星野と申します、よろしくお願いいたします。 

これより、事前にお配りしております資料のうち、次第により会議を進行させて

いただきます。 

はじめに、開催にあたりまして、服部副市長からご挨拶申し上げます。服部副

市長、お願いいたします。 

 

【副市長あいさつ】 

 

司会：ありがとうございました。申し訳ございませんが、副市長は、所要のため、ここ

で退席させていただきます。 

 

【副市長退席】 

 

司会：ここで、審議会委員並びに事務局職員を紹介させていただきます。 

なお、委員名簿につきましては、お配りした資料のうち、資料１－５にございま

すので、ご覧ください。 

ご紹介の際、推薦団体等につきましては省略させていただきます。 

お名前を申し上げましたら、恐れいりますが、その場でご起立下さい。 

では、ご紹介させていただきます。 

 

【國吉委員以下、出席委員紹介】 

 

司会：続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 

【事務局職員紹介】 



 

司会：よろしくお願いいたします。続きまして、本日の資料を確認させていただきます。 

事前にお配りしてございます、次第、資料１－１から資料１－５ に加えまして、

本日、生活環境課で測定しております測定結果等を取りまとめました資料をお席

に置かせていただいております。過不足がございましたらお知らせ下さい。 

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１７名中、１５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。 

それでは、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。 

今期初めて審議会の委員をお引き受けいただいた方以外の方には、繰り返し

になりますが、前回の審議会から相当の期間が経過しておりますので、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、当時の公害防止条例に基づき、昭和４５年から設置されており

ました公害対策審議会と、小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条

例、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１－１から１－３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１－１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。 

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」に規定がご

ざいます。 

まず、環境保全条例の方から説明いたします。資料１－１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、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。 

現在改定作業を進めているところでございますが、一方で、環境基本計画は市

の総合計画との整合を図る必要がございます。 

現在のところの見通しでは、来年度半ば過ぎ頃に案としてお示しすべく、作業を

継続してまいる予定でございます。 

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、審議会の意見を聴くことを定

めております。 



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を行

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。 

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。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５３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、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､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具体的な環境審議会の審議事項、ということでございます。 

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」という項

目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。 

なお、平成２３年４月の法改正により、対象事業の実施計画に先立ち、新たに

事業計画段階での環境配慮書に関する手続が追加され、方法書、準備書同様、

配慮書についても意見を求められることも想定されておりますが、これに関しまし

ては現在までのところ該当する事業はございません。 

次に、審議会の運営についてでございますが、資料１－２及び資料１－３として

審議会規則と運営要領をお配りしております。 

資料１-２ 審議会規則の第２条の定めによりこの後、会長、副会長の選出をし

ていただくこととしております。なお、資料１-２の規則第５条、事務局の課名が「環

境保全課」となっておりますが、本来は「生活環境課」に改正されているべきところ

でございます。 

事務局の不手際により旧課名のままになっておりまして、大変申し訳ございま

せんが、読み替えていただければと存じます。 

最後に、環境審議会の開催状況について申し上げますと、本日お配りしました

資料１－４、「環境審議会の開催状況」にございますとおり、案件の有無により年度



ごとの開催回数にかなりの差がございます。 

なお、今年度は、後からご説明申し上げますが、水道水源保護条例施行規則に

定めております、規制基準の一部改正を考えておりますので、審議会に対し改正

案の 諮問、答申をお願いする予定でございまして、今年度中に少なくとももう１回

の開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

・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、今期の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、小山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。 

小山部長、仮議長席へ移動お願いします。 

仮議長（小山）：ただいま司会から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】 

 

仮議長：ただ今、「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。 

 

【｢事務局案は｣との声あり】 

 

事務局：事務局案についてなにかあるのかということですが、事務局としては特に案

を用意しておりませんので、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】 

 

仮議長：「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。 

 

【「大日方委員を推薦」の発言あり】 

 

仮議長：ただいま、会長に大日方委員を、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、会長に大日方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】 

 

仮議長：「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

大日方委員を選出いたします。選出されました大日方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：それでは大日方会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

