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会 議 録 

１ 会議名  平成２７年度第２回木更津市環境審議会  

２ 開催日時  平成２８年１月２８日（木）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

３ 開催場所  木更津市役所駅前庁舎  ８階防災室・会議室  

４ 出席者名  

委員：斉藤高根、大日方惟忠、神田豊彦、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、 

澤川隆  

事務局：小山秀雄（環境部部長）、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） 

記録：長谷川和弘  

５ 議題等及び公開又は非公開の別  

・第２次木更津市環境基本計画について（諮問）(公開 ) 

・報告事項  

（１）（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

配慮書に関する千葉県知事意見及び環境大臣意見について（公開） 

（２）その他  

６ 傍聴人  ２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。 

   定刻より少し早いですが皆様おそろいですので始めさせていただきます。  

会議に先立ちまして、まず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】 

 

なお、本日はこの後木更津市環境基本計画の改定案についてご審議いた

だくこととなっておりますが、改定案の内容を説明させていただく必要がござ

いますので、作成を受託した事業者に同席を願っております。 

株式会社日本環境工学設計事務所、新井、田湯の２名でございます。 

 

   つづきまして、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、第２次木更津市環境基本計画案の

ほか、資料１といたしまして、事前にお配りした計画案の正誤表、昨年１２月

１６日から今年１月１５日の間に実施いたしましたパブリックコメントの結果、

鶴尾委員、湯谷委員から事前にいただいた意見の回答、資料２といたしまし

て、第１回環境審議会でご審議いただきました (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対する本市の意見、

千葉県から環境大臣への意見、環境大臣から経済産業大臣への意見をま

とめ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。 

 

続きまして、会議の公開についてご説明いたします。 

 

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。  

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朝日庁舎２階

の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

知おきくださいますようお願いいたします。 

 

本日の傍聴希望者は、ただいま２名きております。 

ではここで、傍聴人に入室いただきます。 

 

【傍聴人入室】 
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それでは、只今から、平成２７年度第２回目の木更津市環境審議会を開

催いたします。 

なお、本日の審議会は、委員１７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。 

 

でははじめに、審議会の開催にあたりまして、大日方会長からごあいさつ

を頂戴したいと存じます。 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

【大日方会長あいさつ】 

 

ありがとうございました。 

続きまして、渡辺市長からご挨拶申し上げます。 

市長、お願いいたします。 

 

【市長あいさつ】 

 

ありがとうございました。 

 

では、議事に入ります前に、本日の議題でございます、木更津市環境基

本計画の改定案に係る諮問につきまして、木更津市環境審議会会長に、木

更津市長から諮問書をお渡しいたします。 

 

渡辺市長、大日方会長、恐れ入りますが、前の方へお願いします。 

 

【市長、諮問書本文を朗読の後、会長へ諮問書を手交】 

 

ありがとうございました。 

それでは、誠に申し訳ございませんが、市長は公務のため、ここで退席さ

せていただきますので、ご了承ください。 

 

【市長退席】 

 

それでは、ここからは木更津市環境審議会規則第３条第１項の規定に従
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いまして、会長に議事進行いただきたいと存じます。 

大日方会長、よろしくお願いいたします。 

 

【会長】それでは、会議を始めます。 

皆様のご協力をいただきまして、２時間以内で会議が終了すればありがた

いと思っております。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、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。 

神田委員、山口和江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、早速議事に入りたいと思います。 

議題は、先ほど諮問を受けました、「第２次木更津市環境基本計画につ

いて」でございます。 

本件につきましては、昨年６月２５日に開催した今年度第１回の環境審議

会で、事務局から計画の改定に関する日程等の説明があったところですが、

昨年１２月１６日から今月１５日まで、改定案として第２次木更津市環境基

本計画（案）の意見公募が行われました。 

委員の皆様には、すでに意見公募時の案が配布されていると思いますが、

今回、初めて計画の内容が示され、条例に基づき当審議会の意見を求めら

れております。 

この計画案について議論するにあたり、まずその内容と意見公募の状況

について、事務局からの説明を求めたいと思います。 

 

【事業者】第２次木更津市環境基本計画（案）についてご説明いたします。 

まず目次をご覧下さい。 
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本書の構成は、第１章  環境基本計画のあらまし、第２章  計画の目標、

第３章  より良い環境を創造するための取り組み、第４章  計画の推進から

成っています。それでは内容を頁に沿って順番にご説明いたします。 

 

１章  環境基本計画のあらましについてご説明いたします。 

２ページをご覧下さい。「第１節  計画策定の背景」です。 

平成15年3月に「木更津市環境基本計画」を策定しました。望ましい環境像

「未来につなぐ 環境にやさしいまち きさらづ」の実現を目指して、各種の施

策に取り組んできました。それから10年以上が経過し、多くの環境指標に改

善が見られたことから、前計画に基づく環境保全の取り組みは一定の成果を

収めたと評価できます。 

しかし、国レベルでの環境に関わる新たな法の施行や計画の策定、循環

型社会の実現に向けた取り組み、地球温暖化問題への適切な取り組み、一

層の推進・強化が必要となりました。 

また、平成23年3月東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故による

安心・安全が確保されることが環境保全の基盤であると再認識されました。  

これらの変化を踏まえ、環境にやさしいまちを未来につないでいくため、新

たな環境基本計画を策定し、環境の保全に関する施策に一層取り組んでい

きます。 

前計画が平成27年度で満了することから社会経済情勢の変化や環境行

政の状況を考慮し、新たに「第2次木更津市環境基本計画」を策定しました。 

 

３ページ「木更津市の環境基本計画について」です。 

平成13年4月1日に「木更津市環境保全条例」を制定しました。基本理念

の実現に向けて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るためのものとして、「木更津市環境基本計画」は作成されました。  

以下に木更津市環境保全条例の基本理念を示してあります。 

 

４ページ「国の環境基本計画について」です。 

国の環境基本計画は、環境基本法第15条に基づき策定されており、第１

次環境基本計画が平成６年に、第２次環境基本計画が平成12年に、第３次

環境基本計画が平成18年に、第４次環境基本計画が平成24年に閣議決定

されております。 

平成23年3月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事

故は、「生活環境の安心・安全」がクローズアップされ、国の「第四次環境基
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本計画」では、「目指すべき持続可能な社会の姿」を「「安全」が確保されるこ

とを前提として、「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野が、各主体の参加

の下で、統合的に達成され、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な

地域にわたって保全される社会」と定めています。 

 

５ページ「第２節  計画の位置づけ」です。 

木更津市環境基本計画は、上位計画である木更津市総合計画に示す基

本理念や将来像を環境面から着実に実現していくための役割を担う計画で

す。 

国においては、環境基本法に基づき環境基本計画があり、千葉県におい

ては、千葉県環境基本条例に基づき千葉県環境基本計画が定められてお

り、木更津市においては、木更津市環境保全条例に基づき木更津市環境

基本計画が定められております。 

 

