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会 議 録 

１ 会議名  平成２９年度第１回木更津市環境審議会  

２ 開催日時  平成２９年５月２５日（木）午後２時から午後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、田中紀子、大日方信幸、神田豊彦、手塚一郎、冨沢道博、 

山口仁、山口和江、吉田昌弘、和田美代子、小川文雄、川島幸雄  

山本浩史  

事務局： 星野治雄（環境部長）、時松和弘（環境部次長兼環境管理課長）、

平野義視（まち美化推進課長）、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  

・環境審議会の設置目的及び審議事項について(公開 ) 

・会長、副会長の選出について（公開） 

・報告事項  

（１）きさらづの環境について（公開） 

（２）その他  

６ 傍聴人  ０名（定員１０名） 

７ 発言の内容  以下のとおり 
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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。 

それでは、只今から、平成２９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、環境部次長兼環境管理

課長の時松和弘と申します。よろしくお願いいたします。 

 

はじめに、事前に送付させていただいた次第の順番と前後して申し訳

ありませんが、本日お配りしております次第により進めて頂きますのでよ

ろしくお願いいたします。 

それでは次第２の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１－５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。 

 

【斉藤委員以下、出席委員に対し委嘱状交付】 

 

【司会】皆さまには任期の２年間よろしくお願いいたします。 

     なお、本日４名の方が欠席されていますが、この方々につきましては、

別途委嘱状をお渡しする段取りになっておりますので、ご了承下さい。  

続きまして、開催にあたりまして、本来であれば渡辺市長からご挨拶を

申し上げるところでございますが、誠に申し訳ないことではございますが、

所要により出席が叶いませんので、渡辺市長からの挨拶を代読させてい

ただきます。星野部長、お願いいたします。 

 

【市長あいさつ代読】 

 

【司会】ありがとうございました。 

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、議題に入る前に、本日の資料を確認させていただきます。 

事前にお配りしてございます、次第、資料１－１から資料１－５に加えま
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して、昨年度までの環境測定結果等をとりまとめた「きさらづの環境」及び

「一般廃棄物処理計画」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。 

 

それでは、これから会議に入るわけでございますが、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。 

 

ここで、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。 

また、傍聴についてでございますが、本日傍聴の申し入れはございま

せんでした。 

それでは、私どもから説明させていただく前にご連絡でございますが、

本日ご出席をいただいております、君津地域振興事務所長の川島委員

におかれましては、仕事の都合上、途中で退席する旨の連絡をいただい

ておりますので、皆さまにはあらかじめご承知いただきたいと存じます。  

 

では、まず今回初めて当審議会の委員になられた方もおいでですので、

議事に入ります前に、審議会の設置目的、審議事項及び環境影響評価

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。 

 

・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、事前に

お配りした資料１－１から１－３に沿って説明いたします。 

 

まず、資料１－１の１ページをご覧ください。 

環境基本法の抜粋ですが、第４４条に、（市町村の環境の保全に関す

る審議会その他の合議制の機関）という項目で、「市町村は、その市町
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村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる

等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学

識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を

置くことができる。」と規定しております。 

この規定に基づきまして、木更津市環境保全条例第５３条、３ページの

中ほどになります、に、環境審議会の設置とその目的を定めております。  

第５３条の、「環境基本法第４４条の規定により、」以下の条文にあると

おり、当審議会の設置の目的は、「環境の保全に関して、基本的な事項

を調査し、必要な事項を市長に答申又は建議等する」こととなります。  

 

ご審議をお願いする内容につきましては、私どもの所管しております、

「環境保全条例」と「小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する

条例」に規定がございます。 

 

まず、環境保全条例の方から説明いたします。 

資料１－１の２ページをご覧下さい。 

環境保全条例の第８条に、「環境基本計画の策定」という項目がござ

いますが、その第３項で、「市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、

あらかじめ木更津市環境審議会の意見を聴かなければならない。」  

また、第５項では、第３項の規定を環境基本計画の変更について準用

することとしております。 

したがいまして、環境基本計画の策定及び変更をする場合は、審議会

のご意見を聴くことになります。 

次に、規制基準の関係でございますが、第３２条に「規制基準の制定」

という項目がございまして、「市長は、公害を防止するために必要な規制

基準を規則で定めるものとする。」、その第２項で、「市長は、前項の規定

により規制基準を定めようとするときは、木更津市環境審議会の意見を

聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様と

する。」と規定しておりまして、新たに規制基準を定める場合や、変更、或

いは廃止する場合は、審議会の意見を聴くことを定めております。  

 

続きまして、３ページをご覧下さい。 

第４５条で、規制基準に適合していない場合の改善命令について規定

してございます。その第２項で、「市長は、前項の規定による命令を受け

た者がその命令に従わないときは、木更津市環境審議会の意見を聴い
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て当該特定施設の使用の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命

ずることができる。」と規定しております。 

これは、工場等から排出されるばい煙等が規制基準を超えて排出され

たことが確認できたので、市が工場等に改善命令を行ったが、工場側が、

命令に従わなかった場合については、当審議会の意見をお聴きして、施

設の使用または作業について一時停止命令を出すことができる、というこ

とでございます。 

 

続きまして、小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例

でご審議をお願いする内容について、説明いたします。 

 

５ページ、第７条をご覧下さい。「水道水源保護地域の指定等」という

項目の第２項で「市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あ

らかじめ、木更津市環境保全条例（平成１２年木更津市条例第４４号）第

５３条に規定する木更津市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を

聴かなければならない。」 

また、第４項で「前２項の規定は、市長が水道水源保護地域を変更し、

又は解除しようとする場合において準用する。」と規定されておりまして、

水道水源保護地域の指定、変更、解除について、審議会の意見を聴くこ

とが定められております。 

 

