
会 議 録 

１ 会議名 平成２１年度第１回木更津市環境審議会 

２ 開催日時 平成２１年７月１４日午後２時から午後３時３０分まで 

３ 開催場所 木更津市役所６階会議室 

４ 出席者名 

委員：野田芳久、斉藤高根、上村繁樹、神田豊彦、堤一之、冨沢道博、本吉 

光隆、柏﨑渉、近藤富男、菅野晴夫、鈴木和一、藤浪英子、山口和江、 

内田修、中村修 

事務局：川名正雄（環境部長） 、齋藤健吉（環境部次長） 、嶋田貞雄（環境保 

全課長） 、時松和弘（環境保全課副主幹） 、高橋克典（環境保全課主 

査） 

５ 議題等及び公開又は非公開の別 

・会長、副会長の選出について（公開） 

・報告事項 

（１）環境審議会の設置目的及び審議事項について（公開） 

（２）昨年度の環境調査の結果について（公開） 

（３）かずさ環境協定及び公害防止協定について（公開） 

６ 傍聴人 １名（定員１０名） 

７ 発言の内容 別紙のとおり
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議題 会長、副会長の選出について 

司会（嶋田）：只今から、木更津市環境審議会を開催いたします。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます環境保全課長の嶋田と申しま 

す。会議は、お手元に配布してございます、次第により進行させていただき 

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、会議録についても、市のホームページ及び市役所２階行政資料室にて公 

開となっておりますので、あらかじめご承知くださいますようお願いいたし 

ます。なお、本日の会議につきましては、一名の傍聴人がありますことを申 

し添えます。 

本日の審議会は、委員１８名中、１５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。 

それでは、これから議事に入らせていただきます。 

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、今年４月に審議会委員として委嘱させてい 

ただきまして、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、議事の進行をしていただく仮 

議長が必要となります。 

ここで、事務局からの提案ですが、仮議長として 川名環境部長が務めさ 

せていただきますので、ご了承下さるようお願いいたします。 

仮議長（川名）：只今、司会から説明がありましたとおり、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。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。 

では、「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。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。 

【「推薦」との発言あり】 

ただ今、堤委員から「推薦」によるとのご提案がございました。 

他にご意見はございますか。 

【意見なし】 

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、推薦によ
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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】 

「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、 

会長は推薦により選出することとさせていただきます。 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

【「本吉委員を推薦」の発言あり】 

堤委員から、会長に本吉委員を、と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、会長に本吉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】 

「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 

長に本吉委員を選出いたします。選出されました本吉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致します。 

司会：それでは本吉会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

では、ここで本吉会長からごあいさつをお願いいたします。 

【 会長あいさつ 】 

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、 

「審議会の会議は、会長が議長となる。」となっておりますので、本吉会長、 

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。 

意見がないようですので、会長一任でよろしいでしょうか。
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【「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。 

山口委員、冨沢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、次に議題の「副会長の選出について」をお諮りいたします。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。 

【「推薦」との発言あり】 

ただいま、近藤委員から「推薦」との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いて、推薦に 

より副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」の声あり】 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。 

【「野田委員を推薦」との発言あり】 

ただいま、近藤委員から、副会長に野田芳久委員を、との推薦がございま 

したが、他にございませんか。 

野田委員は、市議会の経済環境常任委員会の委員長であり、当審議会と密 

接な関係がありますので、適任かと存じます。 

それでは、委員各位のご賛同をいただければ、副会長に野田委員を選出い 

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】 

「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 

会長に野田委員を選出いたします。 

選任されました野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申し上げます。それでは野田副会長、ごあい 

さつをお願いいたします。 

【野田副会長あいさつ】
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ありがとうございました。 

これで、本日の議題とされておりました、会長、副会長の選出については 

終了いたしました。 

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、「環境審議会の設置目的及び審議事 

項」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（時松）：それでは、環境審議会の設置目的及び審議事項について、説 