６ページ「第３節  計画の対象」です。 

対象とする地域は、木更津市全域とします。 

河川のように流域としてとらえる必要がある場合や、大気質や海域のよう

に広域的な対応が必要なものについては、国や県、他の地方自治体などと

協力しながら課題の解決に取り組むものとします。 

対象とする環境は、①生活環境、②自然環境、③地球環境、④環境保全

活動の４分野です。身近な地域レベルの環境問題から地球温暖化などの地

球規模の環境問題までを総合的に捉えていきます。 

 

７ページ「第４節  計画の期間」です。 

長期的な将来を見据えながら、当面の目標として平成28年度（2016年

度）から平成37年度（2025年度）までの10年間とします。 

計画は5年毎に見直しを行うことを基本とし、社会経済情勢、環境の変化

により見直しの必要性が生じた場合には、適宜柔軟に対応するものとします。  

 

９ページ以降が「第２章  計画の目標」となります。 

１０ページ「第１節  木更津市のあらまし」です。 

房総半島のほぼ中央部の西海岸に位置し、北は袖ケ浦市、東は市原市、

南は君津市、西は東京湾を隔て、川崎市及び横浜市に対峙した位置にあり

ます。 

気候は温暖で積雪はほとんどなく、東京湾アクアラインのたもとには盤洲
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干潟が広がり、内陸部には緑豊かな上総丘陵があります。 

平成27年10月１日の木更津市の人口は、133,923人、世帯数59,061世帯

となっており、人口・世帯数とも増加傾向で推移、平均世帯人員は減少傾向

で推移しています。 

５歳階級別人口の図に示しますように将来における顕著な高齢者の増加

と若年者の減少が予測されます。 

 

１２ページ「動植物」です。 

木更津市には海辺から山岳地までの多種に亘る動植物種が見られる状

況にあります。既存資料による調査結果は、このページに示すように多くの

種が確認されています。 

 

１３ページ「第２節  望ましい環境像」です。 

前計画の策定から現在まで10年以上が経過し、市民や事業者の協力の

もとで各種の施策に取り組むことにより、多くの環境指標に改善が見られた

ことから、前計画に基づく環境保全の取り組みは一定の成果を収めたと評

価できます。 

このため、今回策定した「第２次木更津市環境基本計画」では、前計画で

定めた望ましい環境像を引き継ぐこととし、【望ましい環境像】は「未来につな

ぐ 環境にやさしいまち きさらづ」としました。 

 

１４ページ「木更津市総合計画と環境基本計画の関連」です。 

第２次環境基本計画は、木更津市総合計画に示す基本理念や将来像を

環境面から着実に実現していくための役割を担う計画となっています。  

木更津市総合計画との関係につきましては、以下の図に示すようになって

おります。 

 

１５ページ「第３節  基本目標」です。 

「第２次木更津市環境基本計画」では、望ましい環境像「未来につなぐ環

境にやさしいまち きさらづ」を実現するための目標として、次の３つの基本

計画を掲げております。 

①安心して暮らせる生活環境の確保  

②身近な自然の保全と自然共生社会の構築  

③資源を大切にする地球環境にやさしいまちづくり 
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１６～１７ページ「第４節  基本施策の体系」です。 

「環境の現状」、そこから抽出された「市の取り組み」、基本施策、基本目

標、望ましい環境像」の基本施策の体系を示しております。 

 

１９ページ、ここより「第３章  より良い環境を創出するための取り組み」と

なります。 

２０ページ「第１節  安心して暮らせる生活環境の確保」です。 

まず「１水循環の確保と水環境の保全」の現状と課題、「（1）水循環の確

保の必要性」です。 

２１ページの図に示しますように木更津市内には、小櫃川をはじめとする

いくつかの河川があります。小櫃川は、水道水の水源の他、農業用水として

も利用されています。 

市内の河川では、生活排水の影響による汚濁が見られます。また、生活

排水は海域にも影響を及ぼしており、東京湾では窒素やりんによる富栄養

化現象の赤潮の発生が見られます。 

次に、「（2）公共用水域・地下水の水質の保全」です。 

BODに着目すると、小櫃川が過去10年以上にわたり環境基準を達成して

います。 

CODは、いずれの測定地点においても平成20年度以降上昇傾向にあり、

水質の改善が進んでいないことが伺われます。 

地下水は水道用水の他、農業用水などとして利用されています。 

地下水汚染の未然防止に向けて、定期的な地下水質の調査の他、事業

者への指導や不法投棄の防止対策の強化などに取り組んでいます。 

２２ページ「(3) 生活排水処理」です。 

各種の施策、規制の実施にも関わらず、市内一部の中小河川や海域で

は、生活排水等の影響で水質汚濁が依然として改善されていません。  

公共下水道区域外の地域を対象に、合併処理浄化槽の設置に対する補

助金を交付するなど、各種の施策に取り組んでいます。 

このような状況のもと、課題は「近隣自治体との連携による公共用水域の

水質の改善」、「地下水汚染の未然防止」、「生活排水処理率の向上による

水質汚濁の防止」の３つとしました。 

目標は、「河川や海域の水質を改善し、より良い水環境の保全を目指しま

す」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①水質汚濁負荷の削減、

②公共下水道整備と合併処理浄化槽設備の促進としました。 
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「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、２３ページに示

す項目としました。 

 

２４ページ「２大気環境の保全」の現状と課題、「（1）大気質」です。 

大気汚染の未然防止のため、大気汚染常時監視局（市内6地点）で24時

間連続測定を行っています。二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、

過去10年以上にわたり環境基準を達成していますが、光化学オキシダントに

ついては長年にわたって環境基準を超過しています。 

光化学オキシダント濃度が上昇し、人の健康および生活環境に対して被

害が生じるおそれがある場合に、千葉県が光化学スモッグ注意報等を発令

し、これを受けて本市では防災行政広報無線等を用いて、市民・学校等に

対してお知らせしています。 

PM2.5（微小粒子状物質）については、平成26年1月から、中央測定局

（木更津市中央1-10-1）で測定を開始しました。国の暫定指針に基づき、濃

度が高くなる恐れがあるときには注意喚起を行っていきます。 

「(2) 悪臭」です。悪臭については、産業活動に起因するものよりも、家庭

生活に起因する苦情が多くを占めるようになってきています。廃棄物の焼却

によるものが、大気汚染と悪臭の苦情の大半を占めています。 

このような状況のもと、課題は「家庭生活に起因する悪臭苦情の減少」、

「大気質の情報収集・監視の継続」の２つとしました。 

目標は、「大気質の監視・情報収集を継続し、大気汚染の未然防止並び

に悪臭の原因である「野焼き」禁止の啓発に努めます。」としました。  

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①事業所・家庭からの大気

汚染負荷の削減、②悪臭発生源に対する指導の強化としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、２５ページに示

す項目としました。 

 

２６ページ「３騒音・振動、化学物質など」の現状と課題、「（1）騒音・振動」

です。 

道路交通騒音・振動については、市域全体で概ね良好な状態が維持され

ていますが、圏央道の開通などに伴う道路交通騒音に関する苦情が寄せら

れているため、引き続き監視を継続していきます。 

航空機騒音については、東京国際空港（羽田空港）離着陸時に上空を通

過する航空機の騒音を測定しています。また、年1回、久津間地区で陸上自

衛隊木更津飛行場周辺で騒音の調査をしています。 
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２７ページ「(2) 化学物質など」です。 