では、ここで大日方会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

【 会長あいさつ 】 

 

司会：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、大日方会長、議事進行のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

会長（大日方）：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。 

 

【「会長一任」の声あり】 

 

会長：会長一任との意見がありましたが、他にはございませんか。 

他に意見がないようですので、私から指名させていただきます。山口委員、渡辺

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】 

 

会長：ただいま、「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】 

 

会長：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】 

 

会長：ただいま、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。 

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】 

 

会長：「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。 

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。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】 

 

会長：ありがとうございました。 

その他の議題はありませんが、事務局から説明がございますので、よろしくおね

がいします。 

 

・環境調査の結果について 

事務局：４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、当課で実施しております各種環境

調査のうち、主なものにつきまして、測定結果をご報告いたします。 

本市が実施しております環境調査は、昨年度で申しますと、大気汚染常時監視 

６地点、うち県設置１地点、河川水質１５地点、海域水質８地点、道路騒音振動 ４

地点、主要道路周辺の環境騒音１０地点、航空機騒音４地点、放射線の空間線量

の定点測定３８地点、１８校の小学校の通学路周辺１１２６地点でございます。 

なお、それぞれの測定地点と測定結果につきましては、資料２としてお配りして

おりますが、広報６月号に一部を掲載するとともに、ホームページでも公表しており

ます。 

それでは、測定結果についてご説明いたします。 

まず大気環境についてでございますが、資料２の１ページと２ページに過去の

測定結果と光化学スモッグの発令状況をお示ししてございます。 

環境基準が設定されております項目のうち、光化学オキシダントを除き、昨年度

は環境基準を達成しておりました。 

これらのうち、二酸化硫黄については、１ページ上段の図のとおり、緩やかです

が減少傾向にあり、環境基準を大幅に下回っております。 

中段の図、二酸化窒素につきましては、概ね横ばい傾向にあり、平成２２年度

に請西局で千葉県環境目標値（日平均値の９８％値が0.04ppm以下）を超過してお

りましたが、環境基準は全局で下回っております。 

下段の図に示しております浮遊粒子状物質につきましても、緩やかに減少して

いる、といった状況でございますが、昨年度は全局とも若干上昇しております。こ

れらについては継続して測定を行う必要があるというところでございます。 

次に、光化学スモッグの関係でございますが、注意報、警報等につきましては、



４月から１０月までの間で、大気中の光化学オキシダントの濃度が注意報の場合

は環境基準の倍の０．１２ｐｐｍ以上、警報はその倍の０．２４ｐｐｍ以上となり、そ

の状態が継続すると見込まれることが発令の基準となっております。 

また、千葉県の場合、県内を１２の地域に分割しておりまして、本市は君津市、

