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会 議 録 

１ 会議名  平成２７年度第１回木更津市環境審議会  

２ 開催日時  平成２７年６月２５日（木）午後２時から午後４時３０分まで 

３ 開催場所  木更津市水運用総合センター１階会議室  

４ 出席者名  

委員：斉藤高根、田中紀子、大日方惟忠、鶴尾和憲、冨沢道博、山口仁、 

湯谷賢太郎、石渡宏、市川悟、高橋幸子、山口和江、山口嘉男、 

一戸貞人、澤川隆、米丸文啓  

事務局： 星野治雄（環境部次長兼環境管理課長）、時松和弘（環境管理課

副課長）、長谷川和弘（環境管理課主任技師）、中川絵理（環境管理

課事務員） 

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） 

・（仮称 )千葉袖ヶ浦火力発電所建設計画に係る計画段階環境配慮書に関す

る市長意見について（公開） 

・報告事項  

（１）環境調査の結果について（公開） 

（２）環境基本計画について（公開） 

（３）その他  

６ 傍聴人  ４名（定員１０名） 

７ 発言の内容  以下のとおり 
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【司会】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、

本市では組織を挙げて省エネルギー対策に取り組んでおり、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。 

また、会議に先立ちまして会議の公開について説明させていただきま

す。 

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。 

本日数名の傍聴人の方がお見えになっておりますので、後刻お入りに

なっていただくことになっておりますので、ご承知置き下さい。 

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

おき下さいますようお願いいたします。 

 

それでは、只今から、平成２７年度  第１回目の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、環境部環境管理課、副課

長の時松と申します。 

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。 

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。 

 

次第の順番と前後して申し訳ありませんが最初に委嘱状の交付を行

います。 

委員名簿につきましては、お配りした資料のうち、資料６にございます

ので、ご覧ください。 

委員の皆様におかれましては、恐れ入りますが、お名前をお呼びいた

しましたら、ご起立いただきたいと存じます。 
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【斉藤委員以下、出席委員に対し委嘱状交付】 

 

【司会】引き続きまして、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。 

 

【副市長あいさつ】 

 

【司会】ありがとうございました。 

なお、申し訳ありませんが、副市長は所用のためここで退席をさせてい

ただきます。 

続きまして事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

【事務局職員紹介】 

 

【司会】それでは、申し訳ございませんが、環境部長も、所用がありますので、こ

こで退席させていただきます。 

 

それではここで傍聴人の方にお入りいただきますのでしばらくお待ち下

さい。 

 

本日は４名の方が傍聴人としてお入りいただいております。 

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から資料６に加えまして、ま

ず、ご審議いただくことになっております、 (仮称 )千葉袖ケ浦火力発電所

１，２号機建設計画に係る計画段階環境配慮書の本編と概要版、あらま

しのパンフレット、それから当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７、また、環境基本計画の概要版、資料８といたしまして今

年度改定を予定しております環境基本計画の業務計画書案、資料９とい

たしまして計画改定のスケジュール案を、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。 

 

では、次第に従いまして、議事に入ります前に、審議会の設置目的、

審議事項及び環境影響評価の概要につきまして、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。 
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・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。 

前期から引き続き委員をお引き受けいただいた方には、繰り返しになり

ますが、ご容赦ください。 

また、本日の審議会は盛りだくさんの内容となっておりますので、申し

訳ありませんが、資料に従い、概略的な説明とさせていただきますので、

説明が不足した部分につきましては、後ほど資料をご確認いただき、必

要に応じお問合せいただければ、と存じます。 

 

それでは、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ておりま

す。 

審議会の設置根拠につきましては、あらかじめお配りしてございます、

資料１に下線でお示ししております。 

まず、１ページ、環境基本法の抜粋ですが、第４４条に環境の保全に

関する審議会に関する規定がございます。 

この規定に基づきまして、木更津市環境保全条例第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。  

ここでは、審議会の設置目的を、「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」ことと定めており

ます。 

この目的を受けた具体的な審議事項につきましては、私どもの所管し

ております条例、「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」の二つになりますが、に定めのあるものと、そのほ

かに審議事項に該当すると考えられるものがございます。 

このうち、まず条例に定めのあるものにつきましては、資料１の２ページ、

環境保全条例の第８条第３項及び第５項で、環境基本計画の策定また
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は変更にあたり、あらかじめ審議会の意見を聴くこととされております。  

ちなみに、後ほど改めて説明させていただきますが、現在の環境基本

計画は期間が今年度までとなっておりまして、今年度中の改定を目指し、

現在作業を進めているところでございます。 

案が出来ましたらまた審議会の開催をお願いすることになろうかと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、同じく環境保全条例の第３２条第２項、規制基準に関しまして、

基準の設定及び改廃の際に、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、水道水源条例につきましては、５ページ、第７条をご覧くだ

さい。 

この第２項及び第４項で、水道水源保護地域の指定、変更、解除にあ

たり、審議会の意見を聴く、との規定がございます。 

次に、第８条第３項及び第４項で、排水基準の制定、変更の際にも審

議会の意見を聴くことが定められております。 

 

これらが、条例で定められた審議会にお諮りする案件、ということになり

ますが、これらの他に、資料２の審議会開催状況のにお示しいたしました

とおり、環境影響評価手続に係る市長意見を諮問し、答申を受けており

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、事業実施の際に、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。  

この手続に関しましては、この後説明させていただきますが、この手続

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、提出にあたりまして、当市では審議会に諮問し、

答申をいただいております。 

続きまして、審議会の運営につきましては、資料３をご覧ください。 

審議会の規則と運営要領でございます。 

事務局は環境管理課が務めることとなっておりますので、何かございま
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したら、ご遠慮なくお申し付けください。 

なお、次第にもあげてございますが、この後、規則第２条の定めにより

会長及び副会長の選出をお願いすることとなっております。 

 

最後に、審議会の開催状況についてでございますが、先ほどご覧いた

だきました資料２のとおり、案件の有無により年度ごとの開催回数に差が

ございます。 

今年度は、先ほども申し上げましたとおり、環境基本計画の改定を予

定しております。 

また、ことによると今回ご審議いただく事業の先のステップ、方法書が

でてくるかもしれませんので、その場合にもご審議いただくことになります

ので、今回の他、あと１～２回程度の開催を予定しております。 

みなさまにご負担をおかけして大変申し訳ありませんが、よろしくお願

いいたします。 

 

・環境影響評価の概要について 

 

【事務局】引き続きまして、次第の５（２）にお示ししました「環境影響評価の概

要について」、説明いたします。 

資料４をご覧ください。 

環境影響評価制度の趣旨につきましては、１ページにありますとおり、

環境の保全の観点から、よりよい事業計画とすることを目的として、事業

が環境に及ぼす影響について、事業者が調査、予測、評価を行うととも

に、公表及び意見聴取を行うものでございます。 

この法律は平成９年６月に、それまでの要綱から格上げされる形で制

定され、数度の改正の後、最新の改正は平成２３年４月に行われ、平成

２５年度から施行されております。 

３ページ、トピック１の下から２行目になりますが、この改正で、従前から

行われておりました、方法書、準備書、評価書といった、事業実施段階で

の手続に先立ち、事業実施前の手続として、計画段階環境配慮書に係

る手続が導入されました。 

これは、それまで環境アセスメントの制度上の問題点として、たびたび

指摘されておりました、手続開始時にはすでに事業の詳細が固まってお

り、計画の柔軟性が失われる、あるいは環境の保全に有効な対策の選

択範囲が狭まることなどに対応して、計画段階、つまり事業の概要が出
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来上がった段階での環境影響評価を実施することとしたものです。  

 

ここで、これまでの方法書、準備書、評価書と、今回導入された配慮書

のそれぞれの位置付けと言いますか、性格を少し説明させていただきま

す。 

 

