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会 議 録 

１ 会議名  平成２８年度第１回木更津市環境審議会  

２ 開催日時  平成２８年４月１４日（木）午後２時から午後４時００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、田中紀子、大日方惟忠、神田豊彦、山口仁、湯谷賢太郎、 

石渡宏、市川悟、山口和江、石橋芳継、加藤正道、島津哲、山本浩史  

事務局： 時松和弘（環境部次長兼環境管理課長）、加藤聖二（環境管理課

副主幹）、長谷川和弘（環境管理課主任技師）、高橋菜実（環境管理

課事務員） 

５ 議題等及び公開又は非公開の別  

・（仮称 )千葉袖ヶ浦火力発電所建設計画に係る環境影響評価方法書に関す

る市長意見について（公開） 

・報告事項  

（１）その他  

６ 傍聴人  ５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。 

 

会議に先立ちまして、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。 

 

本日は、すでに数名の傍聴希望者がお見えになっております。 

後ほど入室していただきますので、ご承知おきください。 

 

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朝日庁舎の

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２８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、環境部環境管理課の加藤

聖二と申します。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、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。 

 

会長からご挨拶をいただく前に、今回委員の一部に交代がございました

ので、新たに委員にご就任いただいた方に、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１にございますの

で、ご覧ください。 

 

それでは、今回新たに委員にご就任いただく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
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ます。 

 

【加藤委員、島津委員、山本委員に対し委嘱状交付】 

 

【司会】よろしくお願いいたします。 

続きまして、本日の環境審議会は、市長から会長に開催をお願いしたも

のでございますが、その経緯等も含めまして、ここで、渡辺市長から、ご挨

拶申し上げます。 

 

【渡辺市長あいさつ】 

 

【司会】ありがとうございました。 

それでは、申し訳ございませんが、渡辺市長は所用のため、ここで退席

させていただきます。 

 

【渡辺市長退席】 

 

【司会】続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 

【事務局職員紹介】 

 

【司会】引き続きまして、審議会の開催にあたり、大日方会長からご挨拶いた

だきます。 

会長、お願いいたします。 

 

【大日方会長あいさつ】 

 

【司会】続きまして、本日の資料を確認させていただきます。 

事前にお配りいたしました、(仮称 )千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建

設計画に係る環境影響評価方法書の本編、あらましのパンフレットに加え、

次第、資料１といたしまして委員名簿、資料２といたしまして方法書縦覧の

際に寄せられた意見と事業者の見解の写し、資料３といたしまして千葉県

知事からの意見提出依頼と市長意見案、３－２といたしまして、昨年度提

出した計画段階環境配慮書に対する市長意見の写し、資料４といたしまし

て今後のスケジュール、参考資料といたしまして、委員の皆さまの意見を



4 

 

頂戴して先ごろ作成いたしました｢第２次木更津市環境基本計画｣の冊子、

木更津市環境保全条例の抜粋と審議会規則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。 

 

ではここで、傍聴人に入室いただきます。 

 

【傍聴人入室】 

 

では、これより次第に従いまして、議事に入ります。 

なおこの後の進行は、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、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】 

 

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。 

山口仁委員、田中紀子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。 

次第にございますとおり、「（仮称）千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建

設計画環境影響評価方法書に対する市長意見（案）について」を議題に

供します。 

本件につきましては、今年２月１日から１ヶ月間縦覧が行われ、その際
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に提出された意見と事業者の見解が、委員の皆さんに資料で配布されて

おります。 

また、方法書の前の段階として、同事業の計画段階環境配慮書につい

て、昨年６月に当審議会からも市長意見の作成に当たり建議したところで

す。 

 

それでは、まず事業者から方法書について説明を受けた後、委員から

の質疑応答を行い、そのあとで配慮書意見との対比も含め、事務局から

方法書に対する意見案の説明を受けるとともに、委員の意見をお聞きする

という段取りで進めてまいりたいと存じます。 

 

では、事務局は事業者に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、方法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、仮称  千葉袖ケ浦火力発電所１、２号機建設計画の事業

計画の概要についてご説明いたします。 
 

東日本大震災は、わが国のエネルギーのあり方に様々な課題を提起し、

電力需給問題等を契機に、低廉で安定的な電力供給が求められるように

なりました。 

そのような中、出資会社である出光興産株式会社、九州電力株式会社、

東京ガス株式会社は、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に、千葉袖ケ浦エ

ナジーを設立し石炭火力発電所の開発を進めることにしました。 

 

石炭火力発電については、平成２６年４月に閣議決定された国のエネ

ルギー基本計画において、地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱

量あたりの単価も化石燃料で最も安いことから、安定供給性と経済性に

優れた重要なベースロード電源と位置づけられています。 

また、電気事業法の改正により、平成２８年４月から電力小売の全面自

由化が実施されることになりましたが、その基礎となった電力システムに関

する改革方針においては、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、
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需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大が目的とされています。  

以上のような背景から、安定供給性、コストに優れ、かつ高効率の石炭

火力をお客さまに対し新たな選択肢を提供できる形態として開発すること

は、国の方針にも合致し十分意義のあるものと考えます。 

千葉袖ケ浦エナジーは、これらを踏まえ、出資会社三社がそれぞれもつ

バリューチェーン等の強みを生かし、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、利用可能な最良の技術を導

入した石炭火力発電所を開発することを進めます。 

 

本事業の名称は仮称  千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建設計画、原

動力は汽力、出力は総出力２００万キロワット、所在地は千葉県袖ケ浦市

中袖３番地１他となります。 

 

対象事業実施区域は、既存の埋立地である陸域及び海域からなり、面

積は陸域約１２０万平方メートル、海域約１２７万平方メートルの合計約２

４７万平方メートルになります。このうち主要発電設備の設置予定地は約

３８万平方メートルになります。 

 

発電所の計画地点は、 

｢対象事業実施区域内において、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入れ態勢が整っていること｣、｢海水冷却方式を

採用する計画であるため、海域に近く、取放水設備を設置できる場所であ

ること｣といった要件を満足する、出光興産株式会社が千葉県袖ケ浦市に

所有する未利用地を選定しました。 

発電設備の配置計画は、 

｢主要な騒音発生源であるボイラー、蒸気タービン等の発電設備を、敷地

境界から離れた北側に配置し、住居等との距離を確保する｣、｢蒸気タービ

ンについては、取放水路からの距離が短く、工事量の低減が可能な位置

に配置し、その南側にボイラー、排煙脱硝装置、電気式集じん装置、排煙

脱硫装置、煙突の順に配置する｣など、燃料の運搬ルート、ばい煙処理及

び排水処理等の環境対策の処理工程を踏まえ、環境負荷の低減が可能

となる合理的な配置計画としました。 

 