富津市とともに、君津地域とされております。 

２ページにお示ししております光化学スモッグの注意報等の発令状況につきま

しては、警報の発令はないものの、県内では毎年注意報が発令されている状況で

ございまして、一時間値が０．０６ｐｐｍ以下という環境基準は達成されていない状

況でございます。 

ちなみに、平成２５年度までの１０年間で、千葉県では注意報が平均で１４．４回

発令されておりまして、最近で申し上げますと、平成２４年度は千葉県全体で８回、

うち本市を含む君津地域では７月２６日と９月５日の２回発令され、９月５日には葛

南地域の習志野市で中学生２７人、君津地域の君津市で中学生及び教員の計３４

人が光化学スモッグによると見られるのどの痛みや目の痛み等の被害を受けてお

ります。 

また、平成２５年度は全体で１４回、うち君津地域は６回（７月９日、１３日、１４日、

８月１０日、１１日、１２日）の注意報の発令がありましたが、被害の発生はありませ

んでした。 

今年度につきましては、君津地域で発令が６月１日（日）と２日（月）の２回、千葉

県全体では５月３１日（市原地域→市原市、袖ケ浦市及び葛南地域→船橋、市川、

習志野、八千代、鎌ヶ谷、浦安市 の２地域）、６月１日（市原、葛南、成田、北総、

千葉、君津の６地域）、６月２日（君津、南房総の２地域）に発令があったところでご

ざいます。 

なお、近年問題視されております、ＰＭ２．５につきましては、現在千葉県内４４

地点で測定しておりまして、周辺では君津、富津の各市に１地点、本市では第一中

学校に千葉県が測定機を設置し、平成２６年１月３１日に測定を開始しております。 

また、ＰＭ２．５につきましては、日平均３５μｇ／ｍ３、年平均１５μｇ／ｍ３の環

境基準とともに注意喚起の判断基準が定められておりまして、午前５時から７時ま

での測定値または午前５時から１２時までの測定値を元に午前９時または午後１

時ごろを目途に注意喚起のための広報等を行うこととしておりますが、今年はまだ

該当はありません。 

なお、この判断基準は昨年１２月に改正されておりまして、本市では以前の判

断基準により１１月４日に一度注意喚起をしております。 

ＰＭ２．５は測定を開始してまだ１年経過しておりません。季節変動もかなりあり

そうですので、今後とも監視をしていくことになります。 



次に、水質環境でございますが、３ページから５ページに主な測定結果の経年

変化をお示ししてございます。 

まず３ページの小櫃川ですが、近年は各項目とも概ね年ごとの変化の範囲内で

ございまして、河川の汚濁の指標とされておりますＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

は環境基準を満たしております。 

次に４ページ、矢那川他の河川では、畑沢川の下流になります畑沢橋で、相変

わらずＢＯＤ、また、富栄養化の指標となります全窒素、全りんのいずれも他の地

点と比べて高い数値となっております。 

次に５ページ、海域につきましては、あまり改善傾向が見られない状況でして、

海域の水質汚濁の指標とされておりますＣＯＤ（化学的酸素要求量）は３地点で環

境基準を上回っており、昨年度は少しよくなっておりますが、ここ数年、上昇傾向に

あります。 

また、全窒素、りんは概ね横ばいで推移しており、窒素は３地点で環境基準を

超過しておりますが、りんは全地点で環境基準を満たしております。 

水質環境につきましては、地点、項目によっては依然として改善の傾向は見ら

れていないところもございますし、長期的な傾向を把握する必要もございますので、

引き続き公共用水域の水質調査が必要と考えております。 

続きまして、騒音・振動関係でございます。 

６ページから８ページに道路騒音および振動を、９ページに航空機騒音の測定

結果をお示ししております。 

自動車騒音、振動につきましては冬から春にかけまして、毎年同じ地点で測定

を実施し、その変化を見ているところでございます。 

平成２５年度の自動車騒音は、請西、桜井及び畑沢で昼間及び夜間で環境基

準を超過いたしました。茅野については昼間、夜間ともに環境基準を下回っており

ます。なお、４地点とも要請限度は下回っており、近年大きな変化はありません。 

振動については４地点全てで要請限度を下回っております。 