続きまして、第８条の排水基準の第３項で「市長は、第１項の規定によ

り排水基準を定める場合は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければな

らない。」 

第４項で「前項の規定は、排水基準を変更しようとする場合において準

用する。」と規定しております。 

先ほどの環境保全条例の規制基準同様、排水基準の設定、変更の

際には､審議会の意見を聴くことを定めたものでございます。 

 

以上、大きくまとめますと、 

・環境基本計画の策定、変更  

・基準の制定、変更  

・一時停止命令の発令  

が条例で定められた環境審議会の審議事項、ということでございます。  
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そのほかに、先ほど申し上げました審議会の設置目的である「環境の

保全に関して、基本的な事項を調査し、必要な事項を市長に答申又は建

議等する」という項目に該当する事項といたしまして、環境影響評価の手

続きの中で、市町村長が千葉県知事に意見を述べるにあたって、その意

見形成について、当市では審議会に諮問し、答申をいただいております。  

 

次に、審議会の運営についてでございますが、資料１－２及び資料１－

３として審議会規則と運営要領をお配りしております。 

資料１-２ 審議会規則の第２条の定めによりこの後、会長、副会長の

選出をしていただくこととしております。 

 

最後に、環境審議会の開催状況について申し上げますと、本日お配り

しました資料１－４、「環境審議会の開催状況」にございますとおり、案件

の有無により年度ごとの開催回数にかなりの差がございます。 

なお、今年度は、現時点での開催予定は決まっておりせんが、環境審

議会に諮る案件等ができましたら、開催のご案内をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】若干内容を追加させていただきます。 

現在までのところ、具体的に条例に書かれている環境審議会の仕事

というのが、先ほど説明させていただいたとおりでございますが、その他

に、環境の保全に関して基本的な事項がどこまでかはっきりしていない

部分がございます。 

今までは環境管理課が事務局ということで、環境管理課が所管して

いる事項を審議いただいているという経緯がございますが、今後、環境

問題が大規模な問題ないしは注目を浴びる問題となってきておりますの

で、環境部全体として、今までよりも基本的事項を広く捉えてご審議い

ただくという場面も出てこようかと思います。 

ご参考までに開催状況を見ていただいておりますけれども、それ以外

の項目につきましても、該当すると思われる場合にはご遠慮なく事務局

へ提案していただければと思っております。 

また、私どもとしましてもお諮りしたほうがよいという場面が増えること

を想定しておりますので、なにとぞよろしくお願いします。 

只今の説明について、ご質問等はございますでしょうか。 

質疑がなければ後日でもかまいませんので、環境管理課にお願いい
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たします。 

 

【斉藤委員】資料１－１の改善命令を出すことが出来るというのは、市長が改

善命令を出すということであって、市の中だけに改善命令を出すのであり、

隣接する市町村には影響を及ぼさないのでしょうか。 

 

【事務局】環境保全条例が市の条例でございますので、市の範囲内に限定さ

れるものでございます。 

 

【斉藤委員】上位法令である環境基本法には隣接市町村については謳ってい

ないのでしょうか。 

 

【事務局】環境基本法ではなく、個別の規制法である大気汚染防止法や騒音

規制法、振動規制法といった形になり、基本的には市町村単位で措置

をするという形になっております。大気、水質については県単位になりま

すので、県の中でということになります。 

 

【川島委員退席】 

 

・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。 
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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。  

 

【事務局一任、との声】 

 

【仮議長】ただいま、「事務局一任」、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、事務

局の推薦により会長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【仮議長】「異議なし」のご発言がございましたので、ご賛同いただけたものとし、

事務局から会長の推薦をお願いいたします。 

 

【事務局】事務局からは「神田委員」に会長職をお願いしたいと思います。 

 

【仮議長】ただいま、事務局より会長に神田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、会長に神田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、

会長に神田豊彦委員を選出いたします。 

選出されました神田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。 
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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、神田会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

では、ここで神田会長から、ごあいさつをお願いいたします。 

 

【会長あいさつ】 

 

【司会】ありがとうございました。 

それでは、木更津市環境審議会規則第３条第１項の規定によりまして、

神田会長、議事進行のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【会長】それでは、引き続き会議を進めます。 

皆様のご協力をいただきまして、会議を円滑に進めて参りたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

では、まずはじめに、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例

施行規則第６条の規定により、会議録の内容について審議会等が指定

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。 

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。 

冨沢委員、手塚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。  

 

【事務局案、との声】 

 

【会長】ただいま、「事務局案」、とのご提案がございました。 
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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、事務

局の推薦により会長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【会長】「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、

事務局から副会長の推薦をお願いいたします。 

 

【事務局】事務局からは木更津市議会の建設経済常任委員会の委員長であ

り、当審議会のベテランでもございます「斉藤委員」に前回同様副会長を

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】異議なしのご発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、副会

長に斉藤高根委員を選出いたします。 

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。 

本日は、他に議題はないようですが、次第を見ますと事務局から報告

事項があるようですので、引き続き事務局からの報告を受けたいと存じま

す。 

それでは、まず報告事項の１点目、「きさらづの環境」について、事務局

から説明をお願いします。 

 

【事務局】それでは、平成２９年３月に作成いたしました「きさらづの環境」に沿

ってご説明いたします。 
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申し訳ございませんが、着座にてご説明させていただきます。 

 

まず「きさらづの環境」についてですが、こちらは昭和４７年度より本市

の環境状況について冊子としてまとめたものになります。３年ごとに改定

を行っておりまして、近年ではホームページにも掲載をしております。この

内容は、主に平成２７年度までに本市が実施した施策や調査した結果な

どをとりまとめました。 

資料といたしまして、現在ホームページに掲載しております「きさらづの

環境」の冊子を配布させていただきましたので、ご参照ください。  

 