配置計画の概要についてご説明いたします。 

青い太枠で囲んだエリアに、ボイラー、蒸気タービン、屋外開閉所といっ

た主要発電設備を配置します。なかでもボイラーや蒸気タービンは騒音を

考慮し、発電所敷地の北側に配置する計画です。 

復水器冷却水などに用いる海水の取水口は発電所敷地西側の海域に、

放水口は北側の海域に配置する計画です。 

また、石炭灰処理設備については、西側対岸の太平洋セメント株式会

社所有地に石炭灰有効利用設備などを配置する計画です。 
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設備の概念図についてご説明いたします。 

燃料となる石炭は、微粉炭機で粉砕されボイラーへ供給されます。  

ボイラーでは高温高圧の蒸気がつくられ、蒸気タービン及び発電機を  

回転させることで電力が発生します。 

蒸気タービンを回転させた蒸気は、海水により復水器で冷却され、再  

度ボイラーで過熱されることになります。 

また環境対策として、ばい煙処理設備を設置する計画であり、排煙脱

硝装置で窒素酸化物を、電気式集じん装置でばいじんを、排煙脱硫装置

で硫黄酸化物をそれぞれ処理する計画です。 

 

主要機器等の種類についてご説明いたします。 

ボイラーの形式は超々臨界圧変圧運転貫流式、燃焼方式は微粉炭燃

焼方式を計画しています。 

蒸気タービンの出力は、各ユニットともに１００万キロワットを計画してい

ます。 

ばい煙処理設備は、排煙脱硫装置は湿式の石灰石  石こう法を、排煙

脱硝装置は乾式アンモニア接触還元法を、集じん装置は電気式集じん装

置を計画しています。 

 

利用可能な最良の技術の採用についてご説明いたします。 

本事業で計画している発電設備は、利用可能な最良の発電技術であ

る超々臨界圧の高効率な発電設備を採用します。 

この発電技術は東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議

取りまとめにおけるＢＡＴ、すなわち事業者が利用可能な最良の技術の参

考表で経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転をして

いる最新鋭の発電技術であるＡ以上に該当し、設計熱効率は発電端で４

３パーセント以上になります。 

高効率の発電技術を採用することで、可能な限り二酸化炭素の排出低

減に努めます。 

 

発電用燃料の種類及び年間使用量についてご説明いたします。 

発電用の燃料の種類は石炭、年間の使用量は、年間設備利用率を８

５パーセントとして約５８０万トンを計画しています。 

なお、今後、バイオマス混焼等も検討する計画です。 

 

ばい煙に関する事項についてご説明いたします。 

煙突は２本の煙突を１本に集合した、２筒身の集合煙突で地上高２００

メートルを計画しています。 

発電に伴い発生するばい煙の排出ガス量は、湿りガスがユニットごとに

１時間あたり約３３０万ノルマル立方メートル、ばい煙に含まれる硫黄酸化

物の排出濃度は２２ｐｐｍ、窒素酸化物の排出濃度は１５ｐｐｍ、ばいじん

の排出濃度はノルマル立方メートルあたり５ｍｇを計画しています。 
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復水器の冷却水に関する事項についてご説明いたします。 

各ユニットともに復水器冷却方式は海水冷却を採用します。取水方式

は深層取水、放水方式は水中放水になります。 

発電に伴い発生する冷却水量は、ユニットごとに１秒あたり約４２立方メ

ートル、取放水の温度差は７℃以下とする計画です。 

 

一般排水に関する事項についてご説明いたします。 

プラント排水や生活排水といった一般排水は、通常、１日当たり約２，２

００立方メートル、最大で 1 日当たり約３，６００立方メートル発生する計画

です。 

一般排水は新たに設置する総合排水処理装置で処理し、千葉県の関

係条例に適合する水質管理を実施し、復水器冷却水とあわせて放水口よ

り海域へ排出する計画です。 

 

工事概要と工事期間についてご説明いたします。 

主要な工事として準備工事、取放水設備他土木建築工事、１，２号機  

機器据付他工事があります。 

準備工事は、発電所敷地に現在設置されている設備の撤去、整地、  

地盤改良などを予定しています。 

取放水設備他土木建築工事は、取水口等周辺海域の浚渫、取放水

路用トンネルの掘削、取放水ピットの設置、既設ユーティリティバースの改

造、海底輸送トンネルの掘削などを予定しています。 

１、２号機機器据付他工事は、タービン建屋等の土木建築工事、発電  

設備・ばい煙処理設備・排水処理設備他の機器据付工事、試運転などを

予定しています。 

工事期間は、平成３１年度に準備工事を開始し、１号機の運転開始が

平成３７年度、２号機の運転開始が平成３８年度を予定しています。 

 

工事工程についてご説明いたします。 

準備工事は平成３１年度に着工後２４ヶ月、取放水設備他土木建築工

事は６０ヶ月、１，２号機機器据付他工事は平成３３年度と３４年度に着工

後それぞれ５０ヶ月を予定しています。 

 

本事業で予定している主要な交通ルートは、工事用の車両、運転開始

後の車両ともに、国道１６号、国道４０９号、県道３００号、県道２４号を利

用する計画です。また、工事中、運転開始後ともに海上輸送も併せて実

施する計画です。 

 

次に、方法書作成にあたり周囲の概況把握について把握しましたので

その内容をご説明いたします。 

 

自然的状況については、大気環境、水環境、土壌及び地盤などを、把



9 

 

握しました。 

社会的状況については、人口及び産業、土地利用、海域の利用などを、

把握しました。 

また法令、条例による規制状況などについても把握しました。 

 

次に、環境影響評価の項目について、ご説明いたします。 

 

この表は、大気環境、水環境に関して、環境影響評価を実施する項目

を示しています。 

これらの項目は、経済産業省の発電所アセス省令などに基づき、対象

事業の事業特性と地域特性を踏まえて選定しています。網掛けの部分は、

発電所アセス省令に定める火力発電所の参考項目を示しています。  

 

赤い太枠で囲んだ部分は、本事業の事業特性と地域特性を踏まえて、

参考項目に加えて選定した項目を示しています。 

 

この表は、動物、植物等に関して、選定した項目を示しています。 

詳細は、後ほど環境影響評価項目ごとにご説明いたします。 

 

次に、環境影響評価項目における、調査、予測及び評価の手法につ  

いて、ご説明いたします。 

 

先ず初めに、大気環境の大気質について、これらの環境影響評価項  

目を選定しましたので、調査、予測及び評価の内容を説明します。  

 

工事用資材等の搬出入、供用後の資材等の搬出入による窒素酸化  

物、浮遊粒子状物質、粉じん等に関しては、気象、沿道大気質濃度、道

路構造、交通量の状況を調査します。 

右の図は調査位置を示しており、黒い四角で示した１地点で風向風速

などの地上気象を、主要輸送ルートである国道１６号に黒い丸で示した１

地点で沿道大気質濃度を、黒い三角で示した２地点で道路構造、交通量

を調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質については、数値計算等により日平

均値濃度を予測し、環境基準などとの整合が図られているかの観点等か

ら評価を行います。 

粉じん等については、発電所に係る自動車の走行台数が、一般交通量

に占める割合等について予測し、評価を行います。 

 

