
会 議 録 

１ 審議会名 平成２０年度第１回木更津市環境審議会 

２ 開催日時 平成２０年４月１６日午後２時３０分から午後４時２５分まで 

３ 開催場所 木更津市役所６階会議室 

４ 出席者名 

委 員：西勝義、國吉俊夫、石井久子、高橋克夫、堤一之、本吉光隆、 

北河小百合、佐野克己、八幡裕子、秋葉有一、小原敏道、 

小林進、藤木哲郎 

事務局：水越勇雄市長（諮問後退席）、川名正雄環境部長、 

小出操次長、苅込秀生参事、嶋田貞雄主幹、時松和弘副主幹、 

事業者：君津共同火力㈱上原謙一常務取締役、久保田昭人建設担当 

小河原豊設備企画担当、渡辺功設備企画グループマネージャー、 

石塚章彦設備企画マネージャー、小野芳生設備企画マネジャー 

５ 本吉会長あいさつ 

６ 水越市長あいさつ 

７ 委嘱状交付 小原敏道委員及び小林進委員に市長から交付 

８ 諮問 君津共同発電所６号機新設計画に係る環境影響評価方法書に対する 

意見について 

９ 新審議会委員（小原敏道委員及び小林進委員）及び職員（川名正雄環境部長 

及び小出操次長）の紹介 

１０ 議題及び公開又は非公開の別 

（１）君津共同発電所６号機新設計画に係る環境影響評価方法書について 

（事業者説明及び質疑応答）（公開） 

（２）環境審議会の審議の範疇について(報告)(公開) 

１１ 傍聴人 ３名（定員１０名） 

１２ 会議録署名人 石井久子、八幡裕子 

１３ 発言の内容 別紙のとおり
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議題１ 君津共同発電所６号機新設計画に係る環境影響評価方法書について 

本吉会長 議題に入る前に、事務局から「環境影響評価方法書の位置づけ」を 

簡単に説明願います。 

事務局 先ほど、環境影響評価方法書に対する市長意見につきまして諮問させ 

ていただいたところですが、 環境影響評価の手続きと今回の諮問の関係等につ 

きまして、説明させていただきます。 

昨年８月に開催いたしました審議会でも説明させていただきましたが、現在、 

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、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、 事 

業実施前に環境アセスメントを行うこととされております。 

今回諮問させていただきました事業につきましては、 後で事業者からも説明が 

あることと思いますが、 出力１５万キロワット以上の火力発電所の建設でござ 

いますので、法対象の第１種事業、すなわち必ず環境アセスメントを行う事業 

に該当いたします。 

そこで、今回の手続きが環境アセスメントの一連の手続きの中で、どこにあた 

るのか、ということにつきまして簡単に説明いたします。 

お手元の資料をご覧下さい。 

このパンフレットは、 環境省のホームページからダウンロードしたものからの 

抜粋でございまして、諸般の事情により白黒で印刷してございますので、見づ 

らくて恐縮でございますが、ご容赦下さい。なお、ホームページ上ではカラー 

で表示されております。 

表紙の次の次のページに環境アセスメントの全体の流れが示してございます。 

環境アセスメントでは、事業者は方法書、準備書、評価書の３種類の冊子を作 

成することになるわけでございますが、今回は中段やや上にあります、「アセ 

スメント方法の決定」の部分に該当する方法書を作成し、２月２６日から１月 

間縦覧を行ったところでございまして、現在、千葉県から関係市町村に対し意 

見を求めている段階でございます。なお、千葉県からは５月１５日までに意見 

を提出するよう通知を受けております。 

方法書に関しましては、その次から２ページにわたって記載がございますが、 

この後行われる環境調査、予測、評価の項目及び方法を定めるものでございま 

す。 

環境影響評価を実施する事業につきましては、 それぞれの所掌省庁で標準的な 

指針を定めておりまして、今回の対象事業であります発電所の場合も、「発電 

所の設置または変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目
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に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、 

