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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対する意 

見について 

本吉会長 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 

に対する意見について」を議題に供します。事業者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、前回の審議会にて君津共同火力さんから事業内容及び環 

境影響評価方法書について説明がありました。その際、５号機の発電計画の際 

のモニタリング調査で「１０年前の調査である。古いのではないか。」との意 

見がありました。この意見に対して、君津共同火力さんから文書にて回答した 

いとの要望が事務局にあったそうです。では、事務局から文書の配布をお願い 

します。 

【事務局 資料を配布】 

本吉会長 君津共同火力さんから説明をお願いします。 

【君津共同火力㈱ 資料に基づき説明】 

本吉会長 ただ今、説明がありましたが何か質問はありますか。 

佐野委員 解りづらい。技術的要素が多くて難しいと思う。環境の基準をクリ 

アしていれば良いのだが。今説明のあった温排水の問題では、平成１０年～平 

成１１年の間に調査したと書いてある。その後、モニタリングを平成１６年か 

ら平成１９年まで調査を継続したが、 その後はどうなっているのか分からない。 

１０年前にアオノリ等、数多くの動植物がいたが、現在はどうなのかが解らな 

い。 

事業者 現在も数多くの動植物がいる。それについては準備書で明らかにし 

ます。 

佐野委員 それなら良いが、そういうことが一般の人には解りづらい。 

本吉会長 現在の方法書から今後は準備書となります。現状については、準備 

書の中で明らかになります。 

事業者 準備書ですべて明らかにします。 

佐野委員 事前にアセスについてレクチャーをして頂かないと解らない。アセ 

スはややこしい。 

本吉会長 他にご質問等はございませんでしょうか。その他に何でも結構です。 

佐野委員 光化学オキシダントについて、方法書の３－２５の表を見ると平成 

１６年度は他の年度に対して高い。この理由は、５号機の運転開始とは関係あ 

るのですか。また、３－２４によると、木更津市の外に富津市、君津市、袖ケ 

浦市でも環境基準をすべて超過しているが、これはどう理解したらよいのか。
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事業者 発電所は、光化学オキシダントの主な原因物質であります炭化水素を 

排出しないので、問題ないと考えています。 

佐野委員 そういうことは、一般の人には解らない。関係ないのに何のために 

方法書に記載しているのかが解らない。 

事業者 国で定めた手引に基づいて方法書を作成しており、データについては、 

千葉県や近隣市が測定を行っている結果を用いております。 

佐野委員 ６号機新設計画の影響があるか。 或いはないか。 関係がない場合は、 

「関係ない。 」「参考」と書いてもらわないと解らない。 

本吉会長 最後に平成１９年度の環境測定結果について報告があるので、そこ 

で議論したいと思います。他に何かありますか。 

佐野委員 ばい煙についてお聞きしたい。４号機には排煙脱硝装置を設置する 

計画であるが、３号機には設置しない計画となっている。２－１６によると、 

３号機と４号機は、 現状は硫黄酸化物や窒素酸化物の排出濃度が同じ値である 

のに、４号機だけに設置するが、３号機にはなぜ設置しないのですか。 

事業者 排煙脱硝装置の設置について検討した結果、４号機の設置スペースは 

確保できるが、 ３号機については設置スペースが確保できないため設置できま 

せん。 ４号機の排煙脱硝装置の設置は検討を重ねようやく設置できるようにな 

った。 

佐野委員 ３号機についても排煙脱硝装置をできたらつけて欲しい。 

堤委員 今回は方法書の選定項目について議論するのが目的である。この場で 

３号機に排煙脱硝装置を設置する話は議論の方向が異なるのではないか。 

佐野委員 その考えについては、理解できる。今回の方法書については、６号 

機の増設計画の話であることは承知している。しかし、３号機についても、排 

煙脱硝装置を設置することで計画よりも環境対策になると考えたからです。 

堤委員 その考えの主旨については、私も賛成である。しかし、ここで議論を 

することではないと考える。項目の選定理由が適切かを議論したい。 

本吉会長 今回は、６号機の増設計画のことであるので出来るだけ６号機につ 

いて議論願いたい。 

高橋委員 今のコメントを受けて事業者としてどうなのか。現段階では物理的 

に難しいのですか。 

事業者 ６号機は、他と比較してばい煙中の排出ガス濃度が低く設定している。 

６号機は窒素酸化物濃度６ppm と低い値です。３・４・５号機よりも低い濃度 

で排出するが６号機を新設することで当社から排出される窒素酸化物等が増 

えます。そこで、周辺環境にできるだけ影響を少なくするとの考え方から検討
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を重ねて、４号機に排煙脱硝装置を設置することとなった。 