次に、建設機械の稼働による窒素酸化物、浮遊粒子状物質、粉じん 

等に関しては、気象、大気質濃度の状況を調査します。 
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右の図は調査位置を示しており、白丸の１３地点の大気質設定データと

対象事業実施区域内に黒い四角で示した１地点で地上気象を１年間、調

査します。 

写真は、地上気象の調査状況です。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質については、数値計算等により日平

均値濃度を予測し、環境基準などとの整合が図られているかの観点等か

ら評価を行います。 

粉じん等については、環境保全のために講じようとする対策を踏まえ、

類似事例を参考に周辺環境への影響の程度について定性的に予測し、

評価を行います。 

 

次に、施設の稼働の排ガス、煙突からの排ガスによる硫黄酸化物、窒

素酸化物、浮遊粒子状物質に関しては、気象、大気質濃度の状況を調査

します。 

右の図は調査位置を示しており、白丸の３３地点の大気質測定データと

対象事業実施区域内に黒い四角で示した 1 地点で地上気象及び煙突高

度付近の風向風速の上層気象を 1 年間、高度１，５００m までの高層気

象を春・夏・秋・冬の季節毎に各１週間、調査します。 

写真は、上層気象及び高層気象の調査状況です。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質については、数値計算等

により年平均値及び日平均値を予測するとともに、特殊気象条件にそれ

ぞれ適した手法を用いて１時間値等を予測し環境基準などとの整合の観

点から評価を行います。 

 

次に、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による貯炭場からの石

炭粉じんに関しては、気象、降下ばいじんの状況を調査します。 

右の図は調査位置を示しており、対象事業実施区域内に黒い四角で

示した１地点で地上気象を１年間、対象事業実施区域周辺の最寄りの民

家に黒い丸で示した３地点で、降下ばいじん量を１年間、調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

石炭粉じんについては、揚貯運炭施設からの炭じん飛散量予測手法の

開発などに示す方法により降下ばいじん量を予測し、評価を行います。  

 

次に、施設の稼働の排ガス、煙突からの排ガスによる重金属等の微量

物質に関しては、大気中の重金属等の微量物質濃度の状況を調査しま

す。 

右の図は調査位置を示しており、現地調査においては、対象事業実施
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区域周辺に黒い丸で示した４地点で大気中の重金属等の微量物質濃度

を季節毎に各１週間、調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

重金属等の微量物質については、年平均値を予測し、有害大気汚染

物質に係る指針値との整合が図られているかの観点等から評価を行いま

す。 

 

ここからは、大気環境の騒音、振動、低周波音について、これらの環境

影響評価項目を選定しましたので、調査、予測及び評価の内容を説明い

たします。 

 

工事用資材等の搬出入、供用後の資材等の搬出入による騒音、振動

に関しては、道路交通騒音・振動、沿道、道路構造、交通量の状況を調

査します。 

右の図は調査位置を示しており、主要な輸送ルートである国道１６号と

県道３００号に黒い丸で示した３地点で騒音・振動レベル、交通量などを調

査します。 

 

この表は予測・評価の手法を示しています。 

騒音については音の伝搬理論式により等価騒音レベルを、振動につい

ては道路交通振動の予測計算式により振動レベルを予測し、環境基準と

の整合が図られているか等の観点から評価を行います。 

 

次に、建設機械の稼働、供用後の施設の稼働による騒音、振動、低周

波音に関しては、騒音・振動・低周波音等を調査します。 

右の図は調査位置を示しており、黒い丸で示した対象事業実施区域の

境界２地点と最寄りの民家３地点の合計５地点で、騒音・振動・低周波音

レベルなどを調査します。 

 

上の表は建設機械の稼働に係る予測・評価の手法を、下の表は供用

後の施設の稼働に係る予測・評価の手法を示しています。ここでは、騒音、

振動、低周波音レベルを予測し、基準等の整合が図られているかの観点

から評価を行います。 

 

ここからは、水環境の水質、底質などについて、これらの環境影響評価

項目を選定しましたので、調査、予測及び評価の内容を説明いたします。  

 

建設機械の稼働及び造成等の施工による水の濁り、底質の有害物質

に関しては、浮遊物質量、流向・流速、底質の有害物質の状況を調査し

ます。 

右の図は調査位置を示しており、黒い丸で示した１１地点で浮遊物質
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量を、黒い四角で示した５地点で流向･流速を、それぞれ春・夏・秋・冬の

季節毎に各１回、白い丸で示した５地点で底質の有害物質を１回、調査し

ます。白い丸の地点は、浚渫等の海域工事箇所を予定しています。  

 

水の濁りについては、シミュレーション解析により浮遊物質量の拡散を

予測し、評価を行います。 

底質の有害物質については、環境保全のために講じようとする対策を

踏まえ、類似事例を参考に海域への影響の程度を予測し、法令に定めら

れた水底土砂に係る判定基準との整合が図られているかの観点から評価

を行います。 

水の濁りについては、環境保全のために講じようとする対策を踏まえ、

類似事例を参考に海域への影響の程度を予測し、評価を行います。  

 

次に、施設の稼働の排水による水の汚れ、富栄養化に関しては、化学

的酸素要求量、全窒素、全燐の水質の状況を調査します。 

右の図は調査位置を示しており、海域に黒い丸で示した１１地点で季節

毎に調査します。 

 

この表は予測・評価の手法を示しています。 

水の汚れ、富栄養化については、環境保全のために講じようとする対策

を踏まえ、総合排水処理装置から排出する排水中の化学的酸素要求量、

全窒素、全燐の濃度及び負荷量を把握し、類似事例を参考に海域への

影響の程度を予測し、環境基準との整合が図られているか等の観点から

評価を行います。 

 

次に、施設の稼働の温排水による水温、流向･流速に関しては、右の図

の調査位置において黒い丸で示した６３地点で季節毎に白い四角で示し

た 2 地点で１年間連続、調査します。 

 

右の図は流向・流速の現地調査位置を示しています。 

黒い丸で示した５地点で水平方向の流向・流速を、□白い四角で示した１

地点で鉛直方向の流速を、季節毎に調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

水温、流向･流速については、３次元シミュレーション解析により温排水

の拡散、流向･流速を予測し評価を行います。 

 

ここからは、動物について、これらの環境影響評価項目を選定しました

ので、調査、予測及び評価の内容を説明いたします。 

 

陸生動物に関しては、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類の状況

を、調査します。 
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右の図は調査位置を示しており、緑色で示したルート及び黒丸の地点

を基本として調査を行います。 

 