環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 という名称の経済産業 

省令で定められているところでございます。 

これを元に、事業者におきまして、今回の６号機増設という具体的な事業の内 

容や、立地条件等の周辺の状況などを考慮して調査、予測、評価の項目及び方 

法を取りまとめたものがお配りした方法書でございます。 

この方法書で示された項目、方法により今後調査、予測、評価を行い準備書に 

まとめ、その後に縦覧、関係機関や住民の意見聴取、また必要に応じ説明会を 

開催するなどの手続きを経て、評価書を作成し、事業実施に至る、という手順 

となります。 

本日は、方法書に対する市長意見の形成に関し、環境審議会にお諮りするにあ 

たり、事業者に対し事業内容の説明を求めたものでございまして、来月に開催 

を予定しております次回の審議会で答申をいただき、 市長意見を県に提出する 

予定でございます。 

なお、事業計画全体のスケジュールにつきましては、この後事業者から説明が 

あるものと思いますが、それによりますと、今年度中に準備書についても今回 

同様、市長意見を求められることになるようでございます。 

本吉会長 何かご質問はありますか。 

佐野委員 市民の方に方法書の縦覧を行っていたことをどのように周知したの 

ですか。 

事務局 木更津市、君津市及び富津市の３市で、それぞれの広報紙或いはホー 

ムぺージに掲載して市民に周知しました。木更津市では、クリーンセンター内 

の環境保全課にて２月２６日から１ヶ月間縦覧を行いました。また、君津共同 

火力㈱では、全国紙等の新聞にて縦覧を行う旨を掲載したり、君津市内にある 

独身寮にて平日の他に土曜日・日曜日、祭日も縦覧いたしました。 

本吉会長 何か質問ありますか。無いようでしたら、「君津共同発電所６号機増 

設計画に係る環境影響評価方法書について」を議題に供します。 

事業者の会場への入場をお願いします。 

【君津共同火力㈱職員 入場】 

本吉会長 それでは、先ほどの市長から諮問を受けました「君津共同発電所６ 

号機増設計画に係る環境影響評価方法書について」 委員の方々のご審議をお願 

いいたします。 

最初に、事業者の君津共同火力さんから事業概要等の説明をお願いします。 

【君津共同火力㈱ あいさつ、自己紹介、事業概要、方法書について説明】
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本吉会長 君津共同火力さんから説明がありましたが、質問がありましたらお 

願いします。 

國吉委員 資料の２０のその他の事項の二酸化炭素では、「可能な限り排出量 

を抑制」となっており、あいまいだ。他の項目では具体的な数値が記載されて 

いるのにここだけ無いのはどうしてですか。 

事業者 ユニットの効率を上げることで二酸化炭素排出原単位を減らせる。数 

値は準備書の段階で明確にしたいと考えております。 

本吉会長 既設の５号機もありますがそれよりも二酸化炭素の排出量は低いの 

ですか。 

事業者 二酸化炭素排出量は原単位で計算します。原単位を減らすには発電効 

率を上げる方法しかない。５号機は３０万 Kw の発電設備で６号機は１５万 
Kw となっていることから５号機並に発電効率を上げることはきついと考え 

ております。 

國吉委員 あまりに大雑把すぎるではありませんか。他が数値を入れているの 

にここだけ入れないのは疑問に思う。 

北河委員 増設計画では１５万 Kw を計画しているが、もっと大きいもので最 

新の技術を使用して作るべきではないのですか。 

事業者 火力発電所というのは、基本的には燃料を燃やしてその際発生する熱 

で水を蒸気に変えてタービンを回して発電している。 発電効率を上げるのは蒸 

気の温度を上げるしかない。最近はガスタービン設備を併設して、燃料を燃や 

した際に発生する排ガスにてタービンを回し、 より効率的な発電設備となって 

いる。６号機も現状で最新の設備を導入します。 

佐野委員 ４号機は脱硝・排煙装置を設けることとなっているが他の発電設備 

ではないのですか。 

事業者 ５号機の発電設備には設置している。４号機に新たに脱硝・排煙装置 

を設置するということです。 

佐野委員 分かりました。窒素酸化物濃度について方法書２－１５の下に記載 

している注４はどのような意味ですか。 

事業者 法律では、ガスを燃料としている場合の排ガス中の酸素濃度を１６％、 

重油を燃料とする場合の排ガス中の酸素濃度を４％で排ガス中の窒素酸化物 

濃度等を計算することとなっている。 これは法律でばい煙の規制を行うにおい 

て排ガス中の濃度を希釈させないようにするために縛りを設けているためで 

す。 

佐野委員 資料の７３の５号機モニタリングの現地調査の実施時期が１０年前
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の調査である。余りにも古すぎるのではありませんか。 