 内容に移らせていただきます。 

 １ページからの第Ⅰ章「市の概況」については、位置や気象をとりまと

めたものですので、後でご覧ください。 

次に第Ⅱ章「環境行政の概要」の６ページをお開きください。 

本市では、環境の保全を目的として、臨海部の工場と「環境の保全に

関する協定」を、またかずさアカデミアパーク進出企業と「かずさ環境協

定」を、締結しております。 

それではまず、「環境の保全に関する協定」について説明いたします。 

「環境の保全に関する協定」は、法律や条例による一律の規制では対

処が困難な地域的な汚染に対し、地域の実情や個別の企業の実態に即

した効果的な防止対策を行うことを目的としておりまして、本市は新日鐵

住金（株）君津製鐵所および（株）かずさクリーンシステムと協定を締結し

ております。 

このうち、新日鐵住金（株）君津製鐵所とは、昭和４９年に本市と千葉

県、所在地の君津市及び新日鐵住金（株）君津製鐵所の４者で、また平

成１３年にかずさクリーンシステムと県及び本市の３者で締結しております。  

なお、新日鐵住金（株）君津製鐵所及び㈱かずさクリーンシステムとは、

具体的な環境の項目ごとに協定値を定めた「細目協定」を締結し、定期

的にばい煙や水質等の検査報告書において協定値の遵守を確認してお

ります。 

 次に、「かずさ環境協定」につきまして、説明いたします。 

かずさアカデミアパークに立地する企業等と自治体との間で、上総丘

陵の豊かな自然を十分に活かしながら、自然・人・技術のバランスのとれ

た理想的な環境の維持・向上を図ることを目的として、「かずさ環境協定」

を締結しております。こちらは当事者が県と立地市と立地企業と締結する
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３者協定となっておりまして、立地する企業等は、稼動後に年度ごとの計

画書および実績報告書を県・市に提出し審査を受けることとされておりま

す。 

かずさ環境協定は今年４月１日現在で、かずさディー・エヌ・エー研究

所など、１２事業場と締結しておりまして、年に一度、対象事業場に対し

立入調査を実施して、状況を把握しており、協定の遵守状況を確認して

おります。 

 

続きまして、環境調査結果に移らせていただきます。 

前回、平成２５年度に「きさらづの環境」を発行しておりますので、それ

以降の環境調査結果をご報告いたします。 

まず大気環境についてですが、１４ページから２３ページに測定結果を

お示ししております。 

市内６箇所の大気汚染常時監視局において大気中の二酸化硫黄、

二酸化窒素、浮遊粒子物質を、光化学オキシダント等を測定しておりま

す。また、平成２６年１月より県が第一中学校でＰＭ２．５（微粒子状物

質）の測定を開始いたしました。 

これらの物質には、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持

することが望ましい値として、環境基準が定められております。 

光化学オキシダントを除き、３年間（Ｈ２５～２７）について環境基準を達

成しておりました。１７ページから１９ページの図３－１－２、３－１－３およ

び３－１－４より、二酸化窒素につきましてはやや減少傾向、二酸化硫黄

および浮遊粒子状物質は概ね横ばい、といった状況です。 

光化学オキシダントにつきましては、毎年光化学スモッグ注意報が発

令されており、注意報の場合は大気中の光学オキシダントの濃度が環境

基準の倍の０．１２ｐｐｍ以上、警報はその倍の０．２４ｐｐｍ以上となり、そ

の状態が継続すると見込まれることが発令の基準となっています。本市

の光化学スモッグ注意報については２１ページの図３－１－５にお示しして

おりますとおり、平成２５年度が６回、２６年度が２回、２７年度が３回とな

っています。 

ＰＭ２．５につきましては、日平均３５μｇ／ｍ３、年平均１５μｇ／ｍ３の

環境基準とともに注意喚起の判断基準が定められておりまして、午前５

時から７時までの測定値または午前５時から１２時までの測定値を元に

午前９時または午後１時ごろを目途に注意喚起のための広報等を行うこ

ととしております。 
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ダイオキシン類については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が

一部改正され、平成１４年１２月から処理基準に従って行う廃棄物の焼

却を除いた行為は一部の例外を除いて禁止される等の法整備がなされ

たため、今後も排出総量は減少するものと予想されております。平成１２

年度から調査を開始していますが、２２ページの表３－１－３にお示しして

おりますとおり、測定値は環境基準をかなり下回っています。 

 