右の図は鳥類の現地調査位置を示しています。 

対象事業実施区域及び周辺に緑色及び赤色で示したルートと、黒い  

丸で示した地点で調査を行います。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

陸生動物については、調査において重要な種及び注目すべき生息地が

確認された場合は、対象事業実施区域の利用状況を把握した上で、類似

事例の引用又は解析により予測し、評価を行います。 

 

次に、海生動物に関しては、魚等の遊泳動物、底生生物、潮間帯生物、

動物プランクトン、卵･稚仔、干潟の動物の状況を調査します。 

右の図は、魚等の遊泳動物、底生生物の調査位置を示しており、海域

に黒い丸と四角で示した地点で季節毎に調査を行います。 

写真は、魚等の遊泳動物の調査状況です。 

 

右の図は潮間帯生物の調査位置を示しています。 

黒い三角で示した地点で季節毎に調査します。 

 

右の図は海の底に生息する底生生物の現地調査位置を示しています。 

黒い丸で示した地点で季節毎に調査します。 

 

右の図は動物プランクトン及び魚の卵や稚魚などの卵・稚仔の現地調

査位置を示しています。 

黒い丸で示した地点で季節毎に調査します。 

 

右の図は干潟の動物の現地調査位置を示しています。 

黒い丸と白い丸と→矢印で示した地点で干潟に生息する動物又は干潟

の底質又は水質を、季節毎に調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

海生動物については、取放水設備設置工事などによる環境影響及び

温排水拡散予測結果を踏まえ、分布又は生息環境の変化の程度を把握

した上で、文献その他資料による類似事例の引用又は解析により予測し、

評価を行います。 

 

ここからは、植物について、これらの環境影響評価項目を選定しました

ので、調査、予測及び評価の内容を説明いたします。 

 

陸生植物に関しては、植物相、植生の状況を調査します。 
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右の図は調査位置を示しており、緑色で示したルートを基本として植物

相を、赤色の点線で示した範囲内において植生の状況を調査します。  

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

陸生植物については、調査において重要な種及び重要な群落が確認さ

れた場合は、その分布を把握した上で、類似事例の引用又は解析により

予測し評価を行います。 

 

次に、海生植物に関しては、海生動物の調査内容と同様となりますの

で、本日はスライド６３から６５までの説明は割愛し、次の景観の項目を説

明させて頂きます。 

 

ここからは、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場について、これ

らの環境影響評価項目を選定しましたので、調査、予測及び評価の内容

を説明いたします。 

 

景観に関しては、右の図の調査位置において黒い丸で示した４地点で、

写真撮影により眺望景観を調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

景観については、フォトモンタージュ法により眺望景観の変化の程度を

予測し、評価を行います。 

 

次に、工事用資材等の搬出入、供用後の資材等の搬出入による人と

自然との触れ合いの活動の場に関しては、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場、交通量の状況を調査します。 

右の図は調査位置を示しており、黒い丸で示した３地点で主要な人と自

然との触れ合いの活動の場の利用状況などを、また国道１６号と県道３０

０号に黒い四角で示した 3 地点で交通量を調査します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

人と自然との触れ合いの活動の場に関しては、発電所に係る自動車に

よる主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける

交通量の変化及び利用特性への影響を予測し評価を行います。 

 

ここからは、廃棄物等及び温室効果ガス等について、これらの環境影

響評価項目を選定しましたので、予測及び評価の内容を説明します。 

 

この表は、予測・評価の手法を示しています。 

産業廃棄物については、工事の実施及び発電所の運転に伴い発生す

る産業廃棄物の種類ごとの発生量、有効利用量、最終処分量を工事計

画又は事業計画等に基づき予測し、関係する法令との整合が図られてい
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るか等の観点から評価を行います。 

残土については、工事の実施に伴い発生する残土の発生量、再利用

量、処分量を工事計画等に基づき予測し、評価を行います。 

 

施設の稼働の排ガスによる二酸化炭素については、施設の稼働に伴い

発生する発電電力量当たりの二酸化炭素の排出量及び年間排出量を燃

料使用量、発電電力量などから予測し、環境影響が実行可能な範囲内で

回避又は低減されているか、また国の政策との整合が図られているかを

検討します。 

 

以上で環境影響評価方法書に関するご説明を終わります。 

 

【会長】事業者の方、ご説明ありがとうございました。 

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。  

 

【田中委員】資料の２６ページの交通量を調べるところでは測定地点数が２地

点なんですが、６９ページは３地点となっています。その違いはなんでしょう

か。 

 

【事業者】２６ページは、大気質の影響についての関係で、大気質濃度を黒丸

の地点で、交通量を集中する黒三角の2地点で調査を行い、影響を評価

できると考えております。 

６９ページは人と自然との触れ合いの活動の場ということで 黒丸の１・

２・３地点で示しています。黒丸３番の地点は道路の分岐等により県道３

００号の影響もあるということで交通量調査地点を置いて、黒丸の３番地

点へのアクセスの影響を把握するために実施する計画です。 

 

【田中委員】確認なんですが、交通量が多いから調べるのであって、県道３００

号の方は人が沢山いるからそれの影響を調べるということですか。  

 

【事業者】６９ページの３番の地点への交通量を把握するために、県道３００号

と国道１６号を把握して３番地点への台数がどれくらいかということを把握

するものです。 

 

【会長】よろしいでしょうか。  

他に質問のある方はいらっしゃいますか。 
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【斉藤委員】まず一回目の質問として、４６ページの調査地点の項目が市原側

が１６、木更津側が１５点と、この認識がどうなっているのかまず伺いたい

と思います。この木更津側というのは漁業を営んでいる人たちが非常に多

くございます。私が前から思っているとおり、海苔には大きな影響があると

いうことで、どうして市原という漁業が行なわれてない地域の測点より漁業

が行なわれている木更津の測点の数が少ないのか、その理由をお聞かせ

ください。 

 

【事業者】黒丸の地点は６３点ございます。予測評価の中で周辺発電所の影

響というご意見が出ております。西側には袖ケ浦の私どもの計画地点し

かありませんけども、北側、東側に東京電力さんの発電所がありますので、

複合的な影響を把握するということで東側は若干広めにするということで

ございます。 

 

【斉藤委員】過去にほぼ同一の意見が出てるわけなんです。東京電力から水

温の包絡線によりここまで影響がありますよと結果が公に出ているわけな

んですよ。木更津側に包絡線がきてるわけですよ。包絡線の中でさえ測

定をされてないということで、果たしてそれでいいのかを伺いたい。 

 

【事業者】私どもが把握している中に、お話しありました現状の包絡線に関する

公な資料やデータはございません。 

 

【斉藤委員】もう既にここまで影響があると東京電力の水温の包絡線があるわ

けなんです。 

それによって漁業への補償が行なわれた経緯があるわけです。これが

過去の公式な見解ですよ。そこに同じようなその水温を重ねて、その包絡

線が広がるような事態になるわけですよ。すでに袖ケ浦エナジーという話

が出て、もうすでに海苔漁者は設備投資はやめようと、こういう話がでて

るわけですよ。海苔が取れなくなるので終わりにしようという人が沢山出て

きているわけです。今年もやめちゃうわけなんですけど、すでにそのような

影響が出てるなかでなんだかこう他人行儀な調査な気がして我々はなら

ないんですけども。 

 