まず方法書に係る手続ですが、対象事業ごとに方法書作成に関する

指針が各主務省から出されておりまして、基本的にはその指針に沿って

事業者が環境影響評価を実施する項目や、調査、予測、評価の方法を

選定、提示して、これらに対し都道府県知事等や住民の意見を聴くことと

されております。 

これにより事業実施地域の環境情報を補完し、調査の手戻りを防止、

効率的な環境アセスメントが可能になる、とされております。 

 

次に準備書ですが、方法書で提示した内容に、寄せられた意見を勘案

したうえで調査、予測、評価を実施し、その結果をとりまとめて公に提示

するとともに、広く意見を求めるものでございます。 

方法書、準備書のいずれにつきましても、記載が必要な事項、公告縦

覧の実施と説明会の開催の義務付け、意見聴取などが法により規定さ

れております。 

 

次に評価書ですが、準備書を公告縦覧した際に寄せられた意見をもと

に、許認可権者に送付されるもので、言ってみれば対象事業の環境影響

評価の確定版という位置付けになります。 

なお、評価書確定後、事業実施となりますが、実際に事業を実施した

後に予測評価と実況が大きく異なっていないかを確認するため、また、予

測時の不確実な項目に対して実施後の状況を把握するため、事後調査

を実施し、報告書を提出することも定められております。 

ちなみに、評価書につきましては、公告縦覧ののち、環境大臣及び事

業の許認可権者が審査し、その結果を許認可の判断に反映させるととも

に、必要に応じ補正を行わせることも規定されておりますが、評価書の段

階では関係地方自治体や住民の意見聴取はありません。 

 

これらに対し、配慮書は、事業に係る環境の保全について適正な配慮

がなされるためには、可能な限り早期の段階において、環境の保全の見
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地からの検討を加え、事業に反映していくことが望ましい、という考え方か

ら、方法書作成前の手続として、対象事業の位置、規模、施設の配置、

構造等の計画の立案、検討段階で、環境保全のために適切な配慮をす

べき事項について検討し、その結果を取りまとめたもので、原則として複

数案、既存資料をもとに調査、予測することとされております。 

具体的な配慮事項の選定や調査、予測、評価などの方法、また環境

の保全のための措置に関しましては、それぞれの対象事業ごとに、例え

ば発電所なら経済産業省、道路や空港などは国土交通省、といった各主

務省から指針、いわゆるガイドラインが示されておりまして、その中で詳細

について定められております。 

 

なお、法で定められております環境アセスメントの対象事業は５ページ

のとおりでございまして、最近の改正で風力発電所が追加されております。  

また、資料５に、これは千葉県の資料でございますが、法律と千葉県

環境影響評価条例で定める対象事業をお示ししております。 

千葉県環境影響評価条例では、法対象事業未満の規模の事業や、

焼却施設の新増設、ゴルフ場、土砂等の埋立などの、資料で申しますと

１４番以降の事業になりますが、一部の法対象外事業を対象として、計

画実施時の環境アセスメントの実施と、要綱による計画段階環境影響評

価の実施を定めております。 

 

続きまして、資料４の６ページをご覧ください。 

 

左から２列目の、「都道府県知事・市町村長」にありますように、配慮

書、方法書、準備書のそれぞれの段階で、知事から関係市、事業の影響

が及ぶと思われる地域に該当する市町村を「関係市町村」と表現されま

すが、この首長に対し、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。 

なお、一部の市、千葉市など規模の大きな市につきましては、都道府

県と同様の扱いになっておりまして、直接事業者に意見を出すことになっ

ております。 

ページが戻って恐縮ですが、３ページのトピック１の囲みの中の、２０１２

年の改正の下から２行目でございます。 

 

環境影響評価制度についての説明は、以上でございます。 



9 

 

 

・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、事務局から、星野環境部次長が仮議長を務

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。 

 

【仮議長】ただいま司会から説明がありましたとおり、今期の皆様に委員をお願

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。 

 

では、（１）「会長、副会長選出について」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。 

まず、会長を選出いたしたいと存じます。 

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、との声】 

 

【仮議長】ただいま、「推薦」、とのご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。 
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【「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。 

 

【「大日方委員推薦」の発言あり】 

 

【仮議長】ただいま、湯谷委員から、会長に大日方委員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決定いたします。 

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いたします。 

 

以上をもちまして、仮議長の職を解かせていただきます。 

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】 

 

【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。 
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会長一任でよろしいでしょうか。 

 

【「異議なし」の声あり】 

 

【会長】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。 

鶴尾委員、米丸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（１）の「会長、副会長の選出について」のうち、副

会長の選出についてお諮りいたします。 

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。  

 

【事務局】もしよろしければ事務局から、これまでの当審議会の慣例に従い、市

議会から推薦としまして、斉藤高根委員に副会長をお願いしたいと存じま

す。 

 

【会長】ただいま、事務局より斉藤高根議員の推薦がございましたがいかがで

しょうか。 

 

【「異議なし」の声あり】 

 

【会長】斉藤委員は、市議会の建設経済常任委員会の委員長であり、同委員

会は環境部所管事項を審査することとなっております。 

当審議会とも密接な関係がありますので、適任かと存じます。 

選任されました斉藤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、斉藤副会長、ごあいさつをお願いいたします。 

 

【斉藤副会長あいさつ 】 

 

【会長】ありがとうございました。 

それでは、次に（２）の「（仮称）千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建設

計画に係る計画段階環境配慮書に関する市長意見について」を議題に

供します。 

本件につきましては、去る６月１６日に縦覧に供された、とのことですが、
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まず事務局からの説明を求めたいと思います。 

 

【事務局】それでは、事業者からの説明に先立ちまして、議題につきまして事務

局から少々説明させていただきます。 

後ほどの、事業者からの説明と重複することもあろうかと思いますが、

ご容赦ください。 

 

今回の計画は、袖ケ浦市中袖にございます、石炭ヤードの空き地を利

用して、出光興産、九州電力、東京ガスの３社が新たな会社、特別目的

会社を設立し、最大発電規模１００万キロワットの発電機を２基、合計２０

０万キロワットの、石炭火力発電所を建設しようとするものでございます。 

事業内容と規模が環境影響評価法の対象施設該当いたします。 

資料4で申しますと、5ページの一覧表の5番、発電所の2つ目、火力発

電所に該当いたします。 

そこで、改正環境アセス法に基づく手続きのはじめの段階として、今回、

計画段階環境配慮書の縦覧が、去る６月１６日から行われております。  

 

事業の実施に当たり、事業者において本市の一部が環境影響を受け

るおそれがあると判断したことから、関係市として縦覧に協力しております。 

なお、縦覧場所といたしまして、金田、岩根、中郷の各公民館、市役所、

当課事務室の５箇所を設定しております。 

委員の皆様には、縦覧に供されております、「計画段階環境配慮書」、

同じく要約書、「あらまし」と書かれましたパンフレットをお配りしてございま

す。 

また、都道府県から事業者への配慮書に対する意見は、経済産業省

から出されております、発電所の建設等の際の計画段階配慮事項等を

定めた指針、これは全部で１４２ページに及んでおりまして、今回は資料と

して添付してございませんが、これによれば、概ね６０日以内にあげること

になっておりまして、千葉県では、環境審議会で６月１９日に諮問、７月１

７日に答申を予定しており、そこで意見を取りまとめる、とのことでござい

ます。 

その際、先ほどの指針で、都道府県知事は関係市町村から、環境の

保全の見地からの意見を求めることができる、とされておりまして、千葉

県知事からは７月１０日までに本市の意見を提出するよう求められている

ところでございます。 
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実は、この「計画段階環境配慮書」の審査に関しましては、本市も、千