その他、主要道路沿線の環境騒音の監視が市の業務とされたことから、平成２

４年度から、市内の主要道路沿線の騒音測定を実施しております。 

主要道路沿線の騒音測定では平成２５年度は市内１０ヶ所の騒音を測定してお

りまして、概ね環境基準を満足しております。 

また、航空機騒音につきましては、９ページにお示ししておりますが、本市上空

が羽田空港への着陸経路となっておりますこと、また市内に陸上自衛隊のヘリコ

プターが配備された飛行場がございますことから、羽田につきましては畑沢中学校、

波岡公民館及び君津地域振興事務所の屋上に自動測定機を設置し、千葉県と協

力して監視しておりまして、木更津飛行場につきましては久津間漁協で年１回、１



週間測定を行っております。 

羽田関係につきましては、平成２２年１０月の再拡張でＤ滑走路が供用開始とな

り、また今年の３月には国際線が年３万回増便されました。 

再拡張により、昼間の好天時にはＡ滑走路に着陸する航空機が海上ルートを

飛行し、また、平成２４年１２月より海ほたるに設置された地標航空灯台が運用開

始され、日没後の海上ルートの運用が可能になったため、供用前と比較して当市

上空を通過する航空機が大幅に減少しますが、好天時以外では全ての航空機が

当市上空を通過することになるため、１時間あたりの便数は増加します。 

また、Ｄ滑走路供用開始に伴い、それまで本市上空を通過する際に３０００フィ

ートで水平に飛行していた航空機が４０００～４５００フィートから降下しながら通過

する飛行方式に変更となり、騒音の減少が図られています。 

これらの飛行方式の改善、北風好天時の海上ルートの運用及び飛行高度が高

くなったことにより供用開始となった平成２２年度から平均騒音レベル及び日平均

騒音発生回数は減少しております。 

なお、千葉県及び関係市町村と情報を共有し、協議を行なうことを目的として

「羽田再拡張事業に係る県・市町村連絡協議会」を設立し、飛行ルート及びそれに

伴う航空機騒音問題等に関し、国土交通省との協議や申し入れを行なっており、

航空機騒音の監視と併せ、騒音の低減を目指しています。 

木更津飛行場の航空機騒音につきましては、下段に測定結果の推移をお示し

してございます。 

天候や測定期間中の訓練の実施状況等により、測定年度によってうるささ指数

は異なりますが、調査期間内の測定結果はいずれも環境基準を下回っております。 

しかしながら、平均騒音レベルが高いこと、改善傾向にあるとは判断できないこ

とに加え、従前から苦情が発生していることから、引き続き測定、申入れ等を実施

してまいります。 

その他、一時期問題となりましたダイオキシン類につきましても、千葉県と協力

しながら、夏と冬に大気、水質の調査を行っておりますが、その結果は１０ページ

にお示ししておりますとおり、環境基準を大きく下回っている状況でございまして、

本市では特に問題となってはおりません。 

なお、千葉県全体で見ましても、大気では近年環境基準の超過はございません。

水質においては２５年度は２地点で環境基準を超過いたしましたが、再測定の結

果、基準を下回りました。 

次に、放射線関係の測定結果についてでございます。 

皆様ご承知のとおり、平成２３年３月１１日の福島原発事故以来、本市にも放射

性物質の飛来があり、その影響を受けた、との知見を基に、給食食材や焼却灰、



下水汚泥、更には側溝清掃等で発生した土砂等の放射能濃度の測定とともに、生

活空間の放射線量の測定を行っております。 

測定結果はホームページと各公民館に、またごく抜粋した形で６月広報に掲載

しておりますが、そのうち空間線量の測定結果が、お手元の資料２の１１ページか

ら１５ページになります。 

１１ページから１４ページは、市内をほぼ２ｋｍ四方ごとに区切って３８地点で毎

月実施しております、いわゆる定点測定の結果の抜粋でございまして、地区ごとに

比較的高い地点、低い地点をお示ししてございます。 

いずれの場所も傾向といたしましては概ね測定開始から緩やかに低下または

横ばいで推移しておりまして、健康被害が懸念される状況ではございません。 

その他、高線量が想定され、特に小さいお子さんに影響が大きい場所として、

平成２４年度は公園、２５年度は小学校通学路の、それぞれ土がたまりやすい地

点を中心に空間線量を測定しております。 