明いたします。 

今回はじめて当審議会の委員をお引き受けいただいた方もいらっしゃいま 

すので、まず当審議会の設置の経緯をごく簡単に説明させていただきます。 

当審議会は、平成１３年４月に設置されております。 

それ以前には、公害対策審議会、これは当時の公害防止条例に基づくもの 

でございまして、昭和４５年設置されております、と、いわゆる水道水源保 

護条例に基づき、平成７年に設置された水道水源保全審議会の、２つの審議 

会がございましたが、公害防止条例を環境保全条例に改正する機会にあわせ 

て統合したものでございます。 

当審議会の設置根拠につきましては、法律、条例の該当箇所を抜粋して資 

料にしてございますので、ご覧いただきながら説明させていただきます。 

まず、資料の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、木更津市の環境保全条例第５３条、資料の３ペ 

ージの中ほどに、環境審議会の設置とその目的を定めております。 

５３条の、「環境基本法第４４条の規定により、」以下の文言でございます。 

したがいまして、当審議会の設置の目的は、条文にあるとおり、「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。 

では、具体的には何か、ということになりますが、それが続いて説明いた 

します審議事項ということになります。
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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」で規定しております。 

まず、環境保全条例の方から説明いたします。資料の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、ここで、「市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推 

進を図るため、木更津市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を 

定めるものとする。」としておりまして、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する場合は、当審議会のご 

意見を聴くことになります。 

なお、環境基本計画については、平成１５年３月に既に策定しておりまし 

て、計画期間は平成１５年度から２７年度までとしてございますので、今後、 

計画を変更する際には当審議会にお世話になることとなります。 

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、当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。 

第４５条では、「市長は、特定施設等（騒音又は振動に係るものを除く。） 

に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙 

等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定 

施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。」 、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。
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これは、立ち入り調査を実施した際などで、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 

命令に行ったが、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。 

以上が環境保全条例のなかで審議会の意見を伺うことが定められたもので 

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。 

資料の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」という項目で、「市長は、小櫃川流域に係 

る水道水源及びその上流域において水質を保全することが必要と認められる 

地域を水道水源保護地域として指定するものとする。」 、その第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、当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条の排水基準につきまして、「水道水源保護地域におけ 

る排出水の汚染状態についての排水基準は、次の各号に掲げる対象事業場の 

区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。」 、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､ 

当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、ということになろうかと思い 

ます。



7 

では、先ほど申し上げました審議会の設置目的の「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」に該当す 

るのはこれだけか、と申しますと、そうではございませんで、このほかにも、 

と申しますか、実績としましてはほとんどこちらになりますが、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、ご審議いただいております。 

ここで、簡単に環境影響評価の手続きを説明させていただきます。 

資料１０ページをご覧下さい。 

この表に記載された事業につきましては、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、ということで、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、事業実施前に、環境影響評価、 

環境アセスメントとも申しますが、それを行うこととされております。 

この手続きの概略は資料１１ページにお示しした流れになっておりますが、 

この中で、環境影響評価方法書と環境影響評価準備書を事業者が作成した際 

に、都道府県知事から、事業の影響が及ぶと思われる地域に該当する市町村、 

「関係市町村」と表現されますが、この市町村長に対し、環境の保全の見地 

から意見が求められます。 

この市長意見の作成、提出にあたり、当市では審議会に諮問し、答申をい 

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、資料１２ページ 

及び１３ページ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。 

現在のところ、ご審議いただく案件は予定しておりませんが、お集まりい 

ただくような案件が発生した節には、よろしくお願いいたします。 

会長：ただいまございました事務局からの説明に、ご質問、ご意見等はござい 

ますか。 

特にないようでしたら、私から一つお聞きしたいのですが、資料３ページ 

の第４５条の改善命令等について、緊急を要する場合には行政から独立した 

機関であるこの環境審議会の承認を得ずに市長が一時停止命令を出すことに 

なると規定されていますが、その場合、審議会へは後で報告ということにな 

りますか。 

事務局（嶋田）：本来そのような事態はあってはならないことと考えておりま
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すが、状況によっては審議会の承認を得ずに命令を発することもあるものと 