次に水環境についてですが、２４ページから２９ページに測定結果をお

示ししております。 

水質汚濁にかかる環境基準は「生活環境の保全に関する環境基準」

により、河川、湖沼、海域別に利用目的に応じて水質を類型化し、その

類型に該当する水域を指定するという方式が採られており、本市の河川

では小櫃川が環境基準Ｂ類型に、また海域では海ほたる周辺がＡ類型に、

畔戸沖及び中島沖がＢ類型に、木更津港など沿岸部がＣ類型に指定さ

れています。各河川および海域の類型については、９３ページおよび９５ペ

ージに詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 

初めに河川の水質汚濁の指標とされているＢＯＤ（生物化学的酸素要

求量）についてご説明いたします。ＢＯＤとは、水中の好気性微生物の増

殖や呼吸によって消費される酸素量のことです。水の有機物汚染が大き

ければその有機物を栄養分とする微生物の活動も活発になり、微生物に

よって消費される酸素の量も増加します。従って、ＢＯＤが大きければ水

中の有機物汚染が大きいことを示すため、水質が悪いということになりま

す。 

また、湖沼や海域の水質汚濁の指標にはＣＯＤが用いられております。

水中の有機物質などが過マンガン酸カリウムによって化学的に酸化・分

解される際に消費される酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁して

いることを示しており、水質が悪いということになります。（これは、湖沼に

おいてはプランクトン等の呼吸作用の影響を受け、海域では塩分の影響

を受けることから、BODを測定する事が難しく、むしろCODのほうが汚濁の

状況を明確に表していると考えられることによるものです。）  

２６ページの小櫃川について、平成２５年度から２７年度はＢＯＤ（生物

化学的酸素要求量）および、有害物質のいずれの項目も環境基準を満

たしております。 

矢那川他の河川では、畑沢川の下流になります畑沢橋ではＢＯＤ、ま

た、富栄養化の指標となります全窒素、全りんのいずれも他の地点と比
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べて高い数値となっております。これは畑沢川では、他の河川に比べ極

端に流路が短く水量も少ないことから、生活排水の影響が大きいことが

理由として挙げられます。 

２７ページの海域につきましては、平成２５年度から２７年度は海域の

水質汚濁の指標とされておりますＣＯＤ（化学的酸素要求量）はＡ類型の

海ほたる周辺、Ｂ類型の畔戸沖および中島沖は環境基準を上回りました

が、Ｃ類型の木更津港など沿岸部は環境基準を達成しております。また、

全窒素は４地点で環境基準を超過しましたが、全りんは全地点で環境基

準を達成しました。 

 

水質環境につきましては、地点、項目によっては依然として改善の傾

向は見られていないところもあり、長期的な傾向を把握する必要もありま

すので、引き続き公共用水域の水質調査が必要と考えております。  

また、ダイオキシン類につきましても、千葉県と協力しながら、夏と冬に

大気および水質の調査を行っておりますが、その結果は資料２２ページお

よび２９ページにお示ししておりますとおり、概ね環境基準の１０分の１程

度であり、本市では特に問題となってはおりません。 

 

次に騒音・振動関係についてですが、３０ページから３８ページに測定

結果をお示ししております。 

３２ページからの自動車騒音振動につきましては、秋から冬にかけて毎

年同じ地点で測定を実施し、その変化を見ているところですが、平成２５

年度から２７年度は大きな変化はなく、図３－３－２にお示ししております

とおり、６０～７５ｄＢの範囲で推移しております。また、平成２７年度の騒

音調査結果では、請西の夜間で要請限度を超過、請西の昼間及び桜井、

畑沢で環境基準を超過しましたが、振動では全地点で環境基準を下回り

ました。 

また、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（第２次一括法）」に基づき、平成２４

年度より木更津市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の

常時監視及び面的評価を実施しています。 

平成２４年度～２７年度までの結果では、昼間夜間ともに環境基準以

下の住居等は、評価区間全体で９８．９％、近接空間では９８．９％、非近

接空間では９９．０％となっています。 

次に航空機騒音についてですが、本市上空は東京国際空港 (羽田空
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港 )に着陸する際の航路になっていることから、通年監視を目的に、畑沢

公民館屋上に自動測定機を設置しています。また、大久保、貝渕には千

葉県が自動測定機を設置して同様に調査を実施しています。その他、陸

上自衛隊が使用する木更津飛行場周辺の航空機騒音の状況を把握す

るため、騒音調査を実施しています。 

羽田関係につきましては、北風好天時の海上ルートの運用及び飛行

高度が高くなったことにより供用開始となった平成２２年度からは、図３－

３－５にお示ししておりますとおり、平均騒音レベル及び日平均騒音発生

回数（測定値：畑沢測定局）は減少しました。 

なお、平成２５年度より評価基準がＬｄｅｎ（時間帯補正等価騒音レベ

ル）に変更となり、平成２５年度から２７年度までの測定の結果は、全測

定局で環境基準である５７ｄＢを下回っております。 

木更津飛行場につきましては久津間漁協で１週間測定を行っておりま

して、天候や測定期間中の訓練の実施状況等により測定年度によって

異なっておりますが、３７ページの図３－３－６でお示ししているとおり、平

成２５年から２７年（近年）はＷＥＣＰＬＮおよびＬｄｅｎは環境基準を下回っ

ています。 

 

次に、悪臭についてです。３９ページをお開きください。 

悪臭とは、人間の嗅覚が刺激されることにより不快感、嫌悪感等の苦

情が発生し、公害として認識されるものであり、環境基本法で定められて

いる７公害のうち、騒音、振動と並んで人の感覚に作用するものであるた

め、「感覚公害」と表現されることがあります。 

平成２５年度から２７年度について、苦情件数に占める悪臭の割合は

１６～１７％を推移しております。 

トイレや台所、集合住宅のビルピットなど、家庭生活に起因するものや、

多様な発生源から狭い範囲で発生する悪臭情報が過半数を占めるよう

になり、本市でもその傾向を示しております。また、一過性のため現地調

査を行った時点ですでに臭いが消えてしまっている場合もあり、発生源の

特定ができないケースも多く見られます。 

 

続きまして、４３ページにお示ししております、地質環境の地下水調査

についてですが、本市では市内の家庭用井戸を任意に選定し、昭和６３

年度に有機塩素系溶剤について調査を開始して以来、平成１６年度まで

トリクロロエチレン、１ ,１,１－トリクロロエタン、四塩化炭素の３項目につい
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て概況調査を実施してきました。昭和６３年に３本、平成元年に２本の井