その結果は１５ページにお示ししたとおりでございまして、測定の結果、あらかじ

め定めております基準、場所により高さが５センチメートルまたは５０センチメート

ルでの空間線量が毎時０．２３マイクロシーベルト、または１メートルで毎時１．０マ

イクロシーベルトを超えた際には、周辺の土壌を除去した後に再測定を実施し、基

準を下回っていることを確認しております。 

なお、基準を超えた地点は、平成２４年度が８５５地点中１０地点、２５年度が１１

４４地点中１地点でございました。 

また、環境調査ではありませんが、２点ほどあわせて報告させていただきます。 

初めに、地球温暖化対策についてでございます。 

１６ページ上段に結果を示しております地球温暖化対策につきましては、本市で

は平成１３年に「地球温暖化対策実行計画」を策定し、事業所としての温室効果ガ

ス排出削減に取り組んできておりまして、平成１９年度からは、第２次実行計画を

スタートさせ、引き続き排出削減に取り組んでいます。 

第２次実行計画の実施期間は平成２４年度まででしたが、東日本大震災により

国及び県の動向が決定していないこと、第２次実行計画の目標が未達成なことを

踏まえ、本計画はそのままとし、期間のみを平成２６年度まで延長しており、来年

度へ向けて現在第３次実行計画を策定中です。 

計画の詳細につきましては、木更津市のホームページから生活環境課のトップ

ページにお越しいただき、「第二次木更津市地球温暖化対策実行計画」とたどって

いただければご覧になることができますので、ぜひご一読の上、ご意見を頂戴した

いと思います。 

現在、平成２５年度の実績の取りまとめにかかっているところですが、排出平成



２４年度の温室効果ガス排出量につきましては、総排出量が目標を超過いたしま

した。 

主な原因としては、二酸化炭素排出に大きく関わる電気使用量（kWh）における

排出係数が２３年度は０．３７４であったのに対し、２４年度は０．４６３と大きく増加

したことによります。 

排出係数が増加した理由としては、東日本大震災により原子力発電所の稼動

がストップしたことにより、二酸化炭素排出量の多い火力発電の割合が増えたた

めとなっております。なお、電気使用量自体は平成２３年度に比べて若干減少して

います。 

温室効果ガス総排出量に対する項目ごとの寄与割合は、平成２４年度で申しま

すと電気の使用によるものが７７．４％、燃料の使用に係るものが１７．８％、下水

処理に係るものが４．７が％を占めており、この３項目で全体の９９．９％でした。 

ここ数年ほぼ同じ傾向でしたので市役所が排出している温室効果ガスのほとん

どが電気及び燃料の使用に伴うものです。 

目標の達成のためには、原因の分析と今後の対応策の検討が必要になってく

るものと考えておりますが、当分の間は原発停止の影響が大きくなるものと考えて

おります。 

原発が停止しますと、火力発電の割合が増えます。また、燃料も比較的安価な

石炭の割合が増えることになりますと、電気使用量を温室効果ガス排出量に換算

する係数が大きくなりますので、電力使用量が同じであっても温室効果ガス排出

量は増加することとなります。 

一方で、電力使用量の低減を図るため、再生可能エネルギーへの転換推進、

更なる節電や省エネルギーの取り組みの検討が必要となるものと考えております。 

最後に公害苦情についてでございます。 

１６ページ下段に、最近１０年間の苦情件数の推移をグラフにしてお示ししてご

ざいますが、昨年度の苦情件数につきましては、前年度から約１５％減の１０３件

となっております。 

相変わらず屋外燃焼行為に伴うものが多数を占めておりますが、その他の主な

ものといたしまして、近隣騒音や悪臭など、規制対象外の苦情も多く寄せられてい

ます。 

苦情につきましては、規制の対象とならないケースも多く、その場合には相手方

に対してお願いという形をとっており、なかなか申立者の望むような解決となってい

ないのではないか、と感じているところでございます。 

以上で、本市が実施しております環境調査等のうち、主な結果の報告を終わら

せていただきます。 



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。 

質疑等ないようですので、次に進みたいと思います。 

 