佐野委員 ４号機に排煙脱硝装置を設置することは問題があるからと考える。 

４号機に排煙脱硝装置を設置することは、企業努力としてすばらしいと思う。 

大変ではあるが、より良くなるようにして欲しい。 

高橋委員 今の話からすると、最新の設備である６号機を稼動させることでよ 

り環境によくなることが解った。 新しい設備が稼動したら古い設備の稼働率を 

落として対応する方法もあると考える。それは可能ですか。 

事業者 発電効率が高い方を動かすのが基本である。現在、東京電力から要請 

があり、 柏崎原子力発電設備が停止しているので当社の発電設備を停止するこ 

とはできない。現在全号機の稼働率は上がっています。 

高橋委員 今日の議論のテーマは項目選びでいいですか。 

事業者 そのとおりです。 

高橋委員 環境影響評価について、 選定した項目を資料の６４～６５に、 また、 

選定しない項目を６６～７０に記載しているが、 その理由が正しければ良いか 

と考えます。例えば、騒音関係では、工事中建設機械が稼動するのに選定しな 

い理由は。 

事業者 近傍の住居まで１ｋｍ以上離れており、民家と発電所の間には製鉄所 

の構造物があります。また、低騒音型の重機を使用する計画なので除外いたし 

ました。 

高橋委員 工場内の作業員等に影響はないのですか。 

事業者 騒音の厳しい所では、耳栓を着用する等の対策をしております。 

高橋委員 建設資材等を運搬する際公道を汚すおそれは無いのですか。工事は、 

別の会社が行いますが、 降雨による泥等で公道が汚れた場合はどうなるのです 

か。発注先に委ねるのですか。 

事業者 洗車してから出るように指導しています。 

高橋委員 解りました。 

本吉会長 他に質問等はございませんでしょうか。無いようでしたら、答申の 

手続きに入らせていただきますので、 事業者の君津共同火力さんご苦労様でし 

た。ご退席をお願いします。 

【君津共同火力㈱職員 退席】 

堤委員 先ほど佐野委員から意見があったように、方法書の記載が解りづらい 

と考えます。 選定理由をもう少し解りやすくするように何らかの形で意見を出 

して欲しい。 

佐野委員 平成１０年～平成１１年までの調査で予測を行うこととなっている。
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１０年前の調査でこういう動植物が見つかっていますと記載している。 本来な 

ら今は平成２０年なので１０年の間にこのように変わりましたという内容で 

記載して欲しい。 

堤委員 非常に解りづらい記載内容となっている。もう少し解り易い方法もあ 

るのでないか。 

事務局 方法書については、国の指針に基づいて作成している。 

本吉会長 記述の仕方について、かなり工夫が必要と考える。もう少し解り易 

い方法もあるのではないか。 

事務局 方法書の作り方は、国の技術指針に基づいて作成しているので、こう 

いう内容にならざるを得ない。光化学オキシダント等の項目については、余り 

直接影響を与えることはないが、 計画予定地域の周辺環境を記載する項目とし 

て方法書に記載することとなっております。 

國吉委員 そこまで解っているのであれば、６号機だけの問題であるので審議 

してほしいと最初に説明があっても良かったのではないか。 

佐野委員 だから説明が無いと発言した。これから準備書の作成になる。事業 

者の企業努力が垣間見られるが、準備書の段階で再度審議会が開かれるが、同 

じことの繰り返しになる。ただのセレモニーになってしまう。最新のデータに 

基づいて予測すべきと考えます。 

本吉会長 では、答申の手続きに入らせていただきます。前回の審議会にて、 

委員の皆様には方法書に対する意見がある場合は、 事務局に提出するようお願 

いしておりましたが、委員からの意見はなかったそうです。また、私から事務 

局に方法書に対する意見を検討するよう指示しておりました。 そこで、 最初に、 

事務局案を審議し、その後皆様から新たな意見があれば提出していただき、事 

務局案に追加することとし、 これらを合わせた意見を当審議会の意見として市 

長に答申させていただきます。では、事務局案の提出をお願いします。 

【事務局 事務局案を配布】 

本吉会長 事務局案が提出されました。事務局から説明願います。 

事務局 方法書は指針に沿っており、特にここがおかしいということはござい 

ませんでしたが３点ほど意見を作成しました。 

【事務局 事務局案を説明】 

本吉会長 表現を含めて何かご意見等ありますか。 

高橋委員 大気関係で「必要に応じて」とは、どういう意味ですか。 

事務局 事業予定地周辺では、羽田関係のダンプカーの台数が多い状況となっ 

ており、また、６号機増設計画の工事車両の１日あたりの台数が不明です。そ
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こで、その割合によっては、浮遊粒子状物質を環境影響評価の項目に加えて欲 