葉県も今回初めてのことでございまして、他県の事例を見ましても、法改

正後に行われております環境影響評価手続に係る事業は、その多くが風

力発電、道路や鉄道の建設に係るものでございまして、今回計画されて

おります、石炭火力に関しましては、他県でも数件の事例しかございませ

ん。 

参考となる案件が少なく、また事務局が不慣れなため、ご審議にあたり、

ご不便をおかけすることもあろうかと存じますが、ご理解のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 

事務局からは、以上でございます。 

 

【会長】引き続き、事業者から配慮書について説明を求めたいと思います。 

事務局、事業者の入室を指示してください。 

 

【事業者入室、自己紹介】 

 

【会長】ありがとうございました。 

それでは引き続き、配慮書の説明を求めたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

【事業者】それでは、説明を行います。 

まず第１章でございますが、事業を行うものの名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地ということで、事業者の名称は株式会社千葉

袖ケ浦エナジー、代表者の氏名は代表取締役社長  三宅一成、主たる

事務所の所在地は千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ ワールド

ビジネスガーデンマリブイースト２５階となります。 

 

続きまして、第２章、第一種事業の目的及び内容になります。 

第一種事業の目的としまして、電力価格の低減や電力購入の選択肢

の拡大といった社会的要請や期待に応え、エネルギー企業としての社会

的意義を実現すると共に地元地域経済に貢献していくことを目的として、

株式会社千葉袖ケ浦エネジーを設立し、環境に配慮しつつ、より安全、

安定的、安価な電力供給の実現に貢献していくため、石炭火力発電所を

開発することを進めていくことになりました。 
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次に第一種事業の内容ですが、第一種事業の名称が（仮称）千葉袖

ケ浦火力発電所１，２号機建設計画、第一種事業により設置される発電

所の原動力の種類は汽力で、燃料は石炭です。第一種事業により設置

される発電所の出力は約１００万キロワットが２基で合計約２００万キロワ

ットです。 

 

次に今回の事業想定区域ですが、千葉県袖ケ浦市、拡大しまして赤

枠で囲った部分になります。住所は千葉県袖ケ浦市中袖３番地１他にな

ります。 

面積は陸域が約１００万ｍ２、海域が約９０万ｍ２、合計約１９０万ｍ２を

計画しております。 

 

続きまして、発電所の設備の配置計画の概要になります。 

発電所計画地点の選定については、事業実施想定区域内で、必要な

設備の設置面積が確保できること、燃料である石炭の受け入れ態勢が

整っていること、復水器冷却方式は海水冷却方式を採用する計画であり、

海域に近く取放水設備を設置できる場所であること、以上を踏まえまして、

発電所建設に適した場所として出光興産㈱所有の未利用地を選定いた

しました。 

発電所の配置計画としましては、出光興産㈱所有の未利用地を有効

に活用する計画であり、周辺への騒音影響を考慮して設備をする計画で

す。 

 

続きまして、発電所の配置計画の概要になります。 

この中央部分の青枠で囲った部分の更に真ん中部分に１，２号それぞ

れのボイラー・タービンを配置予定でございます。南側にそれぞれのばい

煙処理設備、北側に主変圧器等のエリア、東側に総合排水処理装置等

を設置予定でございます。 

今回、石炭を燃料といたしますので、屋内貯炭場を西側に、燃料受け

入れとしましては施設上部の石炭揚荷バースを活用予定としております。  

今回、冷却用としまして海水を活用いたしますが、その海水の取り出し

口、取水口を西側の青部分に、放水口を北側の青部分に設置予定でご

ざいます。 
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ここからは現在の現場の状況の写真で説明いたします。 

写真の黒く見える部分が出光バルクターミナルになります。それ以外の

部分を活用しまして発電所を配置予定であります。 

１２ページの中央部分から赤矢印の方向①及び②を見てもらえば判る

とおり、現場の土地所有者により除草等実施されまして土地が管理され

ているのがわかるかと思います。 

次に同じ視点から西側を撮影した写真になります。現在土地所有者の

ほうで樹脂等の製品を保管している保管場として活用されています。  

次に取水口付近西側の写真になりますが、北側を撮影したものは既存

の石炭揚荷バースが見えております。南側の写真が取水口設置予定場

所となっています。 

次に石炭揚荷バース付近ですが、既存の揚荷バースの先端部分及び

石炭を実際にすくい上げる機械になります。 

次に放水口付近になります。放水口の東側及び西側を撮影したものに

なります。 

 

ここからは電気工作物その他の設備に係る事項になります。 

まず発電設備の概念図でございますが、今回燃料を石炭といたします

ので、一時保管する石炭バンカーから微粉炭機におきまして石炭を細か

く砕きます。そしてボイラーに燃料を供給いたしましてボイラーで水を蒸気

に変えまして、この蒸気で蒸気タービンを回して発電機、変圧器を介しま

して電力を供給します。また、ボイラーでは燃焼ガスが発生しますので、

排煙脱硝装置でＮＯｘを、電気集じん機でばいじんを、排煙脱硫装置でＳ

Ｏｘを低減しまして、煙突を介しまして排出される予定でございます。 

次に主要な機器等の種類ですが、ただいま説明いたしましたボイラー

に関しましては超々臨界圧変圧運転貫流式を採用する計画です。 

燃焼方式は微粉炭燃焼方式、蒸気タービンにつきましては出力が２０

０万キロワットで計画しております。 

なお、ばい煙処理設備につきましては、排煙脱硫装置を湿式の石灰石

－石膏法、排煙脱硝装置を乾式アンモニア接触還元法、集じん装置を

電気式集じん機を採用する予定です。 

発電用燃料の種類ですが、発電用燃料の種類は石炭になります。 

今後バイオマス混焼等も検討する計画となっております。 

 

ばい煙に関する事項です。煙突につきましては、１、２号機それぞれ地
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上高１８０ｍと２００ｍの複数案を検討中です。 

排出ガス量は約３，３６０×１０３ｍ３
Ｎ/ｈ、硫黄酸化物につきましては排

出濃度２２ｐｐｍ、排出量が約７０ｍ３
Ｎ/ｈ、窒素酸化物については排出濃

度１５ｐｐｍ、排出量が約５０ｍ３
Ｎ/ｈ、浮遊粒子状物質は排出濃度が５ｍ

ｇ/ｍ３、排出量が約２０ｋｇ/ｈで計画しております。 

復水器の冷却水に関する事項です。 

先ほども紹介いたしましたが、今回復水器冷却方式は海水冷却、取水

方式を深層取水、放水方式を水中放水、冷却水量を約４２ｍ３/ｓ、復水

器設計水温上昇値を７℃、取放水温度差を７℃以下で計画しております。 

 

続きまして、用水に関する事項ですが、発電所において工業用水及び

上水を使用いたします。 

一般排水に関する事項としましては、プラント排水、排煙脱硫装置から

の排水のほか、生活排水等がございますが、これら一般排水は、新たに

設置する総合排水処理装置等で適切に処理を行い、排水基準以下で排

出する計画でございます。 

騒音・振動に関する事項ですが、新たな騒音・振動発生源はボイラー、

蒸気タービン、発電機、送風機、ポンプ等がございます。 

これら騒音・振動発生源には、防音・振動対策を適切に施すことにより、

騒音・振動を規制基準以下に低減する計画となっております。 

 

続きまして、石炭粉じん・石炭灰に関する事項です。石炭粉じんの飛散

防止対策としましては、密封型コンベアによる構内輸送に加え、屋内にお

ける石炭貯蔵、屋内貯炭場等を計画しております。 

石炭灰に関しましては屋内貯蔵設備に保管し、セメント原料等として全

量有効利用する計画でございます。 

 