事業者 モリタリング調査は５号機稼動後のものです。５号機の環境影響評価 

書をベースにモニタリングのデータで補完して対応する予定です。 

佐野委員 １０年前の調査に基づいて今後環境影響評価の手続きを行っていく 

のですか。１０年前のものでは古いと思いますが。 

事業者 モニタリング調査のうち、海域の調査については、平成１６年から平 

成１９年まで継続して調査しているのでそのデータを使用したい。 

佐野委員 よく理解ができないが、分かりましたとしておきます。 

高橋委員 高炉ガスを発電に使用することとなっているが他の燃料を使用して 

発電する場合、二酸化炭素の排出量は多い。少ない。どちらですか 

事業者 天然ガスが少なく、次に重油、１番多いのは石炭です。天然ガスはメ 

タンが主成分です。高炉ガスの成分は一酸化炭素・二酸化炭素が主です。よっ 

て高炉ガスは燃料中に二酸化炭素が多く含まれているので天然ガスを燃料と 

した場合よりも高炉ガスを燃料とした方が二酸化炭素の排出量は若干多い。 

高橋委員 若干というのは数値に出ないのですか。 

事業者 効率が決まればでます。 

高橋委員 他の燃料を使用した場合と比較したいが。 

事業者 高炉ガスを燃料とした発電方法は、製鐵所の付随的なガスを燃料とし 

ておりガスの有効利用と考えている。 

高橋委員 環境への負担はあるが有効利用ということですか。 

事業者 大気に放出するよりもエネルギーとして利用したほうが良いと考えて 

おります。 

高橋委員 温室効果ガスの放出することになることから残念なことです。そこ 

で、 エネルギーの有効利用するということを準備書に記載したほうが良いと考 

えます。 

本吉会長 発電方式を理解していないので資料の１６のコンバインドサイクル 

発電方式の説明をお願いしたい。 

事業者 左側の２本にコークス炉ガスと高炉ガスの配管があり、新日本製鐵か 

らガスの供給を受ける。 ２つのガスを混合してガスろ過器にてばいじんの濃度 

を１ｍｇ／㎥以下に落とし、圧縮機にて燃料を圧縮し、燃焼させる。燃焼ガス 

によってガスタービンを回して発電する。また、燃焼ガスの温度が高いので排 

熱回収ボイラーにて蒸気を発生させて蒸気タービンを回して発電する。 非常に 

発電効率の高い設備と考えております。 

本吉会長 ありがとうございました。
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西委員 新日鐵の２高炉を改修し高炉ガスが増えることにより今回６号機発電 

設備を新設する計画である。資料の１１では３・４号機はガスと重・原油を燃 

料としており、５号機はガスを燃料としている。３・４号機も重・原油の使用 

を止めてガスを燃料とする方法もあると考えますが。 

事業者 確かに３・４号機発電設備はガスと重・原油の混合燃料となっている。 

現状の設備では１００％ガス燃料に切り替えることは技術的に難しいので６ 

号機の新設となった。 

西委員 分かりました。構造が異なるということですね。ガスと重油の比率は 

どうなっていますか。 

事業者 ３号機発電設備ではカロリー比でガス７０％、重油３０％となってお 

ります。 

西委員 資料の１７、１８では重油を燃料とする場合、排ガス中の濃度をみる 

と硫黄酸化物、窒素酸化物ともかなり高い濃度となっているが。 

事業者 ３・４号機は重油を燃料としているので排ガス中の硫黄酸化物、窒素 

酸化物の濃度は高くなる。弊社としては、副生ガスが供給されなくとも発電を 

行わなければならない。重油を燃料とした場合、排ガス中の硫黄酸化物濃度は 

３０２ｐｐｍ、窒素酸化物濃度は２４２ｐｐｍとなり、最大計画値に近い値と 

なる。 

西委員 運用最大値の値は変わりませんか。 

事業者 そのとおりです。あくまでも最大の値です。 

堤委員 １号機の跡地に６号機を作ると影響はどのようになると考えています 

か。 

事業者 君津製鐵所の真ん中の位置していることから、 騒音・振動については、 

影響はないと考えている。 

堤委員 事業者として環境に与える項目をどのように考えているのか教えて欲 

しい。 

事業者 ポイントは煙突から煙が出るので大気への影響、温排水が海域に排出 

されるので海水温への影響の２点と考えている。大気については、十分に予測 

した内容で準備書に記載する。もう少し解り易くしたい。 

堤委員 資料の１９、２０を見ると冷却水の温度が下がることになっているが。 

事業者 ６号機の冷却水で取水温度と放水温度の温度差が他よりも小さくなる 

ので全体では温排水の温度が下がります。 

高橋委員 海水の取放水温度差が小さくなりますが冷却水の量は増えるのです 

か。
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事業者 そのとおりです。３・４号機の温度差は９度、５号機は７度、今回の 