しいとの考えです。 方法書の段階で定量的に予測することは難しいと理解して 

おります。 

高橋委員 それでは答申の意見に盛り込むことは意味は無いのではないか。 

事務局 羽田再拡張事業に係るダンプカーの台数と比較して工事車両の台数が 

十分に小さければ問題はないと考えております。しかし、現在の段階では一日 

当りの車両台数が不明ですので意見として提出しました。 

高橋委員 水質関係で温排水については、５号機の評価書に記載した予測とモ 

ニタリング調査結果の比較を行いなさいということですか。 

事務局 ５号機の際の評価書で予測した結果とモニタリング調査結果があるの 

で、 温排水の拡散予測に使用したモデルの妥当性を準備書に記載して欲しいと 

いうことです。 

本吉会長 事務局案について他に質問はありますか。 

【新たに質問する委員なし。 】 

本吉会長 事務局案の他に新たに追加する意見ありますか。 

【新たな意見なし。 】 

本吉会長 新たな意見は無いようですので議論を終了します。では、事務局案 

を答申したいと考えますが。

【反対の意見なし。 】 

本吉会長 では事務局案どおり答申いたします。ここで答申案を作成しますか。 

事務局 答申については、時間の関係で会長に一任する方法でお願いできれば 

と考えております。委員の皆様には、市長に答申した写しを後日送付すること 

でご理解をいただければと考えております。 

本吉会長 では、そのようにいたします。以上で議題１を終了いたします。
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（２）その他 報告事項 平成１９年度環境測定の結果について 

本吉会長 報告事項 平成１９年度環境測定の結果について 事務局から説明 

をお願いします。 

事務局 それでは、議題に引き続きまして、昨年度の環境関係の調査結果につ 

きまして、報告いたします。 

なお、これから説明いたします内容は、広報きさらづ６月号に掲載予定でござ 

います。毎年６月は、国で定めております環境月間にあたり、そのタイミング 

に合わせまして、 本市でも毎年広報で調査結果をお知らせしているところでご 

ざいます。 

まず、大気環境についてでございますが、本市では、千葉県が設置しておりま 

す監視局を含めまして６地点で常時監視を実施しております。 

そのうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント 

につきまして、環境基準が設定されております。 

昨年度は光化学オキシダントを除き、環境基準を達成しておりました。 

お手元の資料の１ページをご覧下さい。 二酸化窒素につきましてはやや減少傾 

向、浮遊粒子状物質は概ね横ばい、といった状況でございます。 

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 

いる状況でございまして、一時間値が０．０６ppm 以下という環境基準は達成 

されていない状況でございます。なお、注意報につきましては、環境基準の倍 

の０．１２ppm が継続することが発令の基準となっております。 

ちなみに、昨年度の注意報発令回数は、本市が該当しております君津地域が４ 

回と前年度より２回減少しましたが、 千葉県全体では５回増の１６回となりま 

した。 

次に、水質環境でございますが、資料の次のページから２ページにわたって主 

な測定結果の経年変化をお示ししてございます。 

河川の汚染状況の指標とされておりますＢＯＤ、 海域の富栄養化の指標であり 

ます全窒素、全りんにつきましては、概ね年ごとの変化の範囲内でございまし 

て、海域の窒素、りんにつきましては、依然として改善の傾向は見られていな 

いところでございます。 

なお、昨年度は特に、海域でのＣＯＤの上昇が著しくなっておりました。千葉 

県の調査結果などを参考にしながら、 今後原因を探る必要があると考えており 

ます。また、例年のことではありますが、中小河川の最下流で、環境基準が設 

定されている項目のうち、ほう素が昨年度も超過しておりました。
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これらのことから、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。 