続きまして、資材等の運搬方法及び規模でございます。 

工事用資材等の運搬方法ですが、海上輸送としまして、ボイラー、ター

ビン、発電機、変圧器、鉄骨類等の大型材料を海上輸送する計画となっ

ております。 

その他小型機器類、工事用資材につきましては陸上輸送を計画して

おります。 

運転開始後の資材等の運搬方法につきましては、従業員の通勤車両

であったり、発電所の補修用資材等の運搬車両等を計画しております。  
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工事中及び運転開始後の主要な輸送経路ですが、黒矢印で示された

ものが海上輸送経路でございます。 

陸上輸送につきましては、色が付いている主要幹線道路を活用しまし

て陸上輸送を計画しております。 

 

続きまして、工事工程の概要でございます。 

着工を２０２０年、平成３２年を予定しております。 

それぞれ１，２号機、工期を５０ヶ月、約５年を計画しており、運転開始

を１号機が２０２５年、平成３７年、２号機が２０２６年、平成３８年を予定し

ております。 

 

その他第一種事業に関する事項でございます。 

工事中及び運転開始後は、地盤沈下の原因となる地下水のくみ上げ

は行いません。 

また、土壌汚染の原因となる物質は使用いたしません。 

工場立地法に基づき、必要な緑地等を整備します。 

景観の保全については、千葉県良好な景観の形成の推進に関する条

例等に基づいたものとし、建屋の色彩等は周辺環境との調和に配慮しま

す。 

産業廃棄物は発生量の抑制及び発生した廃棄物の有効利用に努め

ます。 

温室効果ガスについては、利用可能な実績のある発電技術である

超々臨界圧発電設備、ＵＳＣ相当を採用し、高効率化、低炭素化を図り

ます。 

本事業で計画している発電設備は、東京電力の火力電源入札に関す

る関係局長級会議とりまとめにおけるＢＡＴ、いわゆる事業者が利用可能

な最良の技術の参考表でありますＡ、経済性・信頼性において問題なく

商用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電技術以上の技

術を採用することとしております。 

 

続きまして、第３章、事業実施想定区域及びその周辺の概況について

説明いたします。 

地域の概況の把握といたしまして、入手可能な最新の文献その他の

資料等により、事業実施想定区域及びその周辺地域の概況を把握しま

した。 
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具体的に言いますと、自然的状況としまして、大気環境、水環境、土

壌・地盤、地形・地質などの項目について、また社会的状況として人口及

び産業、土地利用、河川等の利用、交通、学校・病院等の項目につきま

して、文献により把握しております。 

文献により把握できました地域特性の概況をまとめております。 

事業実施想定区域の１０ｋｍ圏内における大気質、二酸化硫黄、二酸

化窒素、浮遊粒子状物質の平成２１年度から２５年度の年平均値の経

年変化は、各項目ともほぼ横ばいとなっております。 

また、事業実施想定区域の周辺海域の水質については、生活環境項

目に係る環境基準の類型が指定されており、化学的酸素要求量などに

おいては、Ａ類型、Ｂ類型、Ｃ類型に分類されており、また全窒素、全りん

につきましてはⅢ類、Ⅳ類に指定されております。 

事業実施想定区域は埋立造成地であり、今回の主要設備、発電設備、

屋内貯炭場、環境設備等の設置予定地は、出光興産㈱所有の未利用

地でございます。 

事業実施想定区域には、重要な地形、重要な地質はありません。 

事業実施想定区域の周辺地域には、陸域に生息・生育する重要な種、

海域に生息・生育する重要な種が文献により確認されております。 

また周辺海域には干潟が存在し、コアマモを主とした藻場が分布して

いることを確認しております。 

事業実施想定区域は、大半が工業地帯や自然裸地に位置し、一部に

クロマツ植林等が点在する程度でございます。 

 

続きまして、第４章、第１種事業に係る計画段階配慮事項に関する調

査、予測及び評価の結果についてご説明いたします。 

内容に入る前に、今回作成いたしました計画段階配慮書の目的及び

内容について、説明いたします。 

今回作成いたしました計画段階環境配慮書は、事業の検討段階にお

いて環境配慮を図ることが大きな目的となっております。 

本事業により方法書段階以降で環境保全措置により、環境影響を回

避、低減ができないような重大な影響を受ける可能性が考えられる項目

を選定し、評価を進めております。 

評価をするにあたり、計画段階配慮事項の選定するとともに、必要に

より複数案の設定を行っております。 

今回の配慮書の次になりますが、環境影響評価方法書という次のステ
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ップに移ります。 

方法書においては環境アセスメントを実施する計画を示したものとなり

ますので、実際に現地での調査、予測及び評価の手法を取りまとめた書

類になります。 

方法書の次にありますのが、現況調査、予測、評価ということで、具体

的に、本格的なアセスメントが次の段階で行われます。 

 

続きまして、計画段階配慮事項の選定したものについてご説明いたし

ます。 

温排水を排水することから、海域の動植物に関する項目を選定してお

ります。 

また、煙突等の構造物の設置を行いますので、景観の項目を選定して

おります。 

複数案の設定としましては、煙突高さについて複数案、Ａ案としまして

煙突高さ１８０ｍ、Ｂ案としまして煙突高さ２００ｍ、こちらの複数案を設定

し、煙突高さの複数案による大気質及び景観の違いを把握することとして

おります。 

こちらの表は計画段階配慮書として設定した項目を赤丸で示しており

ます。 

グレーで網掛けしている項目は発電所アセス省令、方法書段階で載せ

る参考項目を示しています。 

この中から今回計画段階配慮事項を選定しております。 

具体的に言いますと大気質につきましては煙突高さによる排ガスの影

響の違いを把握するために設定しております。 

 

続きまして、温排水につきまして、海域に生息する動物及び植物の重

大な影響の可能性が考えられることから、選定しております。 

また、景観につきましては煙突高さの複数案の設定による違いを把握

するために設定しております。 

 

次に、計画段階配慮事項として選定しました理由についてまとめており

ます。 

大気環境につきまして、高効率の排煙脱硫装置、排煙脱硝装置及び

電気集じん装置を設置することにより、重大な影響を受ける可能性はな

いと考えられるが、排ガスを出すことから、煙突高さの違いによる大気質
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への影響の違いを把握するため、計画段階環境配慮として選定します。  

海域に生息する動植物につきましては、温排水の影響により、周辺海

域に生息する動物、植物の重要な種及び干潟・藻場への重大な影響の

可能性が考えられることから、項目を選定しております。 

景観につきましては、施設の存在により眺望景観への影響が考えられ

ることから、煙突高さによる眺望影響への影響の違いを把握するために

項目を選定しております。 

 

続きまして、具体的に大気質に係ります調査、予測及び評価の手法に

ついてですが、既存資料の整理により、大気質及び気象の状況を把握、

数値シュミレーション解析により、年平均値を予測を実施しております。こ

の結果を元に一般環境大気測定局への寄与濃度について、煙突の複数

案の影響の違いを把握することとしております。 

こちらの図は大気質の影響を文献により調査したものになります。  

右側の図は黒丸で示したものが一般環境大気測定局で、赤で示した

ものが今回の計画地の場所です。 

左側の表になりますが、バックグラウンド濃度としまして、発電所の計

画地から１０ｋｍ以内の一般環境大気測定局の平均値になります。 

平成２１年度から２５年度までの平均値を示しております。 

二酸化硫黄につきましては０．００２ｐｐｍ、二酸化窒素につきましては０．

０１１ｐｐｍ、浮遊粒子状物質につきましては０．０１９ｍｇ/ｍ３となっており

ます。 

次に説明いたします気象調査地点につきましては、ひし形で囲んだ部

分にあります。 

市原市の岩崎西測定局で測定した結果になります。 

こちらが風配図になります。 

下の表につきましては平均風速と最多風向を月ごとにまとめております。 

一番右側は年間の平均値を示しており、平均風速は年間３．６ｍ/ｓと

なります。 

また最多風向は北風となっております。 

 