もう一点伺いたいんですが、意見書に対しての審議をするにあたってで
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すが、過去に関係する漁協で説明会を開かれたはずなんですよ。その審

議をするにはその録取書なんかを提出していただけないと正確な意見書

出ないと思うんですよ。漁業協同組合で現場の意見が出たわけなんです

よ。 

今回その資料を提出していただいた上で意見書を出したいと思うんで

すけど、いかがですか。 

 

【会長】それは、漁協組合から提出してもらうものですか。 

 

【斉藤委員】事業者が説明にきたので記録がとってあります。 

今ありますね。 

 

【事業者】録取書はありません。私どもは環境影響評価の中で、そういった予

測評価をするといったところで説明して、納得していただいております。  

 

【斉藤委員】それでは、その過去にどのような説明会で意見が出たのかをここ

で公開できますか。記録がなければ記憶として。 

 

【事業者】環境影響評価の方法書のスキームとこの件については異なることだ

と思っております。 

前回の配慮書の段階で、漁業者の方への配慮が足りないということで

今回の方法書の概要と、海域の調査方法を関係する漁協様を訪問して、

組合長や一般の組合員さまに説明会を開き、説明させていただきました。

その際に、確かに追加調査をしてくださいというご意見をいただきました。 

今回の場は公開される場だと聞いております。 

その中で漁協組合に関しての内容については、この場で説明するとい

うのは場が違うと考えています。この場ではその辺は差し控えさせていた

だきたいと思います。 

１０月からの海域調査については了承していただいておりますし、８月

末までにまた詳細を説明し協力をお願いしたいと思います。 

本日はですね、漁協組合での説明会でどのような意見がでて、どのよ

うなご意見を頂戴したかまではこの場では差し控えさせていただきたいと

思います。 

 

【会長】要するに説明する場所が違うということですか。 
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【事業者】あくまでもこの場は環境影響評価に関わる場と認識しておりますので、

ご理解していただければと思います。 

 

【事務局】私どもといたしましては、今回環境審議会を開催したのは、事業者が

述べたように、環境影響評価の手続きの中で方法書に関する環境の見

地からの意見を述べるという風にお願いをしていると理解をしております。 

   事前の打合せも何度かやっておりまして、そのなかで、この手続きとは

別に、直接影響を受ける恐れのある団体とは平行してお話しをしていると

いう説明を受けております。現段階ではこの方法書の記載についてどうか

というところでお話しをいただければと思います。 

 

【会長】斉藤委員からのご質問があったんですが、齊藤委員にとっては確かに

生活がかかっているということもございます。 

自分のまわりの方々の生活もちろんそうですけど、そういう論点からどう

してもそのあたりのことが知りたいということですが、それはこの席で言うこ

とではないというようなお話しですので、よろしいですか。 

 

【斉藤委員】一点だけお願いします。この資料４６ページの調査地点は、もう少

し南側に側点を広げていただきたいという要望をして終わります。  

 

【山口（和）委員】私もこの観測地点を見た感じでは、もっと沖合いまで広げた

範囲で観測してもらいたいと思います。 

 

【会長】その辺は要望が出てますので、どうでしょうか。 

 

【事業者】水温の調査範囲につきましては、私どもの単独の事業の影響を把握

するということがまず一つと考えております。今お話しがありました、もっと

西側、さらに沖合いまで行うという考え方について教えていただければと

思います。 

 

【会長】ようするに木更津の近くをやってほしいという話、木更津の漁業をやっ

ている方々にどのくらい影響があるのか、そういうことも調べてくださいとい

う話、お願いしたいということです。 
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【山口（和）委員】木更津の実際に海苔の漁場のあるところをやってもらいたい。 

 

【事業者】今設定しております調査範囲の考え方を説明させていただきますと、

私どもは水中放水を採用いたします。放水の方法は表層放水と水中放

水という大きくに二つ分かれます。なぜ水中放水を採用するということです

が、水中放水をした場合、温排水の拡散範囲を極力小さくしております。

調査範囲は、それにプラスして東側の東京電力さんの範囲まで広げてお

ります。 

私どもの発電所２００万キロの影響評価としては十分な調査範囲という

ことで設定をしておりますので、それ以上範囲を広げるという根拠というの

が、我々には掴みにくいというところであります。 

 

【会長】掴みにくいというのは、要するに、自分の生活、自分の仕事に影響があ

るところはどうなのか、それを調べてもらいたい、少し手を入れてほしいと

いう意見で、漁業をやってないところの資料があってもあまり意味がないと

いう話だと思われます。 

 

【事業者】方法書とは別の観点からの調査は検討しております。 

 

【斉藤委員】納得しないが、お願いします。 

 

【会長】他に意見はございますか？ 

 

【石渡委員】不勉強で極めて基本的なことですが、方法書についての意見の概

要と事業者の見解の１８ページの１について伺います。出来上がった発電

所が２基合わせて２００万キロワットですが、国内で最大規模となっていて、

天然ガスの２倍ものＣＯ２を排出すると、いままでお話で出てきましたとおり、

環境への影響が懸念されているわけなんです。一番基本的な必要性等を

考えたときに、千葉袖ケ浦エナジーさんは石炭を導入されるんですよね。

原子力の場合も廃棄物とかその処理がに非常にかなり長い年月がかか

り、処理が難しいいうことがありますが、石炭の場合にもこういう何かの経

緯の影響があると思います。 

そうしますと、袖ケ浦エナジーさんではこの地域の電力の供給について

私も十分把握しておりませんけども、電力の自由化等の選択がされるよう

になったおりにこの地域にどの程度参入しようとされているのか、２００万キ
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ロワット全て出して地域の方々に選択をしていただくことになるのか、基本

的なことですがお聞きしたい。 

 

【事業者】まずわが国全体の電力需要の見通しでございますけれども、２０３０

年の時点で現在よりも若干減るんですけれども、その中で、電源構成を国

で決めており、石炭火力は全体の電力量の２６パーセントをまかなうとなっ

ております。石炭はＣＯ２の排出が多いということはありますけども、供給の

安定性、それから経済性といったところで非常に優れています。 

首都圏には旺盛な電力需要があるという中で、現状色々な社会的な状

況がありますけども、やはり首都圏である程度の電力をまかなうことが必

要で、その中ではいわゆるベースロード電源、そういうものを持つことは必

要だと考えております。 

我々としてはその部分の供給というものを今回の計画で担っていきたい

というところで、安定性と経済性を踏まえ、将来この２６パーセントの石炭

の電源というなかで、優位な電源として使われることを目指していくというと

ころでございます。 

仮に我々の計画がなくなっても石炭の２６パーセントというものは変わり

ませんから、どこかが担うということになりますけども、そうすると旧式の効

率の低い石炭火力も残るかもしれない。そうなりますと国全体としてのＣＯ２

の排出量が多くなりますので、その石炭２６パーセントの中でより効率がよ

くて全体的にＣＯ２の排出量も少なくなるように我々は役割を担っていきた

いと考えています。 

 