・木更津市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例及び同条例施行規

則の一部改正について 

事務局：続きまして、木更津市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例

及び施行規則の一部改正について、説明いたします。 

私から「木更津市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例及び同

条例施行規則の一部改正」につきまして、冒頭、服部副市長のあいさつにござい

ましたが、条例名を「木更津市まちをきれいにする条例」に改めることとなった背景

等を、お手元に配布してございます資料３に基づきまして、ご説明をさせていただ

きます。 

 なお、本条例の一部改正(案)につきましては、平成２６年６月市議会定例会に

上程し、昨日の本会議最終日に議決をいただいたところでございます。 

それでは、恐れ入りますが、資料３の１４ページをお開きいただきたいと存じま

す。 

本資料は、去る６月５日に公表いたしました、本条例・規則に係る意見公募結果

でございます。 

まず、この度の一部改正条例の制定理由についてでございますが、表中段の

「策定の趣旨・目的・背景等」にございますように、近年、環境美化に対する市民の

意識の高まりにも関わらず、一部の飼い犬の所有者の中には、飼い犬のふんの

放置を行う者もいることから、必ずしも現行条例の目的どおり環境美化の促進が

図られているとはいえない状況にございます。 

このようなことから、飼い犬の適正な管理に関し、飼い主の遵守事項を定め、遵

守事項に違反した飼い主に対する勧告、命令及び罰則を、新たに規定することに

よりまして、本市の快適な生活環境の形成、公衆衛生の向上及び環境の美化を図

るため、条例名を「木更津市まちをきれいにする条例」に改めるともに、関係条文

を整備したところでございます。 

それでは、主な改正内容について、ご説明申し上げます。 

恐れ入りますが、資料３の１ページをご覧いただきたいと存じます。 

まず、１点目といたしまして、今回の改正により、空き缶等のポイ捨て禁止の規

定に加えまして、飼い犬のふん害防止規定等を第１条の「目的」に新たに加えるこ

とから、条例名を「木更津市まちをきれいにする条例」に改めたところございます。 

２ページをお開きください。 

続きまして、２点目ですが、飼い主の責務をより明確なものとするため、第５条



に「飼い主は、飼い犬のふんにより快適な生活環境及び公衆衛生が損なわれるこ

とのないよう責任をもって犬を飼養し、又は管理するよう努めるとともに、本市の実

施する散乱等防止施策に協力する責務を有する。」と定めたところでございます。 

３ページをご覧いただきたいと存じます。 

次に、３点目でございますが、飼い犬のふん害を防止するため、第９条に「飼い

主の遵守事項」を規定いたしました。 

第１号は、飼い犬を綱、鎖等で制御できるようにすること。ただし、警察犬、盲導

犬等をその目的のために使用するとき、その他規則で定めるときは、この限りでな

い。 

第２号は、飼い犬を道路等の公共の場所等において移動し、又は運動させると

きは、飼い犬のふんを回収するための用具を携行すること。 

第３号では、飼い犬のふんにより、道路等の公共の場所、又は他人が所有した

りしている土地、建物などを汚したときは、直ちに、ふんを回収すること。 

を明記いたしました。 

続きまして、４点目でございますが、第９条の飼い主の遵守事項に違反した者

に対する「勧告」、「命令」及び「罰則」規定を、新たに、第１０条、第１１条及び資料

の４ページにございますとおり、第１９条第２号として、設けたところでございます。 

なお、第１９条第２号の罰則規定につきましては、「第９条第３号に係るものに限

る。」と規定しておりますとおり、「飼い犬のふんの回収」に対する違反のみを対象

とするものとし、２万円以下の罰金に処するものでございます。 

恐れ入りますが、２２ページをお開きください。 

参考でございますが、県内では、「飼い犬のふん害防止」についての条例を制

定しているのは２９市ございますが、このうち１０市が罰則規定を設けております。 

罰金が５市、過料が５市となっております。 

最後に、「飼い犬のふん害防止」規定を盛り込みました本条例の施行期日でご

ざいますが、平成２６年１２月１日となっております。 

以上が、「主な改正内容」でございます。 

次に、１４ページをお開きいただきたいと存じます。 

意見公募の結果につきましては、ご覧のとおり、３人の方から８件のご意見をい

ただきました。 

提出されました意見、意見に対する市の考え方等につきましては、１５ページか

ら２１ページまでのとおりでございます。 

なお、意見公募に伴いまして、一部改正条例案及び規則案に修正はございま

せんでした。 

終わりに、今回の改正によりまして、これまでのいわゆる「ポイ捨て条例」から



「まちをきれいにする条例」としたところでございますが、私ども環境部といたしまし

ては、この「まちをきれいにする条例」の中で、「空き地の雑草対策」を規定して参り

たいと考えているところでございます。 

従いまして、今回、「飼い犬のふん害防止」のための条例改正を行ったところで

ございますが、「空き地の雑草対策」につきまして、来年４月の施行をにらんだ中で、

本年１０月頃に意見公募を実施し、１２月市議会定例会に一部改正条例議案を再

度、上程して参りたいと考えております。 

私からの説明は、以上でございます。 

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。 

市川委員：空き地の雑草対策について説明があったが、空き家対策についてはその

中には含まないのか。 

事務局：６月市議会で市民部の方が主管になりますが、空き家対策の条例を市議会

のほうで上程審議いただきまして、昨日議決をいただき、１２月１日から施行すると

いうことになりまして、雑草のほうと分けたかたちで取り組みをすることとなりました。

そのような状況です。 

会長：空き家のほうも今の時期はいいですが、寒くなりますとこわいですのでなるべく

早く対処していただきたい。他に質疑等はありますか。 

ないようですので、報告事項３点目の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施行規則の一部改正について、説明をお願いします。 

 

・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施行規則の一部

改正について 

事務局：続きまして、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

例施行規則の一部改正について、説明いたします。 

それでは、小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例、通常は水

道水源保護条例と表現しておりますが、この条例の施行規則の一部改正とそのス

ケジュール等について、ご報告いたします。 

資料４－１と、それに添付しております参考資料１、２及び新旧対照表をご覧く

ださい。 

先ほど、審議会の審議事項のところで少し申し上げましたが、現在、私どもでは

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施行規則の一

部改正を予定しております。 

これは、条例の排水基準の参照元である「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」、「水質汚濁防止法の排水基準」等の一部が