大気汚染防止法に示されている有害大気汚染物質の中から、有機塩素

系化合物、芳香族炭化水素類、アルデヒド類及び金属成分等の濃度測定

を県下35地点で実施しています。環境基準や指針値が定められている全て

の項目で環境基準及び指針値を下回っています。 

ダイオキシン類も環境基準を大幅に下回っており、問題は生じていません。  

２8ページ「(3) 放射性物質」です。 

平成23年3月の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の

事故の際に、大量の放射性物質が環境中に放出されました。本市では市内

の各地点で空間線量を測定し、観測結果を公表しています。 

市域において基準を超過する空間線量は確認されておらず、時間の経過

に伴い空間線量は低下しています。 

このような状況のもと、課題は「騒音・振動対策の推進と良好な生活環境

の確保」、「放射性物質などの情報収集・状況の把握」の２つとしました。 

目標は、「騒音・振動対策を推進し、引き続き放射性物質の監視を行うこ

とで市民の生活環境を保全します。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①騒音・振動対策の促進、

②化学物質による環境汚染の防止としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、２９ページに示

す項目としました。 

 

３０ページ「４発生源の監視など」の現状と課題、「（1）事業者との協定」で

す。 

企業の事業活動に伴う環境負荷を低減し、地域住民の健康の保護と生

活環境の保全を図るため、千葉県・本市・企業の三者間で「環境の保全に

関する協定」を締結しています。 

「(2)苦情への対応」につきましては、環境管理課の職員から公害苦情相

談員を選出し、苦情の解決にあたっています。平成26年度の苦情件数は合

計93件です。近年は、産業公害に関する苦情よりも日常生活に密着した近

隣苦情が多く、苦情の内容も多様化してきています。ごみの屋外焼却による

大気汚染や悪臭の苦情が多くを占めています。 

このような状況のもと、課題は「協定の遵守状況の確認」、「生活密着型

の苦情への適切な対処」の２つとしました。 

目標は、「苦情には、迅速かつ適切に対応し、良好な生活環境を確保しま

す。」としました。 
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「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①発生源の監視、②生活マ

ナー・モラルの向上としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、３１ページに示

す項目としました。 

 

３２ページ「第２節  身近な自然の保全と自然共生社会の構築」です。 

まず「１身近な自然の保全」の現状と課題、「（1）市域の自然の状況」です。 

本市の自然は、海、干潟、川、河原、田・畑、ため池、湧水、森林など、多

様な環境を有しており、生物多様性を維持する上で好適な条件がそろってい

ます。 

市域の東部は、小櫃川を水源とする田園地帯を形成し、房総半島内陸部

の特徴として見られる房総丘陵の山林が広がっています。海岸部には塩性

湿地植物群落などを背後に持つ「盤洲干潟」には水鳥や棲息する動物の種

類が多く、貴重な自然の財産としてその保全を図ることが求められています。 

「(2)外来生物の状況」では、近年、外来生物による影響が危惧されており、

本市においても外来生物の分布・生息が報告されています。 

特定外来生物としては、セアカゴケグモ、メリケントキンソウが確認されてお

り、外来種による被害の発生を未然に防止するため、状況に応じた駆除対

策を検討していきます。 

このような状況のもと、課題は「盤洲干潟をはじめとする貴重な生態系（生

物生息環境）の保全」、「外来生物対策の強化による生物多様性の確保」 

の２つとしました。 

目標は、「貴重な生態系の保全と併せて、身近な生物多様性の確保に努

めます。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、「身近な動植物の保全と外

来生物対策の強化」としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、３３ページに示

す項目としました。 

 

３４ページ「２森林・農地の保全」の現状と課題、「（1）森林・農地の適正管

理」です。 

市の土地面積の約1/2は山林・農地で占められています（平成26年現在）。

現状でも農林業に従事する人の高齢化や担い手不足等の問題が生じてい

ます。 

管理の行き届かない森林や耕作放棄地（遊休農地）の増加に伴い、森林
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や農地の持つ水源かん養機能をはじめとする各種の機能の低下が考えられ

るため、将来において健全な森林や農地を維持するための対策が必要です。  

「(2) 野生鳥獣との共生」ですが、近年の自然保護意識の高まりに伴い、

鳥獣保護への関心が高まってきています。しかし、近年では、イノシシやアラ

イグマ、ハクビシンなどの有害鳥獣による農作物への被害の増加や地域住

民との軋轢が増加してきていることから、本市では、箱わなの貸し出し等によ

る駆除を行っています。地域住民と鳥獣の共生が図られる配慮が必要です。  

このような状況のもと、課題は「農業・林業の活性化と森林や農地の適正

な管理」、「野生鳥獣の適正な管理と保護」の２つとしました。 

目標は、「担い手の確保と、景観資源としての基盤整備の推進により森林  

や農地、鳥獣を適正に管理します。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①森林と農地の保全、②動

植物の生息・生育環境の保全と創出としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、３５ページに示

す項目としました。 

 

３６ページ「３自然とのふれあいの推進」の現状と課題、「（1）自然保護活

動、自然とのふれあいの状況」です。盤洲干潟の自然を守るため「干潟クリ

ーン作戦と観察会」や、講師を招いて「親子で参加できる盤洲干潟学校」が

開催され、干潟の保全に向けて市民の意識啓発が図られています。 

樹木の天然記念物としての指定や、様々な自然環境の保全活動がボラン

ティアやNPO等により進められています。各種の自然保護活動が活発に行

われています。その一方で、アンケート調査によると、「自然との親しみやすさ

に満足している市民は約25％、不満としている約35％」「公園など自然との

ふれあいの場の整備」が40％もあり、市への要望が高まっている状況です。 

「(2)緑の保全・創出」についてです。本市は、森林や農地が多く、緑に恵ま

れた環境にあります。人口減少や高齢化の進行などの内的要因の他、広域

幹線道路網の整備等の外的要因により、都市構造や土地利用の変化が見

込まれ、また、今後森林の荒廃や遊休農地の増加への適切な対応が必要

になります。 

また、少子高齢化社会の進展や土地利用の変化などに対応するため平

成24年4月に「木更津市みどりの基本計画」を策定しました。 

このような状況のもと、課題は「自然とふれあう機会・場所の充実」、「自然

環境保全の意識の向上」の２つとしました。 

目標は、「自然とのふれあいの推進により、市域の自然環境保全に向けた
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意識を高めます。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①みどりのまちづくりへの参

加の促進、②市街地における緑化の推進としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、３７ページに示

す項目としました。 

 