続きまして、大気の予測手法につきまして説明いたします。 

窒素酸化物総量マニュアルに基づき予測しております。 

続きまして、予測に用いました有効煙突高さ等を記載しております。 

こちらは予測に基づきました煙源の諸元について記載しております。  
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煙突高さＡ案１８０ｍ、Ｂ案２００ｍの場合につきまして、煙突高さの違

いによる大気質への影響の違いを把握することとしております。 

こちらは二酸化硫黄の予測結果になります。 

左側がＡ案煙突高さ１８０ｍのときの予測結果です。 

真ん中に示しておりますのが、煙突の位置になります。 

三角で示しておりますのが、最大着地濃度になります。 

煙突から最大着地濃度までを見ますと、東南東８．７ｋｍの地点で、濃

度が０．００００４２ｐｐｍとなっております。 

また、Ｂ案につきましては、東南東９．２ｋｍの位置に、濃度が０．００００

３９ｐｐｍとなっております。 

続きまして二酸化窒素の予測結果になります。 

煙突高さ１８０ｍ及び２００ｍの予測結果を示しております。 

次に浮遊粒子状物質の予測結果です。 

煙突高さ１８０ｍ及び２００ｍの予測結果です。 

いずれの場合につきましても大きな変化は見られないということが確認

されます。 

以上、大気質の調査、予測を整理したものです。 

煙突高さＡ案１８０ｍ、Ｂ案２００ｍの予測結果とも最大着地濃度はバッ

クグラウンド濃度と比べても極めて小さく、将来予測環境濃度は環境基

準の年平均相当値に適合していることから、大気質への影響は少ないも

のと評価しております。 

 

続きまして、海域の動物・植物に係る調査、予測及び評価について説

明いたします。 

下の表は調査、予測及び評価の方法について示したものです。 

既存資料の整理により、周辺海域に生息・生育する動物・植物の重要

な種及び注目すべき生息地並びに干潟・藻場等の分布を把握します。  

予測の手法としましては、温排水拡散簡易予測プログラムを用いて重

大な影響を与える可能性が考えられる温排水３℃以上上昇域を推定し、

海域に生息する動植物の影響を把握します。 

こちらは文献により確認された重要な種を示しております。 

動物・植物について文献により確認したものです。 

また周辺海域の干潟にはコアマモを主とした藻場が分布しているのを

確認しております。 
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続きまして予測の手法について説明いたします。 

温排水３℃以上の上昇域については、水中放水された温排水の簡易

シミュレーション手法の適用性をもとに開発された温排水拡散簡易予測

プログラムを用いて、水中放水された温排水の浮上点上昇水温を予測い

たしました。 

今回予測に用いました諸元を下の表に記載しております。 

水中放水の概念図を下の図で示しております。 

こちらが放水口、深い位置から水中放水されました水につきましては、

海表面に上がるまでの間に下のほうの水を多く取り込むということを示し

ております。 

３℃の上昇域につきましては、放水口近傍に限られているということが

わかります。 

温排水浮上点の水温上昇は２℃であり、重大な影響を受ける可能性

が考えられる温排水３℃以上上昇域は海表面には出現せず放水口近傍

に限られること、既存文献で確認された重要な魚類は遊泳力を有してい

ること、重要な軟体動物及び節足動物のほとんどは干潟に生息すること

から、温排水が周辺海域に生息・生育する動物・植物の重要な種及び干

潟・藻場に及ぼす重大な影響は回避・低減されているものと評価いたしま

す。 

 

続きまして、景観に係る調査、予測及び評価について説明いたします。  

既存資料の整理により、主要な眺望点及び景観資源の状況を把握し、

直接改変及び景観資源の眺望点及び遮蔽、阻害の有無を予測しており

ます。 

また、最寄りの眺望点から発電所設備、煙突を見たときの仰角を算出

しております。 

これによりまして煙突高さの複数案の違いによる影響を把握しておりま

す。 

こちらは景観の眺望点及び景観資源の状況を示した図です。 

発電所計画地点の最寄りにありますのが臨海スポーツセンターになり

ます。 

それ以外の眺望点は黒丸で示しております。また景観資源については

凡例のとおりです。 

こちらの予測結果としまして、煙突高さ１８０ｍにおける可視領域と垂直

視角の状況を記載しております。 
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中心の赤丸が煙突の場所を示しております。 

赤のラインで示しているのが、垂直視角１０度、赤の点線で示している

のが垂直視角５度のラインでございます。 

続きまして、Ｂ案煙突高さ２００ｍの予測結果です。 

垂直視角１０度、５度のラインを示しております。 

煙突高さ２００ｍということで、煙突高さが高いほど垂直視角が大きくな

ることが確認できます。 

こちらが最寄りの眺望点、臨海スポーツセンターから計画地点を見たと

きの状況です。 

垂直視角はＡ案で約８．５度、Ｂ案で９．５度となっております。  

こちらの図は煙突高さ２００ｍとした場合のイメージ図になります。 

臨海スポーツセンターから計画地までの距離は約１．４ｋｍとなります。  

以上、景観に係る調査、予測及び評価を示しております。 

主要な眺望点及景観資源につきましては、直接改変はないことから、

施設の存在による影響はないものと評価しています。 

眺望景観につきましては、煙突高さが高いほど最大垂直視角は大きく

なる傾向となりますが、煙突高さによる眺望景観の変化はほとんどありま

せんでした。 

発電所煙突などは千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例及

び袖ケ浦市景観計画に基づいたものとし、建屋の色彩等は周辺環境と

の調和に配慮するとともに、煙突等による圧迫感等の低減を図り、眺望

景観に配慮する等の環境保全措置を検討することから、施設の存在によ

る景観への重大な影響は回避・低減されるものと評価しております。  

 

以上、評価につきまして、計画段階配慮事項に係る総合評価を示して

おります。 

本事業において選定した計画段階配慮事項について、調査、予測及

び評価を行った結果、いずれの項目においても、重大な環境影響は回

避・低減されているものと評価しました。 

また、大気質及び景観については、煙突高さの複数案を設定しました

が、影響の違いはほとんどありませんでした。 

 

以上を持ちまして、環境配慮書の説明を終了させていただきます。  

 

【会長】事業者の方、ご説明ありがとうございました。 
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では、ここまでの説明で質問、意見がある方はいらっしゃいますか。  

 

【石渡委員】私はこういうことに不勉強で、基本的なことを聞いて申し訳ありま

せんが、お配りされました資料の５ページに事業の目的等が書かれてい

ますが、この地に火力発電所を作る必然性というか意図は何でしょうか。 

原発の事故があって問題となっているなかで、色々なエネルギーがある

中で石炭火力を選ばれた理由をお伺いしたいと思います。 

 

【事業者】電力の電源につきましては様々ありまして、それぞれメリット、デメリッ

トがございますが、私どもは事業を実施する中で、安全、安定、安価であ

り、また我々はそれぞれ出資会社がございますが、それぞれの資源などを

勘案したところ、この地において石炭火力で行うことを選びました。 

 

【石渡委員】火力発電以外の考えというのはあるのでしょうか。 

また、この場所に設置する必然性というのはあるのでしょうか。 

 

【事業者】電源というのは色々あり、それぞれに適した場所がありまして、色々

な場所で様々な事業者がやられている中で、我々の事業としては、先ほ

ど申し上げたとおり、我々の持っているリソース、土地や設備、経験・知見

が活かせることなどを勘案して今回の事業計画となりました。 

他の電源を否定するわけではありませんが、今回の事業についてはこ

のような選択をしたということでして、土地につきましても出資会社が有効

に利用されてこなかったということで、今回の事業で有効に活用できるの

ではないかといったところもあります。 

 