改正されたこと、放射性物質汚染対策特別措置法施行規則で、放射性物質を含



む廃棄物の処理施設の維持管理基準として、最終処分場周辺の公共用水域の事

故由来放射性物質（セシウム１３４及びセシウム１３７）の濃度限度が定められたこ

とに鑑み、これらを基準に反映させようとするものでございまして、詳細につきまし

ては現在案、説明資料等を作成中でございます。 

若干説明させていただきますと、まず参考資料１ですが、１ページから５ページ

までが農薬暫定指導指針の改正の資料になります。 

資料にございますとおり、この指針は、ゴルフ場で使用する農薬による水質汚

濁の未然防止の観点から、地方公共団体が水質保全の面からゴルフ場の指導を

行う際の参考とされており、実態の把握の進捗、科学的知見の集積等により、必

要に応じ改定されるものでございます。 

平成２２年の指針改正を受け、２３年度に審議会にお諮りし、パブリックコメント

を経て、条例では規則別表第１として現行のとおり定められているところでござい

ますが、昨年６月に指針が改定されましたことから、その内容を条例に反映させよ

うとするものでございます。 

続きまして、ページが飛んで恐縮ですが、１０ページ以降が水質汚濁防止法で

定めております、排水基準でございます。 

水道水源保護条例では、ゴルフ場と廃棄物の最終処分場を対象事業場として

おりますが、水質汚濁防止法では廃棄物の最終処分場が特定施設となっていな

いことから、最終処分場の排水基準を条例で定めているわけでございますが、こ

の基準は水質汚濁防止法の規制基準を準用しております。 

平成２４年に水質汚濁防止法で新たに１，４－ジオキサンに係る規制基準が定

められましたことから、これを条例に反映させようとするものでございます。 

なお、「廃棄物処理法に基づく最終処分場に係る技術上の基準」とそれに伴う

千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱につきましても６

ページから９ページのとおり、一部改正されております。 

次に、参考資料２ですが、皆様ご承知のとおり、平成２３年３月１１日の東日本

大震災により東京電力福島第一原子力発電所で大事故が発生し、それに伴い大

量の放射性物質が飛散したことを受け、放射性物質汚染対策特別措置法が平成

２４年１月１日から施行されました。 

その法律の中で、放射性物質に汚染された廃棄物を受け入れる最終処分場に

ついて、その施設周辺の公共の水域の事故由来放射性物質の濃度が基準を超え

ないよう、排水口で放流水の放射性物質濃度を監視する規定が盛り込まれました

ことから、条例の排水基準値として取り込もうということでございます。 

平成２３年度に条例の排水基準を規則に移行する際、放射性物質に関する基

準の設定についてご意見をいただいておりまして、その際には「水質汚濁防止法



の基準等の改正に合わせ、検討することが適当」と回答しております。 

これらをひとまとめにしたものが、新旧対照表としてお示ししたものでございます。 

なお、表の上部が新、旧となっておりますが、正しくは左が改正案、右が現行で

ございます。 

４ページ１行目までが別表第１、いわゆる農薬でございまして、それ以降が別表

第２、有害物質となっております。 

続きまして、規則改正に係るこれから先の予定は、資料４－２をご覧ください。 

現在６月半ばまできておりますので、これから諮問案を作成し、審議会を開催し

ていただいて答申を頂く、その後に９月議会で案を説明した後にパブリックコメント

を実施し、１２月の頭にその結果を取りまとめ、１２月半ばに告示、来年度頭から施

行、というスケジュールを考えているところでございます。 