６号機は７度を計画しているので温度差は全体では下がる計画となります。 

高橋委員 温排水の影響はこれから予測することになっている。１０年前の５ 

号機よりも良いものを行って欲しい。 

堤委員 ５号機の調査結果をそのまま使うのではありませんね。 

事業者 ５号機のモリタリング調査結果をベースに６号機の予測を行います。 

堤委員 海苔や魚介類に影響を与えると考えていますか。 

事業者 そのとおり理解しております。 

藤木委員 審議会の開催前に資料を送付していただければもっと活発な意見が 

でると考えます。 当所には専門の職員もいるので審議会の開催前に資料をいた 

だきたい。 

本吉会長 本日は資料を持ち帰って次回の審議会にご意見をお聞きして答申し 

たいと考えております。 

藤木委員 環境影響評価については、事業者が自ら行うのでは公平な評価はで 

きないと考えますが。 

事業者 １０年前の５号機発電設備の環境影響評価は事業者の弊社が行ったよ 

うに法律で事業者が行うこととなっている。 

堤委員 環境影響評価は法律では事業者が行うこととなっているが実際は環境 

影響評価の専門家が実施している。 

高橋委員 資料の７５では３０年統計データとして千葉測候所のデータを使用 

することとなっているができるだけ近いところのデータを使用すべきと考え 

ますが。 

事業者 千葉測候所の３０年統計記録を使用しているが他にも近隣・独自のデ 

ータを用いようと考えております。 

高橋委員 分かりました。 

本吉会長 他に質問、意見はございませんでしょうか。 

無いようでしたら、君津共同火力さんには、ここで退席していただきますが、 

次回の審議会にもご出席をお願いします。 

本日はありがとうございました。退席をお願いします。 

【君津共同火力㈱職員 退場】 

本吉会長 事務局にお聞きしますが、君津共同火力発電所６号機の環境影響評 

価方法書について、住民からの意見書の提出はありましたか。 

事務局 住民からの意見書はありませんでした。 

本吉会長 住民からの意見書の提出はなかったそうです。
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では、委員の皆様には、環境保全の見地からこの方法書をご審議の上、ご意見 

をいただき答申（案）を作りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

次回の審議会の開催に間に合うよう事務局に、 ご意見がありましたら提出して 

いただきますようお願いします。 

事務局は、委員のご意見をふまえて答申（案）を作ってもらい、次回の審議会 

に提出できるように準備願います。 

それでは、議題１「君津共同発電所６号機増設計画に係る環境影響評価方法書 

について」は終了いたします。 

議題２ その他 

本吉会長 その他について、事務局何かありましたらお願いします. 

事務局 昨年８月に開催いたしました審議会において、審議事項の範疇を整理 

しておくよう本吉会長から指示がありました。 

そこで、検討いたしました結果をご報告させていただきます。 

当環境審議会にてご審議をお願いする内容といたしてましては、 環境保全課が 

所掌しております環境保全条例、 小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関 

する条例で定めているもの及び環境影響評価の手続きでございます。 

これらの具体的な審議をお願いする内容といたしましては、 昨年開催したしま 

した審議会にてご説明をさせていただいた通りでございいます。 

なお、 その他に審議会開催に併せて必要により本市の環境測定結果等の報告を 

させていただきたいと考えております。 

本吉会長 委員の皆様何かご質問ありますか。 

無いようですね。他に何かありますか。 

事務局 次回の環境審議会については、５月１３日午後２時３０分から市民総 

合福祉会館１階市民ホールにて開催させていただきますのでよろしくお願い 

いたします。 

本吉会長 次回の審議会は、市民総合福祉会館ですのでよろしくお願いします。 

では、以上をもちまして木更津市環境審議会を閉会いたします。 

委員の皆様ご協力をいただき会議を無事終了できました。 ありがとうございま 

した。 

議事録署名人


