
会 議 録 

１ 審議会名 平成２０年度第３回木更津市環境審議会 

２ 開催日時 平成２１年２月１８日午後２時から午後４時分まで 

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、中村明広、本吉光隆、 

北河小百合、近藤富男、佐野克己、秋葉有一、小原敏道、小林進、 

藤木哲郎 

事務局：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、渡辺功設備機械グループマネージャー 

石塚章彦電気グループ、小野芳生アセスコンサルタント 

５ 本吉会長あいさつ 

６ 水越市長あいさつ 

７ 諮問 君津共同発電所６号機新設計画環境影響評価準備書に対する意見に 

ついて 

８ 議題及び公開又は非公開の別 

（１）君津共同発電所６号機新設計画環境影響評価準備書に対する意見に 

ついて（公開） 

９ 傍聴人 １名（定員１０名） 
10 会議録署名人 石井久子、近藤富男 

11 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号機新設計画環境影響評価準備書に対する意見につ 

いて 

本吉会長 議題に入る前に事務局から環境影響評価準備書の位置づけ等につい 

て簡単に説明お願いします。 

事務局 環境保全課・時松です。よろしくお願いいたします。環境影響評価の 

手続きと、君津共同発電所６号機増設計画に関しましては、過去に開催いたし 

ました環境審議会でもご説明させていただいたところですが、今回、事業者か 

ら環境影響評価準備書が送付されましたので、この準備書に対しまして、環境 

影響評価法（第１０条第２項、第２０条第２項）に基づき知事から求められる 

こととなっております、環境の保全の見地からの市長意見につきまして、先ほ 

ど諮問させていただいたところでございます。それでは、今回送付を受けまし 

た準備書の、環境影響評価の手続きの中での位置付けと、方法書に対する意見 

の取り扱われ方等につきまして、簡単に説明させていただきます。お手元の資 

料の４ページ、「環境アセスメントの手続きの流れ」をご覧下さい。上から２ 

段目のくくり、「アセスメント方法の決定（スコーピング）」につきましては、 

前回、昨年５月の審議会でいただいた答申をもとに、５月１４日に本市の市長 

意見を知事に送付しまして、 関係市からの意見を勘案して知事意見が作成され、 

７月８日に経済産業大臣に提出されました。なお、通常の環境影響評価の手続 

きでは、知事意見は事業者に対し述べられることとされておりますが、（第１ 

０条第１項） 、今回の対象事業は電気事業法で規定する特定事業に該当してお 

り、同法で定める環境影響評価に関する特例が適用されますので、 （第４６条 

の７）知事意見の送付先は経済産業大臣となっております。同じく電気事業法 

では、経済産業大臣が知事からの意見を受けて事業者に勧告する、という規定 

になっております。また、電気事業法に定めがない部分につきましては、環境 

影響評価法が適用されますので、 知事から市町村長への意見照会につきまして 

は、他の環境影響評価対象事業の場合と同じ手続きになります。その後、事業 

者が、経済産業大臣からの勧告を受け、次のくくりの「アセスメントの実施」 

という手順を踏んで、 本日お手元にお配りしております環境影響評価準備書を 

作成し、下から２段目のくくりの一番上の、「アセス結果の案（準備書）」と示 

されたところまで手続きが進んでまいりました。現在は、その左側にある意見 

を提出する期間になっておりまして、 準備書の縦覧が１月１６日から２月１６ 

日まで、木更津、君津及び富津の各市役所で、またその間に各市で住民説明会 

が行われたところでございます。 なお、 準備書の手続きの詳細につきましては、 

資料の５ページにお示ししたとおりてございまして、 この中で示されておりま
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す準備書に対する本市の意見につきましては、すでに千葉県知事から、５月１ 