【石渡委員】環境に影響があっても減らさないのか。 

 

【事業者】発電効率の面や経済性の面からも我々の計画としてはこの規模でと

考えています。 

基本的に石炭を燃やすことはそれなりのＣＯ２が出ますので、実際に発

電するということにおいては大幅に削減ということは出来ないと思います。

国全体の目標の中で我々も役割を担って全体としてＣＯ２を減らしていくと

いうことです。 

 

【会長】よろしいですか。他に意見はございますか？ 

 

【湯谷委員】こちらの方法書を拝見したんですけども、予測を自主的に定める
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根拠っていくつかあると思うんですけども、そのいくつかについてその手法、

評価方法、選定理由が記載されてない項目がございますが、その理由を

教えてください。 

 

【事業者】ご質問のご確認をさせていただきます。 

私ども方法書の評価項目の選定についてのご質問でしょうか。 

 

【湯谷委員】評価方法およびその選定理由を記載することとなっているんです

が、それについて記載されてない。特に今、斉藤委員がおっしゃった水温

は本来数字を出すべきなんです。何℃で我々に影響を与えるのか。それ

が一切記載されてなく、手引きの文章がそのまま載っているわけなんです

けども、その理由を教えてください。 

 

【事業者】水温につきましては、温排水の拡散範囲によっては１℃、２℃、３℃と

いうことで、線を引く形になります。その１℃、２℃、３℃という温度の変化

に応じて、そこで確認された重要な魚などの予測評価を行います。 

魚によって温度の変化の影響が変わってくるというところもありますので、

そこで確認された重要な種、それぞれに応じて予測評価をしていくというこ

とも考えています。  

 

【湯谷委員】本来はここに書いていただいて、その評価方法および基準が正し

いのかというのを我々がチェックしないといけないんですね。というのも、次

の準備書では評価結果とでてきますよね、ということは基準が後出しがで

きるわけですよね。調査した結果に合わせて基準を作ることができてしまう。

それでは困る。 

 

【事業者】このあとに評価したものを準備書として取りまとめます。 

 

【湯谷委員】準備表では評価結果は入りますか。そこで、この基準で良いという

議論ができればいいんです 

 

【事業者】一般の方々から、意見も伺って、環境の保全の見地からのご意見も

伺います。 

 

【湯谷委員】そういう意見があると思うんですけども、ただですね、みなさんが根
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拠にしている改訂・発電所に関わる環境影響評価の手引きというものが

あるんですけども、この項目については記載するのが望ましいとなってい

ないんですよ。この項目に対しては記載することとなっているんですよ。そ

れをあえて記載してないということは、我々を煙に巻いてやろうと思ってい

るんじゃないかと、そういうふうなことを考えてしまう。ちょっと偏屈な方法書

になっているわけです。そういうふうにわざとやっているんだと思うんですけ

ども、その理由は何かあるんですか。記載すると書いてあるところを記載し

てないんですから。法律で決まっているものはいいんですよ。法律を根拠

に数値で評価できる。でもこの項目はあえて手引きを無視してこういうもの

を出している。ただ、法律上は違反しているわけではない。でもそこはここ

で意見を言ったからって工事が止まるわけじゃないとわかってるので、お

互いに誠実なものを出してもらいたいと。というところで、少し不誠実なんじ

ゃないかなと思います。 

 

【事業者】私どもは実際可能な限り準備書に書くというところで考えています。

水温につきましては、水中放水を採用するということで、基準がない中で、

できるだけ狭い温排水の変化にしようと努力しています。 

また調査をして、その影響ができるだけ小さくというところも、事業者とし

てできる限り実行可能な範囲内で検討されているかという観点で、法律と

か基準とも照らし合わせていきます。結果が見えない状態での説明や、記

載できないというところで、ご指摘、ご意見があったと思っております。 

実行可能な範囲内というところを、今後の結果も含めてご説明していく

ことで考えています。 

 

【湯谷委員】早急に、しっかりと色々な調査を行なって影響のある温度というの

は公表されることを、私は望みたいと思います。 

知事意見のほうにも３℃上昇域というのがあり、３℃と言われ始めたの

を調べたんですけども、おそらく昭和５０年の中公審温排水分科会だと思う

んですけども、このときに２・３℃とでてるんですね。ただこの文章を見ると但

し書きが書いてあって、海苔等については１℃の昇温により影響が見られ

ることもあると書いてあるんですね。ここのスタート地点で書いてあって、そ

の後消えちゃったんですね、この海苔等っていうのは、ずっと。発電所は海

苔をやってるところで普通は作らないため、たぶん消えたんですね。でも、

考えたら昭和５０年のスタート時点でもうこういうこと言われているというの

で、もうこういうところで３℃を振りかざすのはどうかなと。確かに基準では



23 

 

３℃、今までずっと発電所は３℃でやってると思うんですけども、ちょっとどう

かなというのがあります。 

あと、もう一個ですね、最近原発止まりましたね、あちこちでね。今まで

色んな研究所が一切の影響がないと言っていたのが全部うそだったという

のが、どうも報道されていると。科学的知見もこのあと出るかもしれなという

ので、ぜひ最新の科学的知見を取り入れたうえで、しっかりと報告してもら

いたいというのが、要望です。 

それともう一点、排水について、今日は説明がなかったんですけど、工

業用水が日１万立米あるんですが、ほとんど脱硫排水ですよね、これ再利

用しないんですか。 

 

【事業者】基本的には再利用できるものは再利用します。ただ再利用する用途

がですね、最終的には排水基準を満たすように総合排水処理施設で処

理いたします。  

仰るとおり排煙脱硫装置は水を大量に使いますので、一部循環させな

がら再利用することについて、具体的な検討はこれからなんですけど、そう

いう方向で、水を有効利用できるような対策というのは考えていきたいと思

います。 

 

【湯谷委員】今日の説明では書いてありませんでしたが、日１万立米っていうと

調べたんですけど、袖ケ浦の下水場と同じ量増えるということです。結構

な量でして、排出基準は濃度で決まっていますけど、どんどん出したら排

水量が増える。そこは水自体が資源ですし、検討していただきたい。  

 

【田中委員】先ほどから、何度かバイオマスも検討していると出てきますが、環

境影響評価は今までは市民が声を出したりしてるんですが、その環境影

響評価をしたあとに、軽微の部分しか変えられないじゃないですか。その

時にバイオマスとか何も意見が言えないのは困るので、バイオマスという

のはどういうものを検討されているのでしょうか。 

 