３８ページ「４風景・景観の保全」の現状と課題、「（1）風景・景観の状況」で

す。 

本市は、海や山の自然的要素の他、農村部から都市部まで多様な環境を

含むため、風景・景観についても、海浜部景観、市街地景観、田園景観、山

林景観など多様性に富んでいます。アンケート調査によると、市民の約半分

は「見晴らしの良さ（良い眺望場所の存在）」に満足しています。しかしその

一方で、市に取り組んでほしいこととしては、「街並み等の景観美化推進」が

約30％であり、市民からの要望が高くなっています。 

「(2) 風景・景観の保全・創出の取り組み」です。古くからの中心市街地に

おいて、市街地部に点在する神社仏閣、レトロな建造物などによる歴史的・

文化的景観も合わせて保全していくことが必要です。一方で、盤洲干潟、小

櫃川、かずさ丘陵などの本市独特の美しい自然景観を適正に保全していく

ための対策も必要です。 

屋外広告物に対しては、「千葉県屋外広告物条例」により、景観の保全に

配慮するなどの規制を行っています。 

このような状況のもと、課題は「景観を保全する意識の高揚」、「市域全体

での良好な景観形成の推進」の２つとしました。 

目標は、「地域全体での美観や地域住民の意識の向上に向けて、より良

い景観の保全と創出を総合的に推進します。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、「良好な景観の保全と創

出」としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、３９ページに示

す項目としました。 

 

４０ページ「第３節  資源を大切にする地球環境にやさしいまちづくり」です。 

まず「１ごみの減量化と適正処理」の現状と課題、「（1）ごみの減量化・資

源化」です。 

本市は、平成23年3月に「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、ごみ処理

に係る基本理念やごみの減量化に向けた目標を明確にしました。そして、ご
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みの減量化・資源化、ごみの適正処理と効率化、市民・事業者等との協働

に向けて、市民、事業者、市の役割分担を明確にした上で、各種の取り組み

を推進しています。 

これらの取り組みの結果、本市のごみの排出量は減少傾向にあります。し

かし、1人1日当たりのごみ排出量をみると、家庭系ごみ・事業系ごみのいず

れも国・県の平均を上回る水準にあるため、今後も「4Ｒ」を積極的に推進、

ゴミの減量化を目指します。 

次に、(2)ごみの適正処理についてです。市域から排出されたごみは、木更

津市クリーンセンター及び君津地域広域廃棄物処理施設で適正に処理され

ており、これまでにごみ処理が原因となる大気汚染や悪臭などが生じたこと

はありません。 

目標は、「ごみの減量化・資源化を推進し、環境負荷の軽減に努めます。」

としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①ごみの発生抑制、②ごみ

の適正処理の推進」としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、４１ページに示

す項目としました。 

 

４２ページ「２環境美化と不法投棄対策」の現状と課題、「（1）環境美化」で

す。 

平成8年3月に「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」を制定、平成26年12月「木更津市まちをきれいにする条例」に改正

し、空き缶・吸い殻等のポイ捨てや犬の糞の放置を防止することにより、地域

の生活環境の美化の促進、快適な生活環境の形成及び公衆衛生の向上を

図ることとしています。 

アンケート調査によると市民は、「公共用地のきれいさ（たばこやごみのポ

イ捨て等）」を不満としています。「不法投棄に関する対策」、「駅や路上での

ポイ捨て等、ごみの散乱防止」市民からの要望が高くなっています。  

本市では市域の美化活動を「まちをきれいにする運動」と名付けて、市民

参加による一斉清掃を年４回、定期的に実施しています。 

「（2）不法投棄対策」です。不法投棄は生活環境の悪化だけでなく、地下

水汚染などの二次的な問題も引き起こします。不法投棄対策としては、監視

の強化による未然防止と早期発見・早期対策の実施が効果的といわれてお

り、市内に不法投棄監視カメラを設置した他、不法投棄監視員制度や郵便

局職員・農協職員からの情報提供制度を設け、早期発見に努めています。  
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このような状況のもと、課題は「地域の環境美化の推進」、「不法投棄の未

然防止に向けた対策の強化」の２つとしました。 

目標は、「地域の美化活動の推進と不法投棄対策の強化により、清潔な

地域環境を確保します。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①不法投棄の防止、②ごみ

に対する意識の向上、③地域の環境美化の推進としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、４３ページに示

す項目としました。 

 

４４ページ「３地球温暖化対策」の現状と課題、「（1）地球温暖化問題」で

す。 

日本各地で40度を超える気温やゲリラ豪雨が、観測されています。本市で

の気象観測結果をみると、日平均気温は上昇傾向を示し、地球温暖化の影

響が現れていると考えられます。これまでは風水害による被害は比較的少な

くてすみましたが、リスクを軽減するためにも地球温暖化対策を進める必要

があります。 

「(2)地球温暖化対策」です。平成20年3月に「第2次木更津市地球温暖化

対策実行計画」を策定し、省エネ・省資源を推進することで、市の事務・事業

からの温室効果ガスの排出抑制に努めています。アンケート調査によると、

市に取り組んでほしいこととしては、「太陽光や風力などの再生可能エネル

ギーの活用」が約30％であり、市民からの要望が高くなっています。 

このような状況のもと、課題は「地球温暖化防止に向けた意識の向上」、

「再生可能エネルギーの普及の促進」の２つとしました。 

目標は、「家庭生活や事業活動を見直し、効果的・効率的に省エネを行う

など、地球温暖化防止の取り組みを推進します。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①省エネルギーの推進、②

温室効果ガスの削減としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、４５ページに示

す項目としました。 

 

４６ページ「４環境保全活動等の推進」の現状と課題、「（1）環境保全活動

の状況」です。現在、市内で行われている主な環境保全活動としては、以下

に示すものがあります。 

アンケート調査によると、市内の事業者の過半数は、日常的に省エネ・省

資源等に配慮しています。環境保全に対する経済的コスト、環境保全に対
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する意識が高いことがわかります。 

「(2)連携・協働の取り組み」です。環境保全のための取り組みは、それぞ

れを単独で行うのではなく、取り組みの実施主体が相互に連携・協働して

「つながる」ことで、効果が大きくなります。このため、本市では、市民・事業

者・市がそれぞれの役割を担いつつ、共に取り組んでいくための体制づくりを

進めています。 

「(3)環境教育の推進など」です。 

本市の環境をより良いものにするため、市民や次世代を担う子どもに対し  

て環境教育を行っています。公民館などで植物・生き物の観察会や研修会

を実施していますが、アンケート調査によると「環境に関する学習・交流機会

の得やすさ」に満足している市民は約10％に過ぎないため、本市の環境がよ

り良いものとなるよう市のホームページや広報紙などで各種の情報を提供し

ています。 

このような状況のもと、課題は「市民や事業者の自発的な環境保全活動

の支援」、「市民・事業者・行政の連携・協働の取り組みの活発化」、「学校

や地域における環境学習の推進」の３つとしました。 

目標は、「市民・事業者・市がそれぞれの役割を担いつつ、よりよい環境の

保全、創出に努めます。」としました。 

「施策と環境配慮指針」の「市の取り組み」は、①環境保全活動への参加

の促進と活動支援、②環境情報の整理と共有としました。 

「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」につきましては、４８ージに示す

項目としました。 

 