４日までに提出するように、 との依頼が現在参っておるところでございますが、 

審議会委員の皆様方の任期の関係上、 今年度中にご答申いただいたほうがよい、 

と判断いたしましたので、お忙しいところ恐縮ですが、ご理解を賜りますよう 

お願いいたします。続きまして、方法書に対する意見が準備書でどのように取 

り扱われているかにつきまして説明させていただきます。 資料の６ページから 

１８ページまでが、市長意見を受けた後の県の対応について、各市に通知され 

た文書でございます。各市長から知事への意見が１４ページ以降、そのうち１ 

７ページと１８ページが本市の意見でございます。また、市長意見を勘案した 

知事から経済産業大臣への意見が１１ページから１３ページ、 となっておりま 

す。これを見ますと、本市の意見につきましては、２番目と３番目は知事意見 

に反映されております。ここで、知事意見の提出先は先ほど説明いたしました 

とおり、経済産業大臣ですが、大臣から事業者への勧告書の別添としまして、 

知事意見の写しが付けられておりますので、 他の環境影響評価対象事業と同様、 

知事意見は事業者に届いております。なお、環境影響評価手続きの中では、知 

事及び関係市町村長が意見を述べるのは、 あくまでも 「環境の保全の見地から」 

と規定されておりまして、事業に関連したことなら全て意見としてよい、とい 

うものではありません。そこで、千葉県では通常、環境影響評価を行う際に、 

法定の手続きに則った意見のほかに、 内容的に環境影響評価の手続きに乗せる 

ことにそぐわないものや、具体的なもの、細かい点などについても、指摘し、 

所要の措置を講ずるよう指示する必要がある、ということで、そのような項目 

をまとめて、事業者にあてて別途通知をする、という手法をとっております。 

それが資料の７ページ以降にお示しした部分でございまして、 この中に市長意 

見も添付されておりますので、 市長意見は知事意見に採用されたかどうかに関 

わらず、間接的にではありますが、そのままの形で事業者に届く、ということ 

になっております。次に、方法書に対する意見が準備書にどのように反映され 

ているか、という点につきまして説明いたします。先ほど申し上げました、い 

わゆる正規ルートであげた意見につきましては、 準備書の中で章立てをして事 

業者の見解が示されております。お手元の準備書では、第４章になります。後 

ほど事業者から説明があると思いますが、 それによりますと、 知事意見のうち、 

項目に関わるものは採用されておりませんが、 手法に関わる部分につきまして 

は、準備書に記載した、というのが事業者の見解でございます。（準備書４． 

２－３から）また、準備書の６．２－２以降に掲載されております、項目ごと 

の手法を記載した表をご覧になるととお分かりいただけますように、 今回の計
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画に当たって調査を実施しない項目につきましては、予測に先立ち、文献調査 

による資料の妥当性を検討するように追加されておりまして、 本市の意見が取 

り入れられているものと理解しております。そのほか、県から直接事業者に通 

知した意見、指摘事項等に関しましては、特に準備書には記載されておりませ 

んが、 ほとんどの項目が準備書に追加記載あるいは修正されております。 なお、 

本市意見の１番目につきましては、 方法書では搬出入時の車両台数が不明であ 

ったことから、「必要に応じ」という文言付きで意見としたところですが、準 

備書を確認いたしましたところ、周辺道路の交通量と比較して、工事中の車両 

の交通量の増加がごく少ない（準備書８．１．１－１２４，２１３）ことが明 

らかになりましたので、 浮遊粒子状物質の予測は必要ないと理解しております。 

最後に、準備書に記載された内容につきましては、現在読み込んでおるところ 

でございまして、本日の事業者の説明とあわせ、今後検討を進めて参りたいと 

考えております。事務局からは、以上でございます。 

本吉会長 何か質問はありますか。 

【質問なし】 

本吉会長 質問がないようですので「君津共同発電所６号機新設計画環境影響評 

価準備書に対する意見について」を議題とします。事業者の会場への入 

場をお願いします。 

【事業者入場】 

本吉会長 それでは先ほど市長から諮問を受けました「君津共同発電所６号機 

新設計画環境影響評価準備書について」 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、職員紹介、事業概要及び準備書について説明】 