考えております。 

会長：条例で「審議会の意見を聴く」となっていることとの関連はどうですか。 

事務局（嶋田）：審議会の開催につきましては、以前「少なくとも開催は一ヶ 

月前までには通知願いたい」とのご要望がございまして、現在は一ヶ月から 

一ヵ月半前に開催通知をお出ししております。したがいまして、審議会開催 

が間に合わない、急を要する場合などは審議会開催に先立って一時停止等の 

命令を発することとなります。 

会長：後で審議会が一時停止命令のことで開催されたとしても、結果的に市長 

意見と同じことになるとは思いますが、委員へは概ね一ヶ月で、早ければ一 

週間位でいずれかの報告が来ると理解します。 

斉藤委員：条例の解釈に関して二点ほど質問します。一つ目は小櫃川水道水源 

の条例は他市にまたがって適用できるのか、二点目は環境保全条例第４５条 

の改善命令を他市の施設に対して出せるのか伺います。 

事務局（嶋田）：ご質問の条例はいずれも市条例でございますので、適用する 

区域はあくまでも本市の行政区域内となります。小櫃川水道水源条例の目的 

は水道水源の水質の保全であり、保護地域は表流水、飲料水の原水の区域と 

なっており、市の行政区域での適用となります。これは、小櫃川流域の他３ 

市も同様でございます。また、改善命令も本市の行政区域内の施設に対して 

のみ出せるものでございます。 

斉藤委員：発生源が他市にある場合も、同じ考え方ですか。 

事務局（嶋田）：そのとおりでございます。 

事務局（時松）：先ほどの回答を補足させていただきます。水道水源保護条例 

につきましては、小櫃川流域の君津市、袖ケ浦市、市原市も本市同様の条例 

を制定して水源の保護を行っております。
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斉藤委員：資料２６ページに記載されているグラフを見ると、畔戸の大気中二 

酸化硫黄と浮遊粒子状物質が他と比べて高くなっていますが、主な原因を解 

析していますか。 

事務局（嶋田）：大気汚染物質につきましては、様々な発生源がございますの 

で、なかなか原因の特定は難しいものがございます。 

畔戸が他と比較して高いのは、他地点と風向の状況が異なるためで、東京 

湾から吹く西よりの風のときに高くなることが多いようでございまして、東 

京や神奈川など、大都市圏からの影響も考えられます。なお、付近の大規模 

発生源であります新日本製鐵とは協定を締結し、法律より厳しい基準を定め 

ております。 

斉藤委員：季節風は、冬は北風、夏は南風であり、西風は吹かないことを言っ 

ておきます。 

事務局（嶋田）：西風の頻度が少ないことは承知しております。その年間の少 

ない西風の際に濃度が高いということでございます。 

堤委員：話を元に戻して申し訳ありませんが、環境保全条例第４５条第２項の 

緊急を要する場合には環境審議会の承認を得ず一時使用停止ができるとなっ 

ていることについて伺います。前段では、「環境審議会の意見を聴いて」と 

ありますが、これは審議会が意見を伝えるだけではなく、承認するという意 

味ではないですか。もしそうであれば、審議会が不同意の場合は市長は一時 

停止の命令を発することができないことになりますので、条例のただし書き 

を適用したときには速やかに審議会を開催し報告する必要があると考えます 

が。 

事務局（嶋田）：堤委員のおっしゃるとおり、前段と後段では表現が異なって 

おりますが、意味は同じと理解しております。 

会長：条例の文言の解釈については、条例改正が必要かどうかも併せ事務局で 

検討しておいていただきたい。 

他に質問、意見はございませんでしょうか。ないようでしたら、報告事項 

等の２点目、「昨年度の環境調査の結果」について、事務局から報告をお願
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いします。 