従いまして、できれば８月中に再度審議会を開催していただき、案をお諮りした

いと考えております。 

なお、委員の皆様お忙しい中、何度も審議会を開催していただくのもいかがなも

のかと思いますので、できれば諮問、答申は同日でお願いしたいと考えておりまし

て、諮問の前、なるべく早い時期に案をお届けし、次回の審議会までにご質問をい

ただく、あるいはご意見をまとめておいていただく、という段取りで進めさせていた

だきたいと考えております。以上でございます。 

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。 

ただいまの説明は非常に難解なものとなっております。資料をわかりやすいよう

にまとめて送っていただければある程度理解はできるかと思いますので事務局は

その点についてがんばって下さい。他に質疑等ないようですので、報告事項４点目、

その他とありますが、事務局からなにかございますか。 

 

・その他 

事務局：最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

先ほど説明させていただいたとおり、次回は水道水源保護条例の施行規則の

一部改正について、諮問し、答申をいただくことを予定しております。 

次回開催予定につきましては、先ほどお示ししたスケジュール案で、８月１０日

ごろとしておりますが、あと１月半ほどしかございません。 

その間に皆様のご都合を確認し、日程を決めてご連絡をする、というのはなか

なか難しいものがございますので、できましたらこの場で次回の開催日を仮決めし

て、後日事務局で調整させていただきたいと考えております。 

もちろん、別途開催のご案内はいたしますし、不都合が生じた際には日程の変

更をさせていただくこともあろうかと考えておりますが、現段階で委員の皆様のご



異論がなければ８月７日の木曜日を軸に考えてまいりたいと存じます。 

会長：ただいま事務局から８月７日に第２回目を行いたいとのことでしたが、いかがで

しょうか。みなさんスケジュールの多い方々で大変だと思いますので、ここで即答し

なくてもよいでしょうか。個々に聞いて頂けますか。 

事務局：もちろん手続きはそのように踏ませていただきます。８月７日で開催の案内を

送らせていただきますので、気に留めておいていただきたいと思います。 

会長：委員のみなさまは大変忙しいと思いますが、その日をなるべく空けていただき

ますようお願いいたします。 

事務局：開催の時間についてですが、できれは本日と同じ時間で１４時からを考えて

おりますので、併せてお願いいたします。 

会長：他になにかございますか。 

柏﨑委員：セシウムの濃度基準ですが、大気のサーベイメータについては紹介して

いただいているが、一般環境水、河川水は木更津はどのくらいあるのか。 

事務局：水のほうは、市でやったことはございません。 

柏﨑委員：排水基準を先にきめてしまって、なにかあると心配なので事前に何ヶ所か

きめて、スポット的にやってみては。畑沢のほうや高い所など、何点か見てやって

いただくといいかもしれない。 

事務局：そうですね。 

会長：非常にたいへんな事で、基準対策を必ずやってくれとの事は非常に難しいこと

ですが、よろしくお願いします。 

他にございませんか。 

では、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、平成２６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。 
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