【事業者】バイオマスにつきましては色々な様々なものの可能性について調査

しています。ただ、あまり実績のないものを燃やすというのは色々なトラブ

ルの元にもなりますし、基本的にはバイオマスで石炭火力で燃やす実績

のある木質バイオマスですとか、あとは下水汚泥の固形化したもの、炭化

燃料と呼ばれるものですけど、こちらを中心にして検討をしているところで
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す。  

 

【田中委員】今、下水汚泥と言われましたが、そうするとどこの下水汚泥かによ

って放射能がどれくらいあるのかとか懸念されますが、環境影響評価には

入っていません。放射能の影響がどれくらいでるのかという不安がひとつ

増えてしまいました。 

 

【事業者】もちろん使う場合には、有害物質や放射能の影響がない範囲で使

用したいと考えています。具体的にどれくらい使うのか何を使うのかという

のは、交渉中というか検討中で、使う前に明らかにいたします。 

 

【田中委員】使う前には明らかにするということですので、情報公開されるという

ことでしょうか。使う前にこうやって判定しますとか。 

 

【事業者】まだ、具体的に下水汚泥にするか木質にするか、それを可能にする

か、これからの話となります。下水汚泥をどのタイミングで使うかっていうと

ころも、相手がある話ですし、安定して継続して確保できるかという話もあ

りますので、まだ具体的に申し上げることが状況にないというところです。

次の準備書の段階で、どこまでお示しできるかというところはこれから調べ

ていきたいと思います。 

 

【田中委員】原発事故のあと、８０００ベクレルまではという形で埋め立てられる

ようになってしまったんですけど、事故前は１００ベクレルまでだったので、

そういうことを忘れずに計画を進めていただけたらと思います。 

 

【会長】他に質問はありますか。 

無いようですので、事業者の方、説明ありがとうございました。 

 

【事業者退室】 

 

【会長】では、これから審議に入ります。  

まず、事務局から市長意見（案）の説明をお願いします。 

 

【事務局】それでは、お手元の資料３の市長意見案をご覧下さい。内容の説明

に先立ちまして、お願いがございます。 
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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、資料にもございますとお

り、千葉県への意見提出の期限が４月２８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。 

従いまして、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

先ほど事業者の説明の際にいただいたご意見、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。 

まず、意見案作成に当たっての基本的な考え方を説明いたします。  

 

この計画は、電力自由化を視野に入れ、出光興産、九州電力、東京ガ

スの３社で新たに会社を設立し、発電効率や原料価格の面で有利な、ま

た国のエネルギー計画で安定供給性、経済性に優れた電源と位置付けら

れている石炭火力発電に乗り出そうというものでございます。 

 

今回提出された環境影響評価方法書では、環境に与える影響要因の

選定と調査、予測及び評価の手法が示されております。 

 

意見の作成にあたり、方法書に記載された項目に不足はないか、調

査・予測の範囲が十分であるか、評価の方法が適正であるか等を精査し、

市長意見案として取りまとめております。 

 

それでは、意見案を読み上げさせていただきます。 

 

まず、１、全般についてですが、 

「事業による影響の予測・評価にあたっては、予測範囲内の海底の地

形、海流の状況や特徴的な自然環境などの局所的な条件を加味し、最適

なモデルを採用するとともに、その根拠を明記すること。」 

「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になっていることを考慮し、環境への影響が可能

な限り回避・低減するよう努めること。」 
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の２点といたしました。 

 

この２点につきましては、環境への負荷を回避・低減させるための考え

方を、全般にわたる事項として適用させようとするものでございます。  

２点目の意見につきましては計画段階環境配慮書でも同様の意見を提

出しておりますが、千葉県から経済産業省へ提出された意見では漁業へ

の影響を考慮する旨の記載が見送られたことから、今回再度意見として

提出しようとするものです。 

 

次に、２、大気関係につきましては、 

「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。」 

「冬期は北東よりの風が多く、牛込地区に原料の石炭が飛来するおそ

れがあることから、牛込地区を石炭粉じんに係る調査地域に加えること。」 

の２点といたしました。 

 

１点目は、計画段階環境配慮書に対する意見でも記載したものでござ

います。 

当市においても毎年度、光化学オキシダント濃度が環境基準を超過し

ており、光化学スモッグ注意報が発令されていること、また、近年注目され

ているＰＭ２．５濃度について、当市においても平成２６年１月から測定を

開始しておりますが、平成２６年度は短期基準で環境基準を超過している

状況であることから、これらの事項を考慮した予測・評価及び低減させる

対策を実施することを意見としたものでございます。 

 

２点目は、今回新たに提出する意見でございます。 

降下ばいじんの調査地域について、方法書２６４ページ、第６．２－１表

（１５）で石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地

域として、対象事業実施区域の周辺約１ｋｍの範囲を調査地域としており

ます。しかしながら、冬期は北東よりの風が多く、牛込地域においても原料

である石炭の粉じんが飛散するおそれがあることから、牛込地区を調査地

域に加えることを意見としたものでございます。 
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次に、３、騒音・振動関係につきましては、 

「当該事業の実施に伴い、木更津市内の道路についても建設中及び稼

動後の大型車の交通量、自動車騒音、道路振動の増加が考えられること

から、影響をできる限り低減させるとともに、適切に予測・評価すること。」  

としております。 

これにつきましては、計画段階環境配慮書に対する意見に同様の記載

をしており、千葉県が経済産業省に提出した意見書にも採用されておりま

す。工事中や稼動後の大型車の増加は、袖ケ浦市内だけで発生するわけ

ではなく、当然木更津市内の主要道路でも同様の交通量の増加があると

考えられ、準備書以降の手続きにおいて予測・評価を行う必要があること

から、再度意見としております。 

 

次に、４、悪臭関係につきましては、 

「木更津市内の指定地域の記載を追加すること。」 

としております。 

方法書１８１ページ、第３．２－１６図  悪臭物質の排出に係る規制の区

域区分で袖ケ浦市における悪臭防止法の規制地域を記載していますが、

木更津市内の記載がされていないことから、準備書以降で木更津市内の

規制地域についても記載することを意見としたものです。 

なお、木更津市では都市計画法で定める用途地域を悪臭防止法の規

制地域としております。 

 

次に、５、水質関係につきましては、 

「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、事業の実施にあたっては、可能な限り影響

が小さくなる方法を採用した上で、既存施設からの温排水の影響を考慮し、

合理的かつ丁寧に予測・評価を実施すること。」 

「事業実施想定区域から盤洲干潟にかけては、海苔、貝類等の漁場と

なっており、事業実施に伴う漁場への影響が懸念されることから、「建設時

の水の濁り」、「水温」、「流況」及び「海生動植物」の調査地点予測範囲を

漁場及び盤洲干潟沖まで拡大すること。」 

の２点といたしました。 

 