戸でトリクロロエチレンが検出されて以降、検出されておりません。  

 平成１７年度から鉛、砒素、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素につい

て調査を実施していますが、１８年度に高柳で硝酸性および亜硝酸性窒

素が環境基準を超過し、平成２４年度に佐野と下郡でそれぞれ砒素が環

境基準を超過しました。 

 

４５ページからは、昭和４７年からの公害苦情件数の推移をグラフにお

示ししております。平成２５～２７年度において受理した苦情件数のおよそ

５０％が大気汚染に関するもので、「焼却行為」いわゆる「野焼き」による

ものが大半です。例年大気汚染・騒音・悪臭に関するものでおおよそ９

０％を占めております。騒音や悪臭など規制対象外の苦情も多く寄せら

れており、その場合は相手方に対してお願いという形をとっているため、

申請者の望むような解決とならない場合もあります。 

 

次に放射線関係の測定結果について、４７ページから５０ページに測定

結果をお示ししております。 

平成２３年３月１１日の福島第一電子力発電所の事故に伴い、多量の

放射性物質が環境中に放出されたため、本市でも水道水、農林畜産物、

下水汚泥、さらには側溝清掃等で発生した土砂等の放射性物質濃度の

測定とともに、空間線量の測定を行っています。 

本市では放射性物質による環境の汚染に対応するため、平成２４年に

「放射性物質による汚染対処方針」を策定しました。対処方針では空間

線量の推移および局所的高線量箇所の把握、除染等の対策の実施、除

染の基準および対応について定めています。 

空間線量の測定結果を、４８ページの図３－７－１にお示ししておりま

す。こちらは市内をほぼ２ｋｍ四方ごとに区切って３８地点で毎月実施して

いる定点測定の結果となります。基準値は場所により高さが５ｃｍまたは

５０ｃｍでの空間線量が毎時０ .２３マイクロシーベルト、長時間留まると考

えにくい場所では１メートルで毎時１ .０マイクロシーベルトとなっており、い

ずれの地点においても除染の基準値を超過したことはなく、緩やかに低

下傾向にあります。 

 

次に第２次木更津市環境基本計画についてです。５１ページをお開きく

ださい。 
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本市は、平成１５年３月に「木更津市環境基本計画」（旧計画）を策定

し、望ましい環境像である「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。 

しかしながら、計画策定から１０年以上が経過し、この間、東日本大震

災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故で排出された放射性物質へ

の対応や再生可能エネルギーの導入促進、微小粒子状物質（PM2.5）問

題など、本市を取り巻く状況は大きく変化してまいりました。 

そこで、こうした新たな環境問題への対応、法令改正や個別計画の策

定などの状況を踏まえ、旧計画を見直し、平成２８年３月に第２次木更津

市環境基本計画を策定し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することといたしました。 

計画の期間は平成２８年度から平成３７年度までの１０年間となってお

り、望ましい環境像の実現のため、３つの基本目標、１２の基本施策を掲

げ、それぞれの基本施策に市の取り組み、現状の課題を設定いたしまし

た。５２ページの図３－８－１にお示ししております。 

 

次に地球温暖化対策関係についてご報告いたします。 

本市では平成１３年に「地球温暖化対策実行計画」を策定、そして平

成１９年度からは「第２次実行計画」をスタートさせ、事業所として温室効

果ガス排出削減に取り組んでおります。「第２次実行計画」の実施期間は

平成２４年度まででしたが、平成２３年に発生した東日本大震災により国

のエネルギー政策の方針が転換し、それに伴い、県の地球温暖化対策

計画の改訂は行わず、期間のみ延長してきました。本市の計画も平成２

４年度以降も改訂は行わず、期間のみ延長してまいりました。 

５３ページの表３－９－１に実行計画に定めた項目の平成２７年度の達

成状況をお示ししております。Ａ重油・灯油使用量および水道使用量は

目標を達成しており、その他の項目については未達成でした。 

本市では平成２７年９月に本庁舎が移転したことにより、エネルギー使

用量の変化が不明瞭であるため、比較検討を行いながら、第３次実行計

画の策定を進めるところでございます。 

 

つづいて省エネルギーについてですが、こちらは「エネルギーの使用の

合理化に関する法律」の改正により、平成２２年１０月１日に市役所が特

定事業者となったことから、エネルギー使用量の報告が義務付けられて

おります。 
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この法律では過去５年間のエネルギー使用量に係る原単位を年平均

１％以上改善することとされており、５４ページの表３－９－２にお示ししま

したとおり、平成２７年度までの過去５年間においては年平均１％以上改

善しております。 

 

次に住宅用省エネルギー設備設置補助金について、５５ページの表３

－９－３から３－９－５に平成２５年度から２７年度までの補助金交付実績

をお示ししております。平成２７年度の補助金交付人数は太陽光発電シ

ステムでは１２８人、家庭用燃料電池システムでは６１人、定置用リチウム

イオン蓄電システムでは４６人、エネルギー管理システムでは２９人、電気

自動車充給電設備では１人、太陽熱使用システムでは６人となっておりま

す。地球温暖化の防止や家庭におけるエネルギーの安定確保、エネルギ

ー利用の効率化・最適化を目的として設備設置費用の一部を補助してお

り、今年度も継続して行っております。 

 

６１ページから６３ページまでに自然環境の保全についてまとめておりま

す。東京湾に唯一残った自然干潟である盤洲干潟では現在も自然保護

団体によるクリーン作戦を始め、定期的な環境の調査や観察会を実施し、

保全活動と保全の啓発につとめております。市ではクリーン作戦等の活

動補助や、干潟の保全と活用を図る活動資金のため、平成４年に「木更

津市盤洲干潟保全基金」を設置しております。 

 