【会長】この会議は物を作ることによってどういう影響が出るかについて意見を

述べる場だと思いますので、作る意義については問題がちょっと違うので

はと思いますので、ご理解願いたいと思います。 

他に意見はありますでしょうか。 

 

【山口（和）委員】私は今計画されているところに隣接する牛込漁協で、海面漁

業で海苔の養殖とアサリの採取をしておりますので、すごくこの問題に興

味があります。 

大気汚染が影響があることはすごく重大なことですが、漁業をやってい

る私としては水質はもちろんですが、水温に関することが大事で、水温が



25 

 

３℃以上にはならないという説明があったのですが、牛込漁協は一番袖

ケ浦境なんですが、そこに温排水が到達した時点で水温の上昇分は０℃

でしょうか。 

昭和５９年の東京電力からの温排水以降、そこで漁業をしている私た

ちは、隣の金田漁協と比べて２℃の水温が必ず違うんです。 

色々工夫していますが、更に１℃上がったら死活問題になってしまいま

す。 

到達時点で温度の上昇は０になるのですか。 

 

【事業者】今回説明した配慮書につきましては、重大な影響と考えられる３℃の

上昇域がどこまで浮上するかについて示しております。 

次のステップの方法書以降で実際に現場の調査をしまして、具体的な

１℃、２℃、３℃の温排水の予測をして評価を実施いたしますが、今回は

重大な影響が考えられる３℃を評価しておりますので、具体的な１℃、

２℃というところについては今後調査をして、予測・評価を示していくことに

なります。 

本件につきましては千葉県の漁連様に配慮書の位置づけと温排水の

話はさせていただいております。 

当然のことながら、１℃でも海苔等に影響があることは認識しておりま

すので、今後きちんとした形でご理解いただけるよういろいろな機会を設

けまして説明させていただきたいと思います。 

 

【斉藤委員】そのような認識があるならば、配慮書の地域特性に実施周辺海

域には海苔養殖漁業があると、そのような認識の上に書いておいてもら

いたい。 

この配慮書はあまり配慮がされていない。 

この場所は昔、鯨がいたところです。 

東京電力の温排水があるところです。 

東電の温排水は私たちの漁場まで明らかに影響しているというデータ

があるんですよ。 

そのデータの上に２℃でもその水が重なったときに、複合的にアセスメ

ントをしてもらいたい、というのが山口委員の意見なんです。 

東京電力ですでに影響があるのに、そこに２℃足したらどうなるのかと

いうことです。 

はっきり言ってアセスメントは事業者側の報告書なんですよ。 
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ですから悪い方向というのは出てこないので、もっと真摯に調査をして

いただいて、アセスメントを作っていただきたいというのが、この時点での

我々の意見です。 

ばい煙で人は死なないと思いますが、海苔業者はみんな死んでしまう

んですよ。 

そこをお分かりくださって、これからはこういう場所でなくて、漁業者とか

漁連とかそういうところで、という話があると思うんですよ。 

温度差は７℃以下にはならないんでしょ。 

 

【事業者】取水温度と排水温度の差は設計上、７℃でやらせてもらっています。 

 

【斉藤委員】それ以上下げることは技術的に可能なんですか。 

 

【事業者】経済性等を考えた中では、最適であると考えております。 

 

【斉藤委員】明らかに海苔というのは影響があるんですよ。 

海苔の１℃違うというのは、アフリカからカナダに行ったような、かなりの

ショックを受けるんですよ。 

また、温度差のある海水は混ざらないんですよ。 

暖かい水がコロコロ漁場を転がって、海苔をダメにするんですよ。 

こういうことをわかってくれる人を企業の中で取り入れてもらって、環境

アセスメントをしていただきたい、というのが我々の要望です。 

 

【会長】色々要望がありましたが、事業者の方はこの場ではお答えできないでし

ょうから、持ち帰って検討していただきたい。 

 

【山口（仁）委員】８ページで海域が約９０万ｍ２となっているが、どのように定め

ているのでしょうか。 

何らかの権利が設定されているのでしょうか。 

どうやって赤線の範囲を決めたのかお聞きしたい。 

 

【事業者】赤枠の範囲というのは、取水口、放水口等を含めて工事を行う範囲

を赤枠で囲んでおります。 

    

【山口（仁）委員】許可を申請する手続き等はあるのでしょうか。 
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【事業者】必要に応じて行います。 

 

【湯谷委員】東京湾は内湾であり、近くにかなり浅い海域があり、かなり特殊な

場所である、ということを認識してこの配慮書を作ったのか疑問な感じが

あります。 

というのは、評価書を見ると、どう考えても外洋に面しているところの温

排水の文章をそのまま使っている。 

最近見た他所の発電所の文章にそっくりです。 

申し訳ないですけど、環境アセスというのは地域一つ一つ違うものがで

きないとおかしいわけです。 

他所がこうだからここも同じ、というわけではなく、温水でも他所は２℃

でも魚が逃げるからよいが、海苔は逃げませんよね、蟹は逃げませんよね。 

０．５℃でも重大な影響があるかもしれない。 

その影響をちゃんと評価書に入れてもらわないとまずいことになるので、

その部分はしっかりやってもらいたい。 

ここから５ｋｍも移動すれば、最近新種の蟹が見つかっています。 

環境アセスというのは将来揉め事を起こさないためにやるというのが一

番大事であると思うんです。 

ですから、他のところが２℃だからここも２℃でいいということはなく、もし

かしたらここは０．５℃で考慮しなければならないかもしれない、それは事

前に調査すべきであり、この配慮書を作った段階でここの地域性をどこま

で認識していたのかをお聞きしたい。 

 

【事業者】配慮書の作成に関しては、既存の文献で、ということで私どももでき

る限り公になっている資料を基に作成したものです。 

今後、方法書の段階においては、調査する時期、調査の手法をお示し

して、その調査の計画を基に現地調査を行うことになりまして、現地調査

で確認されました重要な種に関しましては、温度影響を含めて予測、影

響、評価を準備書に示します。 

地域特性につきましては、そこに生息しています動物につきましても、

影響を十分確認して準備書を作成します。 

 

【湯谷委員】準備書の段階で、水平方向を含めた３次元の流動をつかんでもら

いたいと思います。 
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というのは、外洋に温水を出すだけではそれでさよならですけど、内湾

は温水が行ったり来たりするだけで、なくならない。 

そこに新しい温水がどんどん入る、状況が違う現象が起きる、というこ

とをちゃんと認識した上でやらないと、作ったあとで大問題になることが考

えられます。 

このあたりはまだ漁師がいっぱいいるので、その方々から裁判を起こさ

れるというのはお互いによろしくないので、しっかりとしたシミュレーションを

やってもらわないといけないと思います。 

 

【田中委員】今の話を聞いていると、４８ページでは既存文献で確認されたとい

う動物や植物を書いているんですが、その地域で自然を相手に生業をし

ている動物、植物というのは別の一覧があって、それに対する環境の調

査はどうかというのを方法書、準備書のときには追加していくんですか。  

 

【事業者】現地調査で確認されました重要な種につきましては、同じように記載

しまして影響、評価を実施してまいります。 

 

【田中委員】１９ページで、今後バイオマス混焼も検討する計画、とあるのです

が、バイオマスを考えている理由をお聞かせ下さい。 

 

【事業者】バイオマス混焼につきましては、目的としましてはＣＯ２の低減で考え

ております。 

バイオマスを燃やしてもＣＯ２は出るのですが、それはカーボンニュート

ラルといいまして、石炭の使用量が減るということでＣＯ２はトータルで減

る、という考え方でバイオマスの混焼を考えております。 

バイオマスの中身につきましては今後詰めていきますが、基本的には

地元のバイオマスの活用を考えて、具体的にはこれから検討していくとこ

ろです。 

 