４９ページ「第４章  計画の推進」です。 

５０ページ「第１節  計画の推進体制」です。 

各主体の役割です。 

本計画を推進するためには、市民、事業者、市の各主体が、家庭や地域、

学校や職場などにおいて、環境に関する取り組みを確実に行う必要がありま

す。また、環境に関する取り組みを各主体が行う際には、お互いに協力し連

携していくことも必要です。 

５１ページ「第2節  計画の進行管理」です。 

環境基本計画の実効性を高めるためには、その進行状況を点検・評価す

ることが必要です。 

ＰＤＣＡサイクル【策定（Plan）、実行（Do）、点検・評価（Check）、見直し

（Action）】を用いて把握し、定期的な点検・評価を行うことにより、継続的な
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改善を図っていきます。 

概ね５年ごとに見直しを図ります。 

 

以上で「第２次木更津市環境基本計画（案）」の説明を終わります。  

 

ご静聴ありがとうございました。 

 

【事務局】それでは引き続き、パブコメ及び委員からの意見と、それに対する市

としての見解をご説明いたします。 

 

予定より時間が押しておりますので、スピードアップしてまいります。  

意見の順番で説明いたしますので、計画案のページがいったりきたりして

しまうかと存じますが、ご了承下さい。 

 

まず、資料を１枚めくっていただいてパブリックコメント結果から進めてまい

ります。 

 

まず①、「再生可能エネルギーの導入、既存エネルギーの高度利用、省エ

ネ設備の導入を積極的に検討すべき」とのご意見でございまして、これにつき

ましては、４５ページの市の取り組みの「公共施設での省エネルギーを推進し

ます」という記述を、「公共施設での省エネルギー設備、再生可能エネルギー

の導入を推進します」に修正するとともに、その次の「省エネルギー設備の設

置や再生可能エネルギーの導入を推進」を「導入促進を図ります」との表現

に改め、市民や事業者が対象であることを明確にいたします。 

なお、具体的な施策につきましては、今後策定を予定しております基本計

画を進めていくための「環境行動計画」の中で定めることといたします。  

 

続きまして、②のご意見で、この計画の改定に当たりアンケートを実施して

おりますことから、その旨の記載の追加を、とのご指摘がありました。  

これにつきましては、２ページの１５行目以降に記述を追加いたしたいと考

えております。 

 

次に、③は火葬場の排気を調査したことを記載に追加すべき、とのご意見

でございます。 

ご存知の方も多いと存じますが、現在、市では火葬場の建て替えに向け
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動いているところでございまして、その一環で昨年秋に火葬場の排ガスと臭気

の測定を実施しております。 

これは、火葬場の現状把握と建て替えに当たっての資料とすることが目的

でございまして、個別の施策によるものであることから、基本計画の記載はな

じまないものと考えております。 

 

次に④、２４ページの大気質の課題の記載が不明確、とのご指摘でござい

ます。 

ご指摘を受け、２４ページの課題を「大気汚染物質の削減と大気汚染の未

然防止」に変更したいと考えております。 

 

次に⑤、２２ページの表３－１で目標値と平成２６年度の実績に乖離があ

る理由の説明が必要、とのご指摘でございます。 

これにつきましては、出典としてお示しした「第２次小櫃川流域生活排水対

策推進計画」の目標設定時の状況と現状が一致しておりません。 

また、農業集落排水処理につきましては、下水道部局が制定した汚水適

正化処理構想の改正に伴い計画がなくなっております。 

これらのことから、実績の乖離の理由を具体的に理由を列挙するのでは

なく、表の直前の文章の最後に、「一部地域で公共下水道の整備が進みま

せんでしたが、合併浄化槽の整備が進み、生活排水処理率は改善されてい

ます。なお、農業集落排水は平成２２年度の汚水適正化処理構想の改正に

より計画が廃止となりました」との文言を加えることで対応したいと考えており

ます。 

 

次に⑥、自衛隊の航空機騒音についてでございますが、２６ページには測

定結果を図でお示ししてございません。 

しかしながら、本文中にもございますとおり、毎年１回の測定は続けており

まして、その結果はホームページ等で公表しております。 

図表にして推移をお示しするほどのデータがございませんので、割愛させ

ていただいております。その代わりに羽田空港の航空機騒音のデータを掲載

しているというところです。 

 

次に⑦、放射線量の本市の基準を記載してはどうか、とのご意見でござい

ます。 

これにつきましては、２８ページの８行目の「基準」を「市で定めた対処方針
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の基準（通常の公共空間等では地上５０cmで毎時０．２３マイクロシーベル

ト）」に修正し、数値とその根拠を明確にしたいと考えております。  

 

次に⑧、まち美化条例制定に関する記載についてのご指摘でございますが、

これは４２ページに環境美化に係る基本施策に位置付けて記載しております。 

 

次に⑨、３２ページになりますが、外来種のうち、平成２６年度に本市で確

認されたメリケントキンソウについて、行政の対応により改善されたことを記

載すべき、とのご意見でございます。 

これにつきましては、２０行目、メリケントキンソウに関する記載の最後に駆

除したことを追加したいと考えております。 

 

次に⑩、３４，３５ページに関係機関と連携した地域猫対策について、記載

を追加すべき、とのご意見につきましては、今年度始めたばかりということも

ございまして、今後どのように変わっていくかは具体的に一つひとつ検証して

いかなければならない問題だと考えておりますので、今後策定を予定しており

ます行動計画の中で具体的な施策を検討してまいりたいと考えております。  

 

次に⑪、３７ページの「事業者の取り組み」の１項目め、「事業所におけるご

み減量、資源リサイクル運動等の環境教育の実践」は、ここのくくりである

「自然とのふれあい」と整合性が取れていない、とのご指摘でございます。  

ご指摘のとおりでございますので、この１項は削除したいと考えております。 

 

最後に⑫、４０ページのごみ減量化と適正処理のところで、原発事故に伴

う放射性物質により一時的に処理に支障を来たし、処理費用の増加があっ

たことやその後の経過が記載されていない、とのご指摘でございます。  

これにつきましては、２８ページの放射性物質のところに放射性物質を含

む廃棄物に関する記載を追加したいと考えております。 

なお、文言は資料の鍵括弧の中、「また、廃棄物の処理にあたり、焼却飛

灰中の放射性物質濃度が上昇したため、草木や側溝土砂の受入停止や飛

灰の一時保管を余儀なくされる等、対応に苦慮しました。なお、現在の放射

性物質濃度については、事故による放射性物質の放出が一過性であったこ

とや、自然減衰等により濃度が低下しています。」ということで加えております。 

 

パブコメに係る意見につきましては以上でございますが、このほかに鶴尾
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委員と湯谷委員のお二人から事前にご意見を頂戴しております。 

 

まず鶴尾委員からのご意見でございますが、資料１のパブコメ意見の次の

ページから７点いただきました。 

 