事務局（時松） ：それでは、報告事項等の２点目の、「昨年度の環境調査の結 

果」につきまして、説明いたします。 

本市で実施しております環境調査は、資料１４ページから１７ページのと 

おりでございまして、大気汚染常時監視６地点、河川水質１５地点、海域水 

質８地点、道路騒音振動４地点、航空機騒音４地点で実施しております。 

昨年度の調査結果につきましては、すでに広報６月号に一部掲載するとと 

もに、ホームページでも公表しておりますが、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データと、一部グラフにしたものを３２ペー 

ジまでにお付けいたしました。 

まず大気環境についてでございますが、資料１８ページから２０ページに 

過去３年間の測定結果を、２６ページに経年変化のグラフをお示ししてござ 

います。 

環境基準が設定されております項目のうち、光化学オキシダントを除き、 

昨年度は環境基準を達成しておりました。これらのうち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、本市を含む君津地域が２回と前年 

度より２回減少し、千葉県全体では４回減の１２回となりました。今年度は 

まだ君津地域の発令はありませんが、千葉県全体では６月２６日と２７日、 

７月１２日に発令があったところでございます。また、他の都県でも今年に 

なってすでに発令されたところもございまして、九州、大分の方では被害の 

発生もあった、という報道がなされております。 

次に、水質環境でございますが、資料２２ページから２４、２７から３１ 

ページに主な測定結果の経年変化をお示ししてございます。 

まず、河川では、近年は各項目とも概ね年ごとの変化の範囲内でございま 

して、相変わらず畑沢川の下流になります畑沢橋で、汚染状況の指標とされ 

ておりますＢＯＤ、富栄養化の指標となります全窒素、全りんがほかの地点 

と比べて高い数値となっております。
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海域のほうでは、昨年度は全りんはすべての地点で環境基準以下となりま 

したが、逆に全窒素は上昇傾向が見えておりまして、すべての地点で環境基 

準超過を超過しております。なお、一昨年度著しい上昇があった海域のＣＯ 

Ｄにつきましては、昨年度は平年並みとなっておりました。 

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ございますし、長期的な傾向を把握する必要もござ 

いますので、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。 

続きまして、騒音関係でございます。 

資料３２ページをご覧下さい。 

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、昨年度は大きな変化は 

ございませんでした。 

また、航空機騒音につきましては、本市上空が羽田空港への着陸経路とな 

っておりますこと、また市内に陸上自衛隊のヘリコプターが配備された空港 

がございますことから、羽田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し、千葉県と協力して監視して 

おりまして、木更津飛行場につきましては久津間漁協で測定を行っておりま 

す。

羽田関係につきましては、昨年度の確定データがまだ出ておりませんので、 

一昨年までの比較になりますが、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いるものの、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、特に畑沢地区では、再拡張工事の実施に伴 

う滑走路の運用制限の影響も加わり、秋から冬にかけて環境基準値を超過す 

る日が多発しておりました。 

その他、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、夏と冬に大気、水質の調査を行っておりますが、その結果 

は資料３３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 

程度でございまして、本市では特に問題となってはおりません。 

また、環境調査ではありませんが、２点ほどあわせて報告させていただき 

ます。 

初めに、公害苦情についてでございます。 

資料３２ページに最近５年間の苦情件数の推移をグラフにしてお示しして 

ございますが、昨年度の苦情件数につきましては、前年度から約２０％増の 

９８件となっております。相変わらず屋外燃焼行為に伴うものが多数を占め
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ております。苦情につきましては、行為者のちょっとした配慮があれば解決 

するものがある一方で、申立者と発生者の見解の相違や別の原因を引きずっ 

ているもの、有効な対策や規制の手段がないものなどがあり、解決のために 

苦心しているところでございます。 

最後に、地球温暖化対策につきましては、ご存知の方も多いことと思いま 

すが、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り、また昨年度からは第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 

しております。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」と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。 