【田中委員】バイオマスがいいなと思う反面、原発事故で放射能が撒かれたの

で、放射性物質の多い木を燃やすと更に高濃度になってしまうので、煙

突などにバグフィルターを設置したりと大変になるので、どうなのかなと思

って聞かせていただきました。 

 

【会長】この千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建設計画に関して確認する機会
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は今日しかありませんから、質問ですとか、こうしてもらいたいというのは

どんどん述べていってもらいたいと思います。 

 

【山口（仁）委員】４２ページの煙突の関係で、１８０ｍ、２００ｍの２つの案を選

んだ理由なんですが、それより低い、例えば１５０ｍですとか１７０ｍではな

くこの２つを選んだのはどういう理由からなんですか。 

また、結果として４６ページを見ると、Ａ案Ｂ案ともに極めて影響が少な

いので、より低い１８０ｍを選ぶということなのかお聞きしたいと思います。 

 

【事業者】煙突高さの１８０ｍ、２００ｍにつきましては、お手持ちの資料３４ペー

ジに記載しておりますとおり、１８０ｍ以上にしたのは、ボイラーが約７０ｍ

ありまして、煙突と建物が近接している場合にはダウンウォッシュという風

の巻き込みによって近くに高濃度の排ガスが落ちるという現象があります。 

これを回避するためにはボイラー高さの２．５倍以上の高さが必要とい

うことで、１７５ｍになるので、これを勘案しまして１８０ｍ以上で考えており

ます。 

また、２００ｍにつきましては、周辺の類似事例を確認したところ、２００

ｍの煙突がございまして、景観という見方からしまして２００ｍということで、

１８０ｍ、２００ｍの複数案を設定しております。 

今後、１８０ｍ、２００ｍにつきましては方法書段階の時点で大気質の

関係や景観の関係をお示しして説明いたします。 

 

【斉藤委員】さっきの発言はおだやかに言ったつもりでございます。 

７月１０日までに意見を下さいとのことですが、その意見によってまた考

えますということなんでしょうか。 

 

【事業者】最終的には千葉県知事の意見としてまとめられて、経済産業大臣か

ら出される意見と合わせ、それらを考慮しまして方法書の作成、実際の調

査、という形になります。 

 

【斉藤委員】極論を申し上げると、私は生業として漁業を行っており、漁業者の

代表として山口が出席しておりますが、私たち２人の意見というのはやめ

てくれということです。 

作らないでもらえれば水温は上がりません。 

建設計画をやめて下さいという意見でも受け取っていただけるのか伺
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います。 

 

【事業者】そういうご意見があったということは、我々としては認識いたします。 

 

【斉藤委員】本当に我々は心のそこからそう思っております。 

東京湾の漁師というのは、開発とともに生きていくということで暮らして

いるんですけど、今、地球の温暖化ということで、海苔の漁期というのは

非常に短くなったんですよ。 

始まりが３０日以上遅れてしまった、終わりが３０日以上早くなった。 

その上また温排水２℃の水が転がってくるということになると、また１ヶ

月、１０日と短くなり、もう海苔はほとんど取れない状態になるんですよ。 

そういうことを配慮してこういう事業を考えているのか、私と山口が時代

遅れなのか。 

煙突の高さが１８０ｍで、５０ｍ先で斜めに見えて影響ないとか、我々に

は関係ないんですよ。 

そういう話を聞きにきたんではないんですよ。 

こういう話を、地元の話をあなた方に伝えるためにこの委員になったわ

けなんですよ。 

温排水というのはぜったいいやです、ということを今日出た意見として

真摯に受け止めて帰っていただきたいと思います。 

 

【会長】ただいまの意見について、委員からやめていただきたいというきびしい

意見も出た、ということを踏まえて、事業者はお帰りになって十分検討して

いただきたいと思います。 

 

【鶴尾委員】１９ページでバイオマスを検討するとのことですが、道路を使うとい

うのは、従業員の車等なのかと思っていましたが、仮にそういったバイオ

マス燃料等を運ぶということであれば資材の搬出入時の大気環境は考

慮されないのですか。 

あるいはまだ計画段階なので入れていないということなのでしょうか。  

入れた場合には、文献でかまいませんが発電所を稼動させた際に生じ

る物質等に変化があるのでしょうか。 

 

【事業者】先ほども説明いたしましたが、バイオマスはなにを燃やすのか、どれく

らい燃やすのかはこれから検討を進めていきます。 
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バイオマスの搬入につきましては、道路が決まらないとどれくらいインパ

クトがあるのか決まりませんので、それも今後検討を進めていきます。 

 

【会長】大気質の調査で風向き等が出ていますが、平均して北風が多いという

ことですよね。 

北風が多いのにここを中心として北東で検査していますね。 

北風ということは、もしなにかあったらもっと北で測らなければならないと

思うんですが、なぜこの場所で測定したのか教えてもらいたい。 

 

【事業者】今回は配慮書ということで、現地調査は行わず文献調査だけで配慮

書を作り上げております。 

大気の予測を行うに当たっては、風向風速のほか、日射量及び放射

収支量が必要なのですが、全てのデータが揃っていて一番近いのが、岩

崎西になります。 

方法書以降につきましては、事業実施区域の適切な場所で、風向、風

速、日射量、放射集資料を測定したデータを使用します。 

 

【会長】違う方向のデータでは予測の意味がないのでは、という指摘で、できれ

ば風が吹いてくる方向の場所で測定していただければもっとよくわかるの

かなと思います。 

今後実測してそのデータ予測、評価する、と理解しました。 

 

時間もだいぶ過ぎてまいりました。 

事業者の方、色々と説明していただいてありがとうございました。  

これからお帰りになって、色々練っていただいて、周りに影響がないよう

に、ないというのはなかなかできないかもしれませんけれど、影響が少ない

ようにできることを研究していただきたい。 

 

【事業者退室】 

 

【会長】では、これから審議に入ります。 

審議の進め方について、事務局から何かありますか。 

 

【事務局】ご審議いただくにあたり、そのたたき台といたしまして、事務局で市長

意見案を作成いたしましたので、これからそれをお配りいたしますが、内
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容の説明に先立ちまして、お願いがございます。 

本来であれば、事業者説明の後に、私どもから市長意見の案につきま

して諮問させていただき、十分ご審議いただいたうえで答申をいただき、

市長意見を作成することとなるわけでございますが、先ほどの説明で申し

上げましたとおり、千葉県への意見提出の期限が７月１０日とされており

ますことから、再度審議会を開催していただくことが難しいと考えておりま

す。 

また、７月１５日までが一般の住民の方の意見提出の期限ですので、

計画をやめてほしい等のご意見は、そちらでもお出しいただける機会があ

るということで、今回につきましては、諮問、答申という形ではなく、この案

に、先ほどまでいただいたご意見、また、これからいただくご意見を併せ、

表現等に関しましては、会長とご相談させていただき、市長意見といたし

たいと存じます。 

 

それでは、市長意見案について説明させていただきます。 

配慮書４．１－１ページから、配慮事項の選定と予測、評価の結果が

示されております。 

これを見ますと、配慮書の段階で選定した計画段階の配慮事項として、

重大な影響を受ける可能性があるかどうかについて、事業者が指針に則

って項目を何点かお示しして予測、評価を加えた、というのが今回の配慮

書になります。 

今後の方法書以降の手続きの中では、まず影響があるかどうか、さら

にそれはどの程度か、ということが、項目選定の判断基準となるものと考

えております。 

３℃のラインがどこか、２℃のラインがどこかというのは、方法書以降の

話ではなく、今回の配慮書の中では３℃、２℃という話なんですよ、という

ご理解をいただければと思います。 

 