１点目、２３ページの「市民の取り組み」と「事業者の取り組み」の中に、

「公共下水道の使用可能者は速やかに接続しましょう」とあるが、下水道接

続義務は下水道法で定められており、この表現では緩いのではないか、との

ご意見でございます。 

これにつきましては、ご意見のとおり、接続義務が法定であるにもかかわら

ず、必ずしも皆さんに接続していただいていないのが現状ですが、個別に見

ますと先行きの見通しや経済的な理由等もあり、実際に接続を推進している

下水道部局が強制的な手段をとっていないことを勘案し、環境基本計画は

このような表現にとどめ、実際には所管部署である下水道推進課で具体的

に施策を立案、実行し、接続を促進させていく、という形が良いのではないか、

と考えております。 

表現として生ぬるい、というご指摘はあろうかと存じますが、決して違法状

態を黙認する意図があるわけではございませんので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 

２点目、２４ページと２５ページに「野焼き」という表現がございますが、片方

は「廃棄物の焼却」、片方は「屋外での焼却行為」を野焼きとしております。

これがどちらが正しいのかわかりにくい、とのご指摘でございます。 

これにつきましては、誤解を避けるため、屋外での焼却行為を野焼きという

ことで表現を修正させていただき、廃棄物の焼却のあとの野焼きは必ずしも

そういうことばかりではないため、削除ということで考えております。 

 

３点目、３１ページの事業者の取り組みの１項目めのご指摘につきまして

は、「てにおは」を修正いたします。 

 

４点目、３３ページの「外来生物」と「外来動植物」の使い分けの意図がわ

からない、とのご指摘でございます。 

これにつきましては、意図して使い分けておりませんので、「外来生物」に

表現を統一したいと考えております。 
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５点目、３８ページの記述の中で、この計画をお読みになった方がイメージ

しやすいように、中心市街地と周辺市街地を明確にしてはどうか、とのご意

見でございます。 

これにつきましては、本文中で特徴を記述しておりますが、実は定まった定

義がなく、また具体的に特定の地域がどちらに該当するかは判断が難しい

場合もございますので、厳密な線引きはしておらず、このような表現としてお

ります。 

中心市街地は緑が少ない、ここに対し良好な景観形成の取り組みを推進

していく、という目標のための表現でございまして、言ってみれば緑と人工物

が調和した都市景観を創造することを目指す地域が中心市街地、とご理解

いただければ、と存じます。 

 

６点目、４２ページの環境美化と不法投棄対策の中で、空き家の問題につ

いて、これは昨年度本市も空家条例を制定しておりますが、それに関する記

述が必要ではないか、とのご意見でございます。 

空き家問題につきましては、本市以外にも条例を制定している自治体は多

く、また条例の後追いで法律も成立しておりまして、現在注目されているとこ

ろでございます。 

しかしながら、具体的に動き始めてまだ日が浅いことに加え、災害の危険

性、不動産の有効活用などといった、環境以外の側面もございまして、地域

によって要素自体、またそれらの比重の占め方が異なっていることから、どこ

の自治体も手探りの状況が続いております。 

本市でも、環境基本計画と空き家問題への取り組みのすり合わせが十分

ではないことから、今回は記載を見送っておりますが、今後、環境面からの

空き家問題へのアプローチの仕方について、研究して参る必要があるものと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

最後に７点目、５１ページの最後の文章について、「社会情勢の変化や新

たな環境問題に対応するため」を「対応可能なものとして継続させるため」に

変えてはどうか、とのご提案でございます。 

これにつきましては、ご指摘の部分が環境基本計画を定期的に見直す目

的を説明したものであり、現在の表現よりご提案のほうが、より「計画の継

続」が強調されて適切かと考えましたので、そのように修正させていただきた

いと存じます。 
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また、湯谷委員からは、その次のページから、４点のご意見をいただいてお

ります。 

 

まず１点目、１７ページで「盤洲（ばんず）」の文字の不統一についてのご指

摘でございまして、これにつきましては、さんずいに州で統一いたします。  

 

次に２点目、２２ページの表３－１につきまして、市全域のデータを掲載す

べき、とのご意見でございます。 

これにつきましては、小櫃川流域が水質汚濁防止法で定める生活排水対

策重点地域に指定されており、それに基づき第２次小櫃川流域生活排水対

策推進計画を策定しております。 

この表は、その計画で定めております目標値等を抜き出したものでござい

まして、実はこのように取りまとめた市全体のデータはございません。  

そのため、現状を説明する際の資料として、現存する計画から引用して掲

載したものとご理解いただければ、と存じます。 

 

次に３点目、３２ページと３３ページの中で、盤洲干潟に関する記述に、自

然環境保全地域指定後の展開として、活用に関する記述を入れてはどうか、

というご意見でございます。 

盤洲干潟は、皆様ご存知のとおり東京湾に残された数少ない自然干潟で

あり、多くの貴重な植物が多く生息していることから、その保全を第一として

取り組んでいるところであります。 

干潟の利活用に関しましては、多くの人にその保全の必要性などを理解し

ていただくために有効な一方、地域内に多数の人が入り込むことになるため、

その影響が懸念されます。 

このため、干潟の利活用については私どもといたしましても以前から慎重

に検討しているところでございまして、また、更に研究や情報収集等が必要と

考えておりますことから、現在は、積極的に利活用を目指す、というところま

で踏み出した方向性は出しておりません。 

そのため、計画案ではここまでの表現としております。 

なお、今後の状況の推移によっては、原則５年ごと、あるいは随時行う基

本計画の見直しや具体的な施策の立案などが行われる可能性もあるものと

考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 

最後に４点目、４６ページから４７ページにかけての環境教育について、環
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境教育促進法を意識して記述を追加してはどうか、とのご意見でございます。  

これにつきましては、平成２３年に同法の改正があり、学校教育における

環境教育の充実や自然体験等の機会の場の提供の仕組みを導入すること

などが盛り込まれたことから、本市でも更なる取り組みを検討する必要があ

ると考えますので、その記述を追加するとともに、文章の順序を調整し、ご意

見を取り込ませていただきたいと考えております。 

また、４８ページの「市の取り組み」の②を「環境情報の整理と共有及び環

境教育の推進」に修正し、３項目めに「市民への環境学習や学校での環境

教育を推進します。」を追加したいと考えております。 

 

以上が、いただいたご意見等と、それに対する私どもの考え方でございま

す。 

委員各位におかれましては、このほかの内容も含めまして、ご議論いただ

ければ、と存じます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【会長】ありがとうございました。 

ただいま事業者及び事務局から説明がございましたが、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】私なりに読んでまいりまして、また、今の説明をお聞きして、大事だ

と思われることを申し上げます。 

１ページ目の計画策定の背景で、１０年以上が経過して前計画に基づく環

境保全の取り組みは一定の成果を収めたと評価できるとありますが、こうい

う風な課題をもって行政が取り組む場合に、なにができてなにができなかった、

どういう結果だったかというのを踏まえて計画を立てることが大事だと思われ

ます。 

一定の成果を収めたと評価できると書いてあって、中で細かく書いてありま

すが、アンケートが個々に書いてあって一望できないため、なにが重点なの

かがよくわからなくなっています。 

アンケートを載せて、これについてはよくできたとか、そういうことが明らかに

なっていることが、今後１０年を推進していく上で大事な計画の策定の仕方

なのではないか。 

 

【事務局】ご指摘はごもっともだと思いますが、ひとつはアンケートと私どもが設
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定した目標とが必ずしも一致をしていない、そういうアンケートの取り方では