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。 

北河委員 緑化について、資料の８５ページで極力移植することとなっている 

が、表現があいまいです。できるだけ移植できるようにお願いしたい。 

事業者 伐採範囲は準備書２．２．２０に水色で記載している部分です。２． 

２－３９に将来の緑化計画を記載しているとおり、 敷地の北側部分に新日鐵か 

ら約１，０００㎡土地を借用して既存緑地と連続した緑地にする計画です。公 

害防止協定により発電所敷地面積の１１％を緑地とすることを約束している。 

６号機建設に伴い減少する緑地を新日鐵より新たに土地を借用し緑地とする 

計画です。 

佐野委員 全て問題がないと説明があった。これから評価書を作成することに 

なるが環境を監視していくことが重要と考える。そのための監視は行うのか。 

具体的な測定は決まっているのか。
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事業者 排出ガスの濃度や燃料使用量は千葉県へテレメーターシステムでリア 

ルタイムに送信されています。また、ばいじんについては２ヶ月に１回測定を 

行っている。環境監視については要約書のＰ９６に記載しています。 

佐野委員 方法書について県・市から指摘のあったことについてどのように記 

載していますか。 

事業者 準備書４．２－１に事業者の見解という形で記載をしています。 

高橋委員 数値の説明が多く、全て環境基準を満たすとの内容だった。一般の 

方には解りずらいのではないか。 ホームページ等に数値を出すなら一般市民で 

もわかるようにしてもらいたい。 

事業者 検討します。 

佐野委員 大気関係の環境基準は日平均値の９８％値で評価する方法だが、先 

ほどの説明では、 既存の測定局の年間平均値を用いて事業からの影響を評価し 

ている。 

高橋委員 一般の方には解りずらいのではないか。基準がこういう数値だがそ 

れ以下なのでＯＫだとか。もう少し具体的に解りやすい表現例えば最大値・最 

小値・平均値をホームページに掲載したほうが解りやすいのではないか。 

事業者 ご意見をいただいたので参考にさせていただきます。 

佐野委員 方法書で要望や質問があったところがそれぞれについて１つ１つ答 

えがまとまっているとわかりやすい。 

事業者 木更津市の意見は千葉県知事意見として集約されており準備書の４． 

４－１に記載されています。 

高橋委員 事業の背景には準備書２．１－１に記載しているが代替案は考えた 

のか。 

事業者 君津製鐵所の高炉改修により、併せて副生ガス及び製鉄所所内電力が 

増加するため、発電設備の建設が最適と考える。建設場所は新日鐵㈱君津製鉄 

所構内又は君津共同火力が考えられますが、 君津共同火力には発電設備に必要 

な冷却水・純水・排水処理装置・電力系統等が既に整っている。よって、君津 

共同火力が発電設備を建設すれば工事量も少なくすることができ、 環境に与え 

る影響が少なくなります。 これらのより当社による発電施設の設置を決定した。 

本吉会長 この部分を理解できるかは難しい。問題なしとの評価を鵜呑みにし 

てよろしいかと考えますが。 

中村委員 温排水などが排水されるが海苔や小櫃川河口干潟への影響について 

は。 

事業者 排水の水質は現状と同程度です。水は工業用水として県から取水する。
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温排水が排水されるので海水の温度は上がるが温排水の水温は下がる。 海水の 