まず、１、全般についてですが、1点目、「事業実施想定区域周辺の地

域は、同種の事業場が集中していること、前面海域が良好な漁場となっ

ていることなどの地域特性を考慮し、指針で示された標準的な手法等に

止まらず、必要に応じさらにきめ細かい手法を採用する等、丁寧に調査、

予測した上で環境影響評価を行うこと」としております。 

当該事業地域の地域特性の勘案が今のところ、配慮書の段階では不

完全であり、今後の手続きではきちんとやってもらいたいということ、標準
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方式だけではなく、それ以上に丁寧にやってもらいたいということで意見と

したものでございます。 

続きまして、全般の２点目、「施設の規模に応じた環境への影響につい

て検討を加え、その結果を方法書以降に記載すること」、これにつきまし

ては配慮書の中にも書いてございますが、なぜ２００万ｋＷにしたか、今回

の計画は電力の安定供給の確保、電気料金のコスト低減の観点から、

未利用地内で可能な規模として２００万ｋＷの規模としたとあります。  

先ほど委員からもご意見がありましたとおり、ここで２００万ｋＷの発電

設備が必要なのか、２００万ではなく、１００万、１５０万ｋＷだったら影響が

違うのか、というところが、環境への影響の観点から規模の決定がなされ

た形跡がございませんので、環境影響評価法が改正されて計画段階の

手続が加えられた意味を考えますと、事業場のメリットとして２００万ｋＷと

したというのはいかがなものかなということで、それが「施設の規模に応じ

た環境への影響」ということでございます。 

 

次に、２、大気につきましては、事業実施想定区域周辺は、「一部の大

気汚染物質が環境基準を超過していることに加え、毎年光化学スモッグ

注意報が発令される状況にあることから、既存の発生源との複合的な影

響、短期的高濃度時の予測、評価を行うとともに可能な限り環境への影

響を低減させる対策を実施すること」としております。 

こちらの場所は同種の事業場がたくさんあり、単独ではなく、複合的な

汚染が考えられます。 

また、昨日袖ケ浦市で光化学スモッグ注意報が発令されたということも

ございますし、少し気象条件がよくなると光化学スモッグ注意報の心配が

あるという地域ですので、単純にここに新設されれば、その分だけ発生量

が増えるというのは間違いないことですから、増えた場合の予測はきちん

としなさい、という主旨の意見でございます。 

２点目は、「当該事業の実施に伴う建設中及び稼動後の大型車の交

通量の増加の影響を、方法書以降の手続きにおいて適切に予測、評価

すること」としております。 

これは、回避不可能な影響はない、ということで今回、配慮書の項目

から落ちておりますが、今後の方法書以降の手続きの中で、大型車の交

通量が増加すると、大気、騒音、振動の面で影響があるのではないかと

いうことで予測すべき事でしょう、ということで、確認的な意味であげており

ます。 
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騒音、振動に関する意見も同様でございます。 

 

 

次に、４、動植物につきましては、水質関係になるのか動植物関係に

なるのか微妙なところですが、今回配慮書の中で動植物の中で温排水を

扱っておりましたので、それに合わせまして、動植物関係で意見をあげて

おります。 

ひとつは、「当該事業の実施に伴い、事業実施想定区域の周辺海域

への温排水の影響が懸念されることから、事業計画の確定に当たっては、

可能な限り影響が小さくなる方法を採用した上で、合理的かつ丁寧に予

測、評価を実施すること」という表現にしております。 

私どもといたしましては、「やめるべきである」という意見はなかなか出

せないものですから、やるとすればこういう意見ですよ、ということで、可能

な限り影響が少なくなる方法を取りなさい、それから、全般のところでも言

っているように合理的かつ丁寧に、標準的な調査、方法だけでなく、地域

に合った、場合によっては特別な予測、評価があってもよい、という意味

でこのような表現にしております。 

２点目は、「温排水による環境への影響を判断する際に、温度上昇の

影響及び影響範囲の設定に係る合理的な根拠について、方法書以降に

記載すること」としております。 

少々乱暴な例えですが、平均気温が２度、あるいは３度違うというのは

大変な変化でございまして、水温が今より２度、あるいは３度高くなること

により、周辺の状況がどう変わるのか、具体的にどうなるかは想像はつき

ませんが、かなりの影響があるというのは想像できるところでございます。  

今回の配慮書については、回避不可能な重大な影響があるかどうかと

いうところで、あるかもしれないので要素に加えて予測、評価をしたという

ところまででございます。 

今後、方法書以降の予測、評価では、何℃の線がどこかではなく、どこ

まで影響範囲が及ぶのか、通常のモデルを使ってはここでは適用できな

いのではないか、ですとか、あるいはどこだったら何℃上がるか、というき

め細かい予測が必要であることから、このような意見にしております。 

 

２ページ目になりまして、地球温暖化対策についてですが、ＣＯ２の排

出につきましては、将来的なエネルギーの構成の関係ですとかが関連し

てきますので、市長村として意見を出すのはどうか、という話はあろうかと
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思いますが、事業実施想定区域周辺の排出量が相当程度増加すること

から意見としてあげてございます。 

読み上げは省略いたしますが、現在利用可能な技術はどんどん取り

入れて下さい、それから将来可能になった技術は積極的に導入して下さ

いという話でございます。 

 

これらを踏まえた上でご審議いただければと思います。 

 

【会長】ただいま説明のあった市長意見案について、質問、意見のある方はい

らっしゃいますか。 

 

【斉藤委員】木更津市が意見を出す意義ということを考えると、５項目を作って

くれたんですけれども、私は漁業者を代表して２番を新たに独立してもらっ

て、漁業についてというタイトルで、「周辺漁民と真摯な話合いをして、な

おかつ合意の上で新設をすること」と、こんな内容を入れていただければ、

今回この会議の私、山口の役割が果たせるわけです。 

これを全般の次の２に入れていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

【事務局】ご意見の主旨は理解いたしますが、実はこの制度は「環境の保全の

見地からの意見」という縛りがかかっておりまして、そこに合致するかどうかと

いうことになりますので、少し検討させていただければと思います。  

 

【斉藤委員】道を外れても結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 

【会長】なるべく取り入れられるものは取り入れていただきたいと思います。 

他に意見はありますか。 

なければ、これまでの市長意見を参考に先ほど事務局と話をした上で

市長意見案を作って提出したいと思いますが、よろしいですね。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【会長】ありがとうございました。 

本日の議題は以上で終わりなんですが、事務局から色々と報告事項

があるようです。 
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【事務局】当初事務局で想定した時間よりかなり押しておりますので、簡単に説

明させていただきます。 

当課で実施しております、各種環境調査結果について、資料７でお配

りしております。 

一度ご覧になっていただいて、グラフと表ばかりでわかりずらいと思いま

すが、お持ち帰りいただいて、疑問等があればご遠慮なくお声がけしてい

ただければと思います。 

それから、環境基本計画改定事業についてでございますが、資料８が

計画案、資料９がスケジュール案となります。 

年度内いっぱいに何とかしたいということで話を進めておりまして、１０

月ごろにお諮りできれば、というスケジュールで進んでおりますので、その

際にはまた、ご意見を頂戴できる段階でお示しいたしますので、ご留意願

えればと思います。 

ちなみに、この薄い冊子が今年度までの計画になっております。 

概要版ですので、本来はもっと厚い冊子なんですが、制定から十数年

たっており、少し陳腐化しておりますので内容を見直すということで現在作

業をしております。 

 

以上でございます。 

 

【会長】他にはありませんか。 

ないようですので、これで平成２７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。 

 

 

会議録署名人  

 

 

会議録署名人  