平成１６年度以降、一昨年度までは総排出量につきましては目標を達成し 

ておりますが、電気やガス、自動車燃料の使用量、紙の使用量など、項目ご 

とに設定した目標の一部につきましては、目標を達成できませんでした。ま 

た、昨年度の実績につきましては、現在集計しているところでございまして、 

第二次実行計画では５年間の平均で評価することといたしましたので、年度 

ごとの評価は実施いたしませんが、昨年度単年度の実績は、残念ながら前年 

度より増加しているようでございます。目標の達成のためには、原因の分析 

と今後の対応策の検討が必要になってくるものと考えております。 

以上で、雑駁ではございますが昨年度、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。 

会長：ただいまの事務局からの説明に、ご質問、ご意見等はございますか。 

斉藤委員：資料１７ページの木更津飛行場の調査結果で、平均騒音レベルの欄 

があるが、３２ページのグラフではうるささ指数と機数しか示されていない。 

何か理由があるのですか。 

事務局（時松）：資料３２ページのグラフは、経年変化をわかりやすくご説明 

する目的でお示ししたものでございまして、ここにもう一要素、平均騒音レ 

ベルを入れますと図が見にくくなる、との判断でうるささ指数、いわゆるＷ 

ＥＣＰＮＬと機数の二項目をグラフにしております。また、資料１７ページ
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の表につきましては、表形式にすることにより図より多くのデータをお示し 

することができますので、平均騒音レベルも記載したものでございまして、 

意図的に使い分けを行っている、ということではございません。 

会長：今般、アクアラインの料金値下げが行われ、今後もさらに継続されるこ 

とは皆さんご承知のことと思いますが、それに伴う調査は予定していますか。 

また、資料には市内幹線道路の騒音その他の結果はあるが、金田付近につい 

ては水質しかないので交通量の調査も行ったらいかがですか。 

事務局（嶋田） ：アクアラインの交通量の調査は、建設時の環境影響評価にお 

きまして、一日３万台以上が通過するという前提で予測をしておりまして、 

このときには環境影響はないということでございました。現状はアセス時の 

前提を相当下回っておりまして、この８月１日から普通車８００円という社 

会実験が開始されることにより交通量の増加も考えられますが、そこまでは 

増えないのではないかと想像しております。いずれにいたしましても、各種 

調査につきましては、状況に応じ検討して参りたいと考えております。 

会長：アセスの予測は１５年前であること、予測であることから、また、君津 

共同火力の発電所建設のアセスの際にも話が出たように、予測と現状との違 

いを把握することも必要と考えますので、調査を行った際にはその結果を報 

告していただきたいと思います。 

副会長：一点確認させて下さい。先ほど副会長就任挨拶でも申し上げましたが、 

羽田空港Ｄ滑走路拡張工事のため、木更津港から羽田へ船で山砂を運んで埋 

立てを行っており、その木更津港へ山砂を運搬するダンプから砂が落ちると 

いうことで、飛散防止にシートを張ってもらっていると承知していますが、 

なかなか対応がむずかしいものとも聞いています。それらの環境問題に対し 

てどのような調査をしていますか。 

事務局（嶋田）：大気については、木更津第二中学校の下にある測定局を自動 

車排ガス測定局として、道路沿道の大気環境を２４時間調査しておりまして、 

浮遊粒子状物質、二酸化窒素に係る環境基準は満たしております。また、山 

砂ダンプの関係につきましては、千葉県と協力して幹線道路で降下ばいじん 

などの測定を実施し、影響を調査しているところでございます。なお、ダン
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プの通行に関しましては、関係協議会も組織しておりまして、そこへ市とし 