最後の第Ⅴ章  ごみ処理の適正化については、同環境部  まち美化

推進課によりデータ等の見直しをしたものでございますので、概要のみの

説明とさせていただきます。 

第１節  一般廃棄物処理基本計画は、平成２９年度を初年度とする１０

ケ年計画を作成したものであり、１人１日当たりのごみ搬出の削減目標を

示したもので、平成３８年度には、１人当たり１５％の減量を目標としてい

ます。 

第２節  木更津市廃棄物減量等推進審議会は、委員構成についてで

す。 

第３節  廃棄物の適正処理は、市が処理するごみの種類やごみの流

れや搬出量等の推移を示したものです。 

第４節  ごみの搬出抑制と再資源化の推進は、減量化・資源化の取組

みとリサイクル率の推移を示したものです。 
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第５節  し尿の適正処理は、し尿処理の流れ・処理量・経費、そして合

併処理浄化槽の設置促進（補助金）実績状況の推移を示したものです。 

第６節  環境美化対策の推進は、ゴミゼロ運動をはじめてといたします

いろいろな清掃の実施状況や不法投棄の監視状況等を示したものです。  

 

以上で、きさらづの環境についてのご報告を終わらせていただきます。  

 

【会長】ただいまございました事務局からの説明に、ご質問、ご意見等はござい

ますか。 

 

【田中委員】２件あるんですが、１件目は、火葬場で大気の測定を２７年度か２

８年度に行っていると思うのですが、「きさらづの環境」は２７年度までの

結果なので載っていないのか、こういうところに載せるものではないので、

今後も載せる予定がないのか伺います。 

  

【事務局】火葬場の排気ガスの測定について、今お手元にある「きさらづの環

境」は木更津市全体の環境ということでとりまとめたものでございますので、

ここに載せるのは違和感があるかなということで、また別途報告なり公表

なりを行うことになるかと思います。 

 

【田中委員】生活環境のところで苦情という項目があったので、どうかなと思っ

て伺いました。 

２点目ですが、Ｐ５３ページでバスのアイドリングについて、アイドリング

ストップと書いてある場所でもアイドリングをしています。 

    アイドリングをしてはいけないとわかっていても、バスに乗ると暑かったら

アイドリングをするしかないので、啓発活動が必要ではないかと思うんで

すが、バスのアイドリングは止められないんですか。 

    市役所が駅前に移転したから見る機会が増えたんですが、毎日同じナ

ンバーのバスがアイドリングをしているのをみると、なにか対策が必要かな

と思いました。 

 

【事務局】私どもが計画を作っている地球温暖化対策実行計画は私どもが事

業所として取り組むことを目標として定めておりますので、そことはリンクし

ないのですが、それとは別にアイドリング防止条例というのを千葉県が持

っていたり、悪臭、騒音の苦情ということで私どもに寄せられることがござ
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いますので、そのあたりの根拠を持って、また省エネルギーに事業所とし

て取り組むべきではないかということも含めまして、市の環境という観点か

ら事業所に対して申し入れができればというところです。 

 

【会長】他に質問、意見はございませんか。 

ないようでしたら、報告事項等の２点目にその他とありますが、なにか

事務局からありますか。 

    

【事務局】この場をお借りしまして、木更津市地球温暖化対策実行計画の改

正について、ご説明をさせていただきますので、お手元に資料を配布させ

ていただきます。 

 

【資料配布】 

 

【事務局】お手元に配布させて頂きました４枚綴りの資料により、現在までの

「木更津市地球温暖化対策実行計画」の取組み結果と今後の改正の方

向性について、ご説明させていただきます。 

 

それでは、お手元の資料の１ページをご覧下さい。 

取組みの経緯から、ご説明いたします。 

本市では｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣に基づき、平成12年

度に｢木更津市地球温暖化対策実行計画｣を策定し、第１次計画期間中

に、温室効果ガスの最大発生源であった廃棄物焼却炉の停止や一部施

設の譲渡など、状況の変化があったことから計画期間を２年延長し、目

標の再設定を行いました。 

第１次計画の期間終了後、引き続き温暖化対策に取り組むため、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｣を策定しまし

た。 

本来であれば、第２次計画の期間は平成２０年度から２４年度までの５

年間でしたが、平成２３年３月に起こった東日本大震災と、それに伴う東

京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により国や県の動向が決定して

いないこと、第２次計画の目標が未達成であることから、計画期間を平成

２９年度まで延長したところでございます。 

内容に移らせていただきます。 

第１次及び第２次実行計画期間及び削減目標は表１－１・表１－２の
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とおりです。 

この表１－１の温室効果ガス総排出量を図化したのが次のページの図

１－１に示したとおりです。 

本市では、平成１７年度までクリーンセンターで廃棄物を焼却しており、

それまでは温室効果ガスの大部分が電気の使用と廃棄物焼却に由来す

るものでした。 

平成１８年度にクリーンセンターの焼却炉を廃止した後は、本市の温

室効果ガス排出量は劇的に下がりましたが、ここ数年の傾向としてはゆ

るやかな増加傾向にあり、平成２０年度以降は目標を超過しています。  

その原因として、健康増進センター（いきいき館）や、学校給食センター

などの施設が相次いで稼動を開始したことや、東日本大震災に伴う福島

第一原子力発電所の事故により、電気の使用に係る温室効果ガスの排

出係数が増加したことが挙げられます。 

 

次に、２）温室効果ガス排出割合を示したものです。 

図のとおり、電気の使用によるものが７９．１％、燃料の使用に係るも

のが１６．２％、下水処理に係るものが４．３％を占めており、この３項目で

全体の９９．６％となっております。 

また、温室効果ガスの主な排出源である電気使用量及び都市ガス使

用量の推移を示したものが、図１－３です。 

 先程、説明しましたとおり、平成１８年度にクリーンセンターの焼却炉

を廃止した後、電気使用量は削減されたものの 

いきいき館のオープンに伴い都市ガスを使用することとなったことから、

増加したものでございます。 

 