２点とも計画段階環境配慮書で同様の意見を提出しておりますが、１点
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目については千葉県から経済産業省に提出された意見が一部割愛され

ていること、２点目については採用が見送られたことから再度意見としてお

ります。 

 

１点目、今回採用することとされております、深層取水→水中放水方式

が、通常の方式と比較して、どの程度環境への影響が回避、低減されて

いるのか、という記述があれば環境配慮がされていることがわかりますが、

そのことに関する記述がございません。 

温排水がどの程度の範囲まで、どの程度水温を上昇させるのかという

ことは、その影響を判断するにあたって非常に重要なことであり、事業実

施想定区域の前面、あるいはその周辺の海域が良好な漁場であることと

考え合わせますと、より合理的かつ丁寧な予測、評価が必要と考えますの

で、このような表現の意見としております。 

 

２点目は、方法書の２８６ページから２９１ページにおいて「建設時の水

の濁り」、「水温」、「流況」の、３００ページから３１６ページにおいて「海生

動植物」の調査、予測及び評価の手法について記載されております。  

そのなかで、各々の調査範囲のほとんどが事業実施想定区域周辺に

設定されており、漁場や干潟周辺に調査地点が設定されておりません。 

方法書の記載から読み取りますと、温排水が３℃以上上昇する範囲に

漁場や干潟が含まれていないためだと思われますが、３℃以下でも水温の

変化があれば、項目、種類等によってはその影響を受けることもありうると

考えられ、もし影響を受けるのであれば、その影響を予測・評価すべきと考

えますので、このような意見といたしました。 

 

次に、６、地球温暖化対策につきましては、 

「当該事業の実施により、事業実施想定区域における温室効果ガスの

新たな発生源が生じることとなることに加え、石炭火力発電が他の発電方

法と比較して単位発電量あたりの二酸化炭素発生量が大きいことから、

事業の実施にあたっては、現在利用可能な技術を出来る限り採用するこ

と等により温室効果ガスの排出削減に努めるとともに、将来において、利

用可能となった温室効果ガス低減技術の導入を検討すること。」  

といたしました。 

 

今回の計画は、石炭火力発電所の新設となりますので、この地域に新
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たな発生源が一つ増えることになります。 

また、石炭火力発電につきましては、石油、天然ガスと比較して単位発

電量あたりの二酸化炭素排出量が多いとされております。 

それらを踏まえ、発生量を可能な限り削減するため、現在利用可能な

技術の積極的な採用と、ＣＣＳと略されております、二酸化炭素捕捉貯蔵

などの、現在研究段階で、将来利用が見込める技術については、利用で

きるようになった時点での導入を検討するよう求めるものでございます。  

この意見につきましては、計画段階環境配慮書に対する意見で記載し

ており、千葉県から経済産業省への意見の中でも触れられております（方

法書３３６ページ、７．１－１２，１３）が、それに対する事業者の見解に具体

的な記載がないこと、また地球温暖化対策問題は喫緊の課題であること

から再度提出しようとするものです。 

 

最後に、７、海洋動植物関係についてですが、 

「事業実施想定区域の周辺海域ではすでに立地、稼動している事業場

からの温排水の影響を現在も受けており、当該計画の実施に伴い、さらに

海水温が上昇することによる漁業や干潟の生物生息状況への影響が懸

念されていることから、準備書以降の手続きにおいて、当該計画に係る温

排水の影響が漁場、干潟に及ばないことを明確にすること。」  

としております。 

 

方法書２１４ページから２１８ページにかけて、動植物に関する計画段階

配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果が記載されております。 

温排水の影響については、既存資料により確認された重要な魚類は遊

泳力を有していること、水温が３℃以上上昇する区域は放水口近傍に限

られており、海表面には出現しないことなどから、周辺海域に生息する動

植物の重要な種及び干潟・藻場への影響は回避・低減されていると予想

しております。 

しかしながら、事業実施想定区域はすでに他の事業場からの温排水の

影響を受けている区域であり、そこに更に温排水が排出されることにより、

現状に上乗せされる形で影響を受けることになります。 

また、以前委員からご指摘がありましたとおり、海苔などは水温が１℃

上昇するだけでも、その影響を大きく受けると言われておりますことから、

水温の上昇が３℃以下だとしても、漁場、干潟については動植物などへの

影響を予測・評価する必要があると考えます。 
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また、それとともに今回の計画での温排水の影響のみではなく、既存の

事業場を含めた重層的、複合的な影響を予測・評価し、漁場、干潟への

影響が及ばないことを明確にすることを求めるものでございます。  

当該意見についても計画段階環境配慮書に対する意見で記載しており

ますが、千葉県から経済産業省への意見では見送られたため、再度記載

するものでございます。 

 

なお、環境影響評価方法書の縦覧の際に寄せられた意見と事業者の

見解はお手元の資料２のとおりでございまして、全部で１６件の意見が提

出されております。 

内訳は、温室効果ガスに関するものが６件と最も多く、そのほかに廃棄

物や大気汚染に関する意見もありましたが、水質や動植物に関するもの

はありませんでした。 

また、お隣の袖ケ浦市や市原市では温排水に関する意見はあがってい

ないようです。 

しかしながら、繰り返しになりますが、その近傍に貴重な自然環境と良

好な漁場を抱えております本市にとりましては、この計画の実施にあたり

考慮しなければならない要素のうち、最も大きいものは温排水の影響であ

ると考えておりますので、法律で規定されている｢環境の保全の見地から

の意見｣をいささか逸脱している、とのご指摘をいただく可能性もございま

すが、特に水質と海洋動植物の項目で本市の特殊事情を勘案した意見と

しております。 

 

以上が方法書に対する木更津市意見案の説明となります。 

 

【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】賛成意見として述べさせていただきます。 

     なぜ温排水が重要かというと、水温の１℃というのは人間でいう５０℃と

考えてもらえるとわかると思います。それくらい海苔には多大な影響があ

ります。海苔をやっている事業者は木更津市で１００人を切りました。これ

以上海苔業者を減らさないためにも環境を悪化させてはならない。これが

私どもの役目だと思っております。 

     海苔は水温が２５℃以下でないと生きていけません。しかも水温が１℃
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ずつ下がっていく環境でようやく海苔が成長します。今年はそういう環境

になく、今年で最初に海苔を取ったのが１２月３０日で２ヶ月遅れとなりま

した。そういった現状を考えますと、これからの海苔産業というのはこうい

うものができるともう駄目なんだろうなという危機感を抱いて発言しました

ので、この意見に賛成いたします。 

  

【会長】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、次第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】 

方法書につきましては、今回の手続きでこれを元にして実際に現場に

調査に入り、結果を取りまとめた上で、準備書を作成しますが、作成には

時間がかかりますので、今年度内には意見をいただくということにはなら

ないと思いますが、別件で規則の一部改正を想定しておりますので、その

際には、秋ごろになるかと思いますが、またご案内させていただきます。  

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２８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  