て要望も出しているところでございます。 

会長：羽田の山砂運搬用ダンプの多くは高速道路を使用しており、あまり中心 

部は通らないようになったようですが、苦情についてはどうですか。 

事務局（嶋田）：羽田再拡張に伴う山砂の運搬は、２年前から始まったところ 

でございますが、開始当時は関係機関に多くの苦情が寄せられました。現在 

ダンプは木更津南インターから木更津港というルートをはじめ、多くの車両 

が高速を使用しておりますが、中には高速道路を使えないルートも残ってお 

ります。ただ、苦情は当初に比べ減っておりまして、私どもへの騒音、振動 

に関する苦情の申し出はありません。 

会長：羽田再拡張に伴う山砂運搬は来年２月までと聞いていますが、関係機関 

の協力を得ながら、今後も環境の悪化がないようにお願いします。 

他に意見、質問はありますか。 

堤委員：要望としてあげておきます。図に使われている用語のなかで、「大腸 

菌群数」とか、「全窒素」などは字を読めば意味が大体つかめますが、 「ＢＯ 

Ｄ」 、 「ＣＯＤ」などは具体的なイメージがつかみにくいので、用語の説明を 

付けていただきたい。 

会長：以前、用語集が配布されたこともあったと記憶しています。なかなか目 

や耳にする機会が少ない用語を理解するため、次の機会にはぜひお願いした 

いと思います。 

事務局：了解いたしました。 

会長：他に質問、意見はございませんでしょうか。ないようでしたら、報告事 

項等の３点目に「その他」とありますが、何か事務局からあれば報告をお願 

いします。 

事務局（時松） ：それでは、報告事項等の３点目、その他といたしまして、本 

市と企業との環境保全に関する協定につきまして、説明いたします。
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本市では、環境の保全を目的として、かずさアカデミアパーク進出企業と 

「かずさ環境協定」を、また臨海部の工場と「公害防止協定」を締結してお 

ります。協定の雛形を資料３４ページ以降にお付けしてございますので、ご 

参照下さい。 

それではまず、かずさ環境協定から説明いたします。 

かずさ環境協定につきましては、かずさアカデミアパークに立地した企業 

と自治体が締結するものでございまして、３者協定、つまり当事者は県と立 

地市と立地企業、となりますので、本市に進出した企業は県及び本市と、君 

津市に進出した企業は県及び君津市と締結することとなります。 

内容といたしましては、当初は先端産業の研究施設を優先的に誘致する予 

定でございましたので、主にバイオ関係の実験や、そこで使用される未規制 

化学物質の、環境への影響を最小限にとどめることを主眼としておりまして、 

進出企業は毎年、当年度分の環境保全計画書と、前年度分の実績状況の報告 

書を提出することとされております。 

また、環境への取り組みや事業の環境への影響を自社組織で評価すること 

が定められておりまして、良好な環境の維持に積極的に寄与することを求め 

ております。 

かずさ環境協定は今年４月１日現在で、田辺三菱製薬、かずさディー・エ 

ヌ・エー研究所、ソーラーシリコンテクノロジーなど、１１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 

握しております。 

続きまして、公害防止協定につきまして説明いたします。 

公害防止協定は、東京湾岸に規模の大きな工場が集中していることから、 

地域の実情に合った公害防止対策が必要、との考え方に基づき、千葉県及び 

関係市を甲、各企業を乙といたしまして、企業ごとに締結しているものでご 

ざいます。 

本市の関係する協定といたしましては、昭和４９年に新日鐵と県、君津市 

及び本市の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者で締結しているものがございます。 

公害防止協定は、各企業共通の基本協定と、対企業ごとに異なる具体的な 

数値などを定めた細目協定に分かれております。このうち細目協定は、５年 

に一度見直しを行うこととなっておりまして、来年度が改定する年となりま 

すので、現在改定内容の見直し作業を進めているところでございます。 

なお、今回の改定では、地球環境の保全や資源循環の推進、環境管理体制
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の整備などといったことへの取り組みが重要になっている、という昨今の社 

会情勢を踏まえ、基本協定も改定する予定でございまして、「公害の防止に 

関する協定」から「環境の保全に関する協定」に変更するとともに、現在の 

社会的状況に見合った内容にすべく、現在県を窓口とした自治体側と、湾岸 

企業との間で内容を詰めているところでございます。 

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。 

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 

べて終了したしましたので、平成２１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。