なく、意識調査を主に行ったというものでございますので、アンケート上では

私どもの現計画の目標が達成できたかどうかは判断しずらいというのをご理

解いただきたいと思います。 

   また、どれができてどれができないということについて、組み込もうかとも考

えたのですが、判断が難しいものがございまして、計画案の文章は数値で目

標がクリアできたものがありました、できないものがありましたというものの表

現の形を変えたものとご理解いただければと思います。 

 

【石渡委員】たしかに文章ではそのようになっていますが、生きた結果というの

はアンケート結果だけだと思うんですよね。 

市の施策に沿っていなくても、今後は市の施策に沿ったアンケートができ

ると思うんです。アンケートを載せて、個々の項目ごとに結果はどうか一望で

きるように、アンケートのあり方を検討してもらいたい。 

載せたほうが市民の生きた声が一望できるのではないかと思います。  

   

【事務局】アンケート結果についてはホームページには掲載してございます。  

計画に載せるにはボリュームがかさむことから、アンケート結果としては載

せておりませんが、ご意見の主旨は十分理解しておりますので、見直しにあ

たってはアンケート案の作り方ですとか、取りまとめの仕方を工夫しながら、

よりわかりやすく改定をしてまいりたいと考えております。 

 

【会長】時代もどんどん変わっていますから、色々計画を立てましても、その計

画が時代に合っているのかということもありますが、一度立てた計画ですか

ら、それに沿って色々やっていくことが大事かなと思います。 

今の石渡委員の意見を参考にまたすばらしい計画を立てていけるようにと

思います。 

他に質問、意見はございますか。 

 

【斉藤委員】この事業の委託料はいくらかお答え下さい。 

 

【事務局】３００万円を少し下回った額でございます。 

 

【斉藤委員】２２ページに木更津市の周辺海域ＣＯＤ調査のグラフがありますが、

私どもにすればこの元になるデータ、裏づけとなるデータがほしいんですよ。 
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にわかに信じられないデータで、例えば東京湾の畔戸ＡブイのＣＯＤが木

材港より悪いと、こういったデータが出て、引用されて評価をしているが、なに

かの間違いではないか。 

この値は何月なのか、平均なのか全然わからないグラフが載っているわけ

です。 

ＣＯＤというのは毎日違うんですよ。 

１年間でどんどん変わるんですが、平均がどうなのか、そういったことに言

及されていないということで、ちょっと不備があるのではないか。 

これについてお答え下さい。 

 

【事務局】これは申し訳ありませんが、事実でございます。 

実際の測定は私どもが実施をしております。 

この計画を作るにあたって改めて測定を行ったわけではなく、小櫃川です

と年１２回、海域は年６回、木更津市が独自で調査をしておりまして、その結

果を取りまとめたものでございます。 

データにつきましては後日整理してお出しすることにいたしますが、ホーム

ページの木更津市の環境に掲載しているものと同じものでございます。 

 

【斉藤委員】同一時間、同一時期で畔戸Ａブイと木材港を測って畔戸Ａブイが

悪いってことは絶対ないと思います。 

到底考えられない調査で、データをもう一度見比べてもらいたいと思いま

す。 

次に、この報告書によると生態系が崩れたことについて言及されていない。  

例えば今、鵜がたくさんいるわけですが、これは私たちが子供のころには

一羽もいなかった。 

どちらがどちらに生態系が崩れたのかは私にはわかりませんけれども、か

なりの影響を与えております。 

それが小櫃川河口でコロニーを作って繁殖をしていると、こういったことが、

小櫃川河口干潟について言及されているのに一言もかかれていない。  

この点についていかがでしょうか。 

 

【事務局】具体的に鵜について専門的に調べたというデータをもっておりません

ので、記載をしろということであれば、どこにどういう風に入れるか検討する

必要がございます。 
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【斉藤委員】検討しろということではなく、県のほうも３月に鵜がたくさんいるのに、

いなくなった９月に調査をしているという報告書があるんですけど、市も連絡

を取り合って、データを取って、悪影響があるのではないかということをぜひと

も入れていただきたい。 

検討ではなく入れてもらいたいということです。 

   もうひとつ、下水道の普及がバイブルのようにいい影響を与えるとのことで

すが、下水道が普及すると下水道熱という悪影響も増えてくるんです。 

このことについて言及されていない。 

もうひとつ、小櫃川の河川の状況を言うと、新川処理場というし尿処理場

があるんですが、ここでし尿処理をして小櫃川に流すという現状ですが、例え

ば都市整備部と相談して、し尿処理をするために下水道に流すというのは。  

下水処理場は余裕がたくさんあるんですよ。 

高度処理と言ってゆっくり流すんですけれど、それでもまだまだ余裕がある

とのことで、し尿処理をその中に入れてしまえば新川処理場なんていらないと

いう話になるんですが、そういう検討は環境部ではなされたんですか。  

 

【事務局】その件については、環境基本計画のからみでいくと個別の施策にな

ると思いますので、ここに書き込むというのは難しいというところです。  

環境部として都市整備部と新川園の処理場についてやりとりがあったかと

いうことについて、今のところ具体的に進んでいる、同じテーブルについて相

談しているということではないと認識しておりますが、そのようなご意見があっ

たということで伝えてまいりたいと思います。 

 

【斉藤委員】環境基本計画ですから、小櫃川の水質はそういったことを提案し

てきれいにしていくということで新川園のお話をしました。 

 もうひとつ、文言で気になったことがありまして、野焼きについて、野焼きの

定義は２つありまして、ひとつはドラム缶などで一般の家庭ごみを燃やすこと、

もうひとつが農業者が稲作で病害虫を防ぐために燃すという２つがあるから、

まず、農業者がくろを燃やすことは禁止されているのかどうか伺います。  

 

【事務局】基本的には廃棄物の焼却は廃棄物処理法で禁止されております。

しかし例外がございまして、農家等が行うやむを得ないものについては例外

であるということで、簡単に言いますと、農業者が害虫防除のためにくろを焼

くというのは禁止されていない行為ということになります。しかし、煙い、臭い

等の苦情が私どもに入った場合には公害ということになりかねませんので、
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指導の対象にはなります。 

 

【斉藤委員】私たちが燃しててよく観光客に燃してはだめだと言われるんですよ。

勘違いしている人も多くいるので、あえて申し上げました。 

 

【会長】他にございませんか。 

   ないようですので、事業者のみなさんにはここで退席していただきます。 

   ありがとうございました。 

 

【事業者退室】 

 

【会長】それでは、これまでの議論を踏まえ、当審議会の意見のとりまとめを事

務局に指示したいと思います。それにあたって、事務局から何かありますか。 

 

【事務局】今年度中に計画を策定したいということでこれまで進んでおりまして、

もしよろしければ、答申についてはここで会長に一任していただき、本日の審

議会でいただいたご意見、また私どもが先ほど説明させていただいた見解を

踏まえた上で答申案を事務局でお作りをして、みなさんにお諮りするとともに

会長にお話して、よろしければ答申という形で処理させていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【会長】では、訂正案を提出していただいて、答申案を作りたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