次に、騒音関係でございますが、自動車騒音につきましては秋から冬にかけま 

して、毎年同じ４地点で測定を実施し、その変化を見ているところでございま 

すが、今年度は請西で昼間、夜間とも改善されております。 

測定地点は国道１６号沿いの焼肉屋さんの前でございますが、 調査直前に道路 

の改修工事が行われ、低騒音舗装になった効果が出ております。 

その他の地点はほぼ例年同様でございました。 

また、航空機騒音につきましては、畑沢中学校、波岡公民館及び南房総県民セ 

ンターの屋上に自動測定機を設置いたしておりまして、 千葉県と協力して監視 

しております。図をご覧いただいてお分かりのとおり、環境基準は達成しては 

おりますが、 毎年機数の増加とともにうるささ指数も上昇する傾向が見えてお 

りまして、 今後の羽田再拡張やその工事に関係した環境の悪化が起こらないよ 

う、監視や申し入れ等を引き続き行ってまいります。 

次に、一時期問題となりましたダイオキシン類につきましても、千葉県と協力 

しながら調査を行っておりますが、 概ね環境基準の１０分の１程度でございま 

して、特に問題とはなっておりません。 

次に、苦情件数につきましては、昨年度若干減少したものの、相変わらず屋外 

燃焼行為に伴うものが多数を占めております。 

苦情につきましては、 申立者と発生者の見解の相違や元々の別の原因を引きず 

っているもの、規制の手段がないものなどが多く、解決のために苦心している 

ところでございます。 

最後に、地球温暖化の関係でございますが、昨年度の実績はこれから集計作業 

に入ります関係で、一昨年度までの実績をお示しいたしました。 

平成１６年度以降、目標を達成しております。 

なお、本市では平成１３年に地球温暖化対策実行計画を策定し、事業所として 

の温室効果ガス排出削減に取り組んで参ったところでございますが、 今年度か 

ら第２次実行計画をスタートさせ、引き続き排出削減に取り組むとともに、市 

民の皆様にもご自身で取り組んでいただくための情報提供やサポートを行う 

ことといたしました。 

詳細につきましては、 木更津市のホームページから環境保全課のトップページ 

にお越しいただき、「第二次木更津市地球温暖化対策実行計画」をたどってい 

ただければご覧になることができますので、ぜひご一読の上、ご意見を頂戴し 

たいと思います。 

以上で、 昨年度、 一部一昨年度の調査結果等の報告を終わらせていただきます。
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本吉会長 何かご質問ありますか。 

佐野委員 光化学スモッグは、光化学オキシダントが０．１２ppm を超えると 

注意報が発令されるのですか。平成１８年度の注意報の発令回数は６回、平成 

１９年度は４回と少なくなっている。先ほど、共同火力発電所６号機増設計画 

の際、 光化学オキシダントの測定結果で指摘したことは間違えていたのですか。 

また、光化学スモッグによる被害の発生はどうなっていますか。 

事務局 光化学スモッグについては、オキシダント濃度が０．１２ppm を越え 

ると注意報が発令されます。千葉県内でも昨年は勝浦市で０．１２ppm を越 

えました。また、新聞によりますと、長崎県の五島列島では、昨年注意報の発 

令基準を超えた日が１２回あり、 中国からの影響を無視できないと報道されて 

おりました。光化学スモッグによる被害については、木更津市では平成１４年 

度に祇園小学校で３名ありましたが、それ以降はありません。 

堤委員 今の説明では環境基準とはどういうことなのかが解らない。BOD、 
COD の意味も解らないのですが。 

高橋委員 市のホームページに掲載している環境測定結果について、できるだ 

け解りやすく、また、環境基準を掲載して欲しい。測定結果については、１年 

に１回だけのデータなのか。或いは、１２回のデータなのかを解るようにして 

欲しい。市役所が率先して行動しても、市民の協力を得られなければ環境の改 

善に結びつかないと考えますから。 

佐野委員 市民に対してできるだけ解りやすい内容にして欲しい。 

本吉会長 そのとおりですね。 

高橋委員 温室効果ガス総排出量推移のグラフでは、廃棄物の焼却分が平成１ 

８年度から無くなっていますが。 

事務局 廃棄物については、平成１８年度からかずさクリーンシステムにて焼 

却処分、いわゆる委託処分となったため、市から排出される温室効果ガスにカ 

ウントされなくなっております。 

高橋委員 温室効果ガス総排出量が委託により計画値を下回っても意味がない 

のでは。 

事務局 廃棄物を委託処分することになってからグラフでも解るように温室効 

果ガス排出量の目標値を下げており、実績値は目標値を下回っております。 

北河委員 河川については、下流域のデータしかありませんが。海水の影響を 

受けると考えますが。 

事務局 各河川の水質調査は、下流域以外にも実施していますが、各河川の水 

質を代表するという考え方から一番下流の調査地点のデータを掲載しました。
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また、全ての調査地点のデータを記載するよりもグラフを用い、簡潔にした方 

が理解しやすいと考えたからです。なお、干潮時に調査しておりますから海水 

の影響は受けないと考えております。 

北河委員 小櫃川は水道水の原水となっていますから調査地点を検討して欲し 

い。もっと上流域を調査したらどうですか。 

事務局 小櫃川の上流域は、 君津市の行政区域です。 小櫃川の上流域の水質は、 

県や君津市で調査を実施しております。 

本吉会長 他に何かありますか。 

【発言する委員なし。 】 

本吉会長 無いようですね。最後に、私は昨年９月に知事から千葉県環境賞を 

いただきました。これも皆様のご理解・ご協力が得られたことから受賞できた 

と考えております。本当にありがとうございました。 

【全員 拍手】 

本吉会長 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