温度が 1℃、２℃、３℃上がる部分は計算で出しているが範囲は現状と同程度 

となっている。よって、海苔や干潟への影響は問題ないと考える。 

高橋委員 工事中の降雨時の対策は。また、工事中の廃棄物では９割を再資源 

化する予定となっているがこういう種類の廃棄物は再資源化しますと具体的 

に決めているのですか。評価書で再資源化するものを記載するのですか。 

事業者 工事中については沈殿槽を設けて上澄みを排水します。再資源化につ 

いては、準備書８．１．７に記載しています。 

佐野委員 先ほど海苔の話がでたが温排水の温度が下がることにより逆に影響 

が出るのではないか。生物への影響はないと検証はできないのか。 

事業者 海水の温度が現状より下がりますが排水量は多くなります。温度変化 

の範囲は殆ど変わりません。生物への影響については、専門家でも検証は難し 

いという現状です。 

佐野委員 近隣の３市で関心があるのは景観よりも排水とばい煙と考えられる。 

事業者から説得力のある回答がないと心配だ。 

本吉会長 過去のデータからは問題がないと考えられる。しかし、事業を実施 

してみなければ解らない。５号機の発電設備が平成１６年度に完成しており、 

その後の追跡調査を行っている。よって、今回の６号機の発電設備の予測する 

際に追跡調査結果を用いることが出来るのではないか。 

佐野委員 ６号機の発電設備において、事後調査の計画はどのようになってい 

るのですか。 

事業者 排ガス中の窒素酸化物濃度、排水の監視や取放水温度等を監視し、こ 

れらの結果をホームページにて公表します。 

本吉会長 ５号機は既に稼動している。そこで次回の審議会にて５号機の予測 

評価とその後の監視結果はを説明して欲しい。 

藤木委員 新日鐵の２高炉の改修に伴い高炉ガスの発生量が増大することによ 

り今回の計画が持ち上がっている。現在の景気動向が先行き心配されている。 

高炉は新日鐵が所有しており、しかも２高炉は休止状態に入ると聞いている。 

中長期的な計画に基づいて６号機を新設する計画が持ちあがったと理解して 

いる。不景気になって本計画が延期になることはないのか。 

事業者 中長期的な計画であるが現時点では変わらないと聞いている。 

藤木委員 煙道の結果については、第３者が見ているのか。 

事業者 大気関係については、煙道に発生源テレメータを設置しており、窒素 

酸化物、硫黄酸化物、燃料使用量のデータを県・君津市にリアルタイムに送信
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されています。 

近藤委員 今日は７漁業代表の山口委員が欠席している。私は江川に住んでい 

るが新日鐵が進出してくる際、 新日鐵からこの準備書よりもっと厚い資料を渡 

され、問題ないと説明を受けた。しかし、４０年以上経過しているが実際には 

魚や貝類は少しづつ変わってきている。 アサリやハマグリは昔はたくさん取れ 

たが今は潮干狩りのために貝をまいている。 当時の説明では大丈夫だと説明が 

あった。 海苔は１８℃以上なら良いが１８℃を下回れば海苔にアオが発生する。 

そこで、もう少し解るように調べて欲しい。 

事業者 今回の６号機増設計画について、漁業関係者に聞き取り調査を行って 

おりますが特段問題となるような情報はありませんでした。また、海苔・アサ 

リの成育については学術的にきちんと評価されていない。 

佐野委員 ６号機増設後の水質関係について説得のある説明が欲しい。 

高橋委員 このように立派な準備書を作っていただき、問題はないとのことだ 

が事業を行えば必ず環境にマイナス部分は生じる。しかし、一方では環境に優 

しい部分はこのような点ですとの説明が欲しい。 

小原委員 建設工事に伴い発生する廃棄物は９割を再資源化する計画となって 

いるがその種類等は決まっているのですか。 

事業者 準備書の８．１．７－３に記載しているとおりです。 

本吉委員 殆どが再利用ですね。凡そ１０％程が最終処分となりますがどのよ 

うに処分するのですか。 

事業者 法律に基づいて適切に処分いたします。 

國吉委員 今の説明については準備書にどこに記載していますか。 

事業者 準備書８．１．７－１に記載しております。 

本吉会長 今までの発言では要望的なものが多かったと思います。５号機の経 

験を生かしてどの点に変わりがあったのかを次回に説明をお願いしたい。 事務 

局から質問とか意見はありますか。 

事務局 かなり活発なご質問・意見がありました。予定時間も押しております 

し、私どもからの質問は事業者に別途行い、次回の審議会にその結果を説明さ 

せていただきます。なお、委員の皆様には、本日準備書を配布させていただき 

ましたが後日質問等がありましたら事務局にご連絡いただければ事業者に問 

い合わせを行い、次回の審議会に説明させていただきます。 

本吉会長 事業者は５号機発電設備増設計画に伴う事後調査等の経験があるの 

で次回３月２４日開催の審議会に説明をお願いし、 答申することでスケジュー 

ルは問題ないと思います。では、委員の皆様には、環境保全の見地からこの準
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備書をご審議の上、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。 それでは、 本日の環境審議会はこれにて終了いたします。 

議事録署名人