   

本日の議題は以上ですが、事務局からなにかありますか。 

 

【事務局】続きまして、資料２をご覧いただければと思います。 

 

この計画につきましては、計画段階環境配慮書に対する市長意見を前回

の環境審議会でご審議いただいたところでございますが、すでにお知らせい

たしましたとおり、千葉県知事に対し木更津市長意見を提出しております。  

 

まず１ページと２ページ、これはすでに皆様に、審議会長から市長への建
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議書の写しに添付してお送りしておりますが、本市から千葉県に提出した市

長意見でございます。 

その後、千葉県知事から事業者に対し提出された意見書を３ページから７

ページに、環境大臣から経済産業大臣に送られた意見を８ページから１１ペ

ージにお付けしてございます。 

 

なお、石炭火力発電所に関しましては、みなさまご承知のとおり本件のほ

かにも最近では秋田、市原、またその前には愛知県武豊市と山口県宇部市

で、いずれもアセス手続に基づく環境大臣の意見が出されておりますが、全

て本件同様、「現状では是認できない」と結論付けております。 

 

資料で言いますと、８ページの下から２行目にその記載がございます。 

 

ただし、新聞報道等ではこの部分だけ強調されて記事になっているように

も見受けられますが、その前段では、石炭火力発電所の稼動に伴う温室効

果ガスの排出量の増加と、それに見合う対策や事業者全体での取り組み、

自主的枠組みなどが国の二酸化炭素排出削減目標、計画との整合が取れ

ているかどうかが判断できないことが理由とされておりまして、この記載は、

環境影響のうち温室効果ガスというひとつの項目について、この事業を眺め

たときの環境省の見解であり、これをもって環境省が事業全体を否定してい

るものではない、というのが千葉県の受け取り方のようでございます。 

 

また、その他の環境要素、ここでは大気、水、温排水、廃棄物等の４項目

を挙げておりますが、それらにつきましては、１１ページのとおり環境大臣意

見が述べられております。 

 

この環境大臣からの意見を受けて、経済産業大臣が事業者に意見を述

べておりますが、これは環境大臣意見と同じでございますので、資料添付を

省略しております。 

 

これらの意見を、別々では比較しにくいと思いましたので、項目ごとにそれ

ぞれの意見を対比した表をその後にお付けしてございます。 

 

この表をご覧いただきますとおわかりのように、表現方法がそれぞれで異

なっておりますので、本市の意見が知事、環境大臣の意見にどの程度反映
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されているかを判断するのは難しいところでございますが、概観的に見ますと、

ある程度はとりこまれているものの、本市が懸念しております、比較的狭い

範囲での影響や、近接する区域の自然環境、あるいは漁業環境に及ぼす

影響について、あまり考慮されていないのではないか、というのが印象でござ

います。 

 

いずれにしましても、今後のアセス手続きで縦覧が予定されております方

法書に、本市の意見に対する回答が盛り込まれているかどうかを確認し、盛

り込まれていなければ、場合によっては表現や視点を変えて再度意見を提

出する必要があるものと考えております。 

 

なお、本市の意見につきましては、事業者から、法定の手続きによらない

ものとして千葉県知事から送付を受けている、との話をいただいております。  

 

また、今後の日程につきましては、来月の初めに方法書の縦覧を開始し、

３０日間の縦覧、その後１５日間の意見募集期間を経て、事業者から千葉

県知事に対し意見概要、事業者見解が送付され、併せて意見を求めること

となります。 

 

この意見提出の期間が、方法書の場合は概要の送付を受けてから９０日

間とされておりまして、その間に知事から関係市長に対し意見を求める、とい

う段取りになっております。 

 

したがいまして、このまま予定どおりに進みますと、千葉県の意見提出の

締め切りが６月頃になりますが、千葉県でも環境審議会にかけて意見を作

成することとなりますので、その前に本市から千葉県に意見を提出すること

になります。 

 

先日、千葉県の担当部局から連絡がございまして、千葉県としては５月の

半ばまでに審議会の諮問、答申をいただきたいため、市から県への意見提

出の締め切りは、４月中旬頃とする予定、とのことでございます。 

年度末、年度初めのバタバタする時期ですので、なんとか延ばすことがで

きないか働きかけているところですが、仮に４月２０日頃となった場合にはま

た審議会の開催日時について、ご意見を伺うこととなろうかと思います。 

いずれにしても３月下旬若しくは４月の半ばまでには再度審議会を開催し
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ていただくことになると考えておりますので、お含みおきいただきたいと存じま

す。 

 

また、審議会の開催やその後の対応等で、ご要望や改善点のご指摘等

がございましたら、事務局までお申し付けいただけますよう、お願い申し上げ

ます。 

今回庁舎が朝日と駅前に分かれてから初めての審議会ということで、今回

は駅前庁舎でやらせていただきましたが、ご不便をかけたところもございます

ので、改善点等あればご連絡をいただければと思います。 

事務局からは、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。 

 

【斉藤委員】袖ケ浦市の状況は把握しているのか。 

 

【事務局】袖ケ浦市がどうかというのは正式には把握しておりません。袖ケ浦市

の意見は取ってありますが、現在手元にはございません。 

 

【斉藤委員】また４月にこの件についての審議会があるのであれば、袖ケ浦市

と密に連絡を取って、市はどのような意見を出すのか、議会ではどのような

意見が出ているのか、報告をお願いします。 

 

【事務局】ご指摘ありがとうございます。 

  そのようにさせていただきます。 

 

【会長】他になにか質問、意見はございますか。 

 

【市川委員】参考にちょっと伺いたいのですが、袖ケ浦駅北口の土地開発で新

日鐵のスラグを埋立てに使用して問題になっているが、江川の総合グラウン

ドの埋立てでも同じものが使用されているという噂を聞いた。市はなにか把

握しているか。 

 

【事務局】江川グラウンドで新日鐵のスラグが入れられているという件について

は把握しておりません。 
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４市でゴミを焼却しているかずさクリーンシステム（ＫＣＳ）から排出されるス

ラグを市の土木等が使用しているということはあります。 

   新日鐵のスラグも商品として使用されているものですのでいいものですが、

高炉で作ったスラグというのは石灰など、色々なものを入れているため、水に

触れると膨張する等の懸念がありますが、ゴミ焼却の後に出る溶融スラグは

入れる薬剤も限られており、同じスラグであっても性質が違い心配はいらな

いと聞いております。 

そのスラグについては近辺の公共団体等で使用されているということです。 

   江川にどちらが使われているかはわかりませんが、ＫＣＳからのスラグであ

れば全く問題ないと考えております。 

 

【会長】他に質問、意見はございますか。 

  ないようでしたら、次第の報告事項の次に、その他とありますが、事務局か

らなにかありますか。 

 

【事務局】特にはございません。 

 

【会長】ありがとうございました。 

最後に、今日の会議全体を通して委員からなにかございますでしょうか。 

それではこれで平成２７年度第２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した。 

また、円滑な進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

 

会議録署名人  

 

 

会議録署名人  