これらの結果を取りまとめたのが、次のページの３）項目ごとの目標に

対する結果となっております。 

平成２７年度は、電気使用量、ガス使用量、自動車燃料使用量及び

用紙使用量の４項目で目標を達成できませんでした。主な要因としては、

目標年度（平成１８年度）と比較して施設数が増加したこと、電気の使用

に係る温室効果ガスの排出係数が増加したことが挙げられます。 

A重油・灯油使用量及び水道使用量は目標を達成しました。特に水道

使用量は第２次実行計画実施以来減少傾向にあり、２７年度は前年より

３．６％の減少となりました。 

低公害車の導入については、２７年度は５台の車両を購入しましたが、
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そのうち３台が低公害車の認定等を受けたものであり、残りの２台は消防

車等の特殊車両で低公害車の設定はなく、評価の対象から除外すること

とし、目標は達成できたと判断しました。 

 

ここまでが、第２次実行計画の取組みと結果の報告です。 

引き続きまして、今後の改定の方向性の考え方についてご説明させて

いただきます。 

次の、木更津市地球温暖化対策実行計画の改正の方向性について  

をご覧下さい。内容が一部、重複するところもございますが、よろしくお願

いいたします。 

 

１．これまでの経緯と取組み状況は、先程、説明をさせて頂いたとおり

ですので、割愛させて頂きます。 

 

ページをめくって頂いて、２．新たな計画の基本事項より説明をさせて

頂きます。 

新たな実行計画を策定するにあたり、目的や計画の位置づけ、実施期

間、温室効果ガス排出量の削減目標等を設定する必要があるところでご

ざいます。 

その内容については、記載しているとおりでございますが、主な項目に

ついて説明をさせて頂きます。 

 

①にその目的、②に計画の位置づけ、③計画の実施期間として、第３

次計画においては、平成３０年から平成３４年度までの５年間を計画期間

に設定します。ただし、社会経済情勢の変化等に対応するため、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

 

次に④の基準年度及び温室効果ガスの削減量については、庁舎の移

転に伴い、通年での温室効果ガス排出量の算出が可能になるのが平成

２８年度からとなるため、平成２８年度を基準年度とし、温室効果ガスの

削減に取り組みます。 

 

⑤の対象となる温室効果ガスについては、 ｢地球温暖化対策の推進

に関する法律｣では、対象となる温室効果ガスを二酸化炭素、メタンなど

の７種類としています。そのうち、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三
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フッ化窒素については本市ではほとんど発生しないこと、排出の実態把

握が困難であることから、対象から除きます。 

 

⑥の施設対象としては、木更津市が所管する全ての施設（指定管理

者制度により運営している施設を含む）を対象としています。 

 

続きまして、３．取組の内容について でございますが 

本計画の目標を達成するため、電気、ガス、燃料等の使用量など、数

値化が可能なものは、前計画に引き続き目標を設定して削減に取り組み

ます。 

また、職員一人ひとりが取るべき行動を配慮事項として定め、点検・評

価を実施します。 

個別に設定する目標は、電気使用量をはじめとする６項目としておりま

す。 

 

最後に、４．推進・評価及び公表について でございますが木更津市庁

内地球温暖化対策推進会議設置要綱に基づき、木更津市地球温暖化

対策推進会議を組織するとともに、各課等から地球温暖化対策推進委

員を選出し、市全体で地球温暖化対策に取り組みます。 

 

第２次計画に引き続き、年度ごとに温室効果ガス排出量等を算出し、

評価結果を推進会議で報告するとともに、ホームページ等で公表いたし

ます。また、必要に応じて計画の見直しを行うとします。 

 

今後、本計画の策定にあたりましては、本計画（案）を取りまとめた後、

当審議会に報告しご意見を頂いた後、計画の策定を予定としております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、補足で国の動向についてお話をさせていただきます。 

 

地球温暖化対策実行計画には事務事業編と区域施策編があり、本

市が策定している実行計画は事務事業編となります。これは、「地球温暖

化対策の推進に関する法律」第２０ 条の３第１項に基づき、市が排出す

る温室効果ガスの量の削減等に関する計画となっております。 

これに対し、区域施策編は市全域を対象とし、温室効果ガスの削減に
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取り組む計画となっており、中核市以上の自治体に策定義務があります。

本市においては、排出量等の把握が困難であること等から現在のところ

策定には至っておりません。 

 

参考までに温室効果ガスの削減に関する世界及び日本の動きについ

て説明いたします。 

 

２０１５年に開催された「国連気候変動枠組み条約第２１回締約国会

議（通称ＣＯＰ２１）」においてパリ協定が採択されました。その内容として

は、「２０２０年以降の地球温暖化対策に、すべての国が参加」して、「世

界の平均気温上昇を、産業革命から２度未満、できれば１．５度に押さ

え」「今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」「参加国は削

減目標をたて、５年ごとに見直し、国連に報告する」「温暖化被害への対

応、いわゆる適応策にも取り組む」「途上国への資金支援を先進国に義

務つける」などが盛り込まれました。 

 

日本においては、２０１６年５月に、パリ協定や２０１５（平成２７）年７月

に国連に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、我が国の地球温暖化対

策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温暖化対策

計画」が閣議決定されました。計画では、２０３０年度に２０１３年度比で２

６％削減するとの中期目標について、各主体が取り組むべき対策や国の

施策を明らかにし、削減目標達成への道筋を付けるとともに、長期的目

標として２０５０年までに８０％の温室効果ガスの排出削減を目指すことを

位置付けています。 

 

以上で説明を終了いたします。 

 

【会長】ただいまございました事務局からの説明に質問、意見等はございます

か。 

 

【田中委員】事務事業編ということで、市が取り組んでいるとのことですが、電

気の使用量は増えたのかもしれないけれども、太陽光発電を設置し、その

発電量も増えているので、そのことについてはこの計画の中に盛り込まれ

ないのか、それとも国から使う量を減らすだけで計画しなさいということな

のか、太陽光発電で発電した分は差し引いて計算してもよいのか、どちら
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でしょうか。 

 

【事務局】私どもが太陽光発電で発電した分は少量であり、ほぼ買電になりま

すので、買った電力がどれくらいのＣＯ２を出しているのかということで計算

をしております。 

     本来であればそこから自分のところで発電した電気がどれくらい引かれ

ているのかというのを計算するのが正しいのですが、おそらく現場では買っ

た電気の使用量を私どもに報告しているという形になっておりますので、

その段階で引かれているとうことになろうかと思います。 

     太陽光で発電した電気を使えば、その電気の分のＣＯ２発生量はゼロ

になりますが、その分は買わないで済むので、私どもは買った電気はどれ

くらいですかということで集計をしております。 

買った電力に対して、どれくらいＣＯ２が出るのか掛け算で出しておりま

すので、あらかじめ引いているということになります。 

 

【会長】よろしいでしょうか。他にはありませんか。 

 

【吉田委員】先ほどの説明の中の表１－２の電気の結果について、実績で増え

ている電気量と排出係数による影響と２つあると思います。 

できれば２つを分けて、排出される係数は原子力から化石燃料にシフト

していますから、排出係数自体は増えています。 

できれば実質的なものと排出係数と分けて、表現されたほうがより理解

しやすいと思います。 

    もう１点、県の施策もそうですが、啓発活動が非常に大事になってくると

思うのですが、その点についてはどう考えていますか。 

 

【事務局】１点目、使用したキロワット数と排出ガスとして二酸化炭素を出した

量の計算をわかりやすくしたらどうかという話について、ごもっともでござい

まして、見せ方が難しいところですが、なんとか工夫して実際に使っている

量はこれくらいで抑えているのですが、出ているＣＯ２はこれくらいになりま

したというのを説明する上でわかるように工夫ができないか考えてまいりま

す。 

     ２点目、啓発について、私どももやりたいと考えておりまして、現在の実

行計画でもやりたいということは書いてあるのですが、現実的にどのような

形で入っていこうかというところまでは議論が煮詰まっていませんので、次
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回の計画で入れたいと考えておりますので、また併せて今後お知恵を貸し

ていただければと思っております。 

 

【会長】よろしいでしょうか。他にはありませんか。 

 

【手塚委員】７ページの推進・評価及び公表に関してお伺いしたいのですが、ホ

ームページ等で公表しますとのことですが、さきほどの「きさらづの環境」の

公表と併せてお伺いしますが、頂いたデータや資料の形のままホームペー

ジに載ったとすると、おそらく一般市民の方は読まないと思います。 

     国や都道府県のサイトを見ても思うのですが、これは法令に則って丁

寧に作っていただいている一方で、おそらく一般の市民が見たときに、興

味を持つ形で示せるかどうかが重要なポイントになってくるかと思います。  

     もし取り組みの内容が例えば電気使用量がこういう目標を立てていま

す、結果がこうでした、ガス使用量の目標がこうで結果がこうでしたという

のをそのまま載せてもおそらく印象としては弱いし、興味のない人は全く見

ないという形になると思います。 

そのあたりの見せ方をどのように見てもらうか、興味を持ってもらうかと

いうことに関して、お考えがあるのであれば教えていただきたいと思います。  

 

【事務局】まさにおっしゃるとおりでございまして、私どもも見せ方というのは苦

労しているところですが、かなりの部分でセンスが必要とされるところであり、

普段の業務でセンスが育たなかったり、相手方の立場に立って見れなか

ったりというのがありますので、どんどんご指摘いただいて、私どもで少し

でも良くしていけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

     また毎年広報６月号に環境特集ということで１～２面くらいでダイジェス

トですがグラフや表で書かせていただいているところでございます。  

 

【会長】他に意見等はございますか。 

特にないようでしたら、これで本日予定されていた議題、報告事項等は

すべて終了したことになりますが、その他に議題に関係のないことでも事

務局に質問などがあれば、この際ですからご発言お願いします。 

 

【田中委員】今後の予定はどうなっているのでしょうか。 

     今のところ開催の予定はないのでしょうか。 
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【事務局】今年度これで終わりとは考えておりませんで、先ほどご説明差し上げ

ましたが、温暖化計画を今年度仕上げたいと考えておりまして、それにあ

たりましてまたご意見を伺うのに場を作れるかと思います。 

     その他に、環境影響評価で今、袖ケ浦で石炭火力の発電所の計画が

ございまして、そのアセスの準備書が今年度か来年度に出る予定となっ

ておりますので、任期の間にご審議をいただくというのが今のところはっき

りとしているところでございます。 

     その他に、必要に応じて、環境関係の条例の改正ですとかがあるときに

は、皆さまにお集まりいただくことになるかと思います。 

 

【会長】よろしいでしょうか。 

委員の皆さまから色々なご意見、ご質問等がございました。 

行政の方にはこの会議が実りのある会議であったことをご証明下さい。 

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。 

これで平成２９年度第１回木更津市環境審議会を終了いたします。  

 

 

 

会議録署名人  

 

 

会議録署名人  


