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平成２９年度第２回袖ケ浦市環境審議会 

 

１ 開催日時  平成２９年７月１９日 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市民会館２階研修室 

 

３ 出席委員 

会 長 工藤 智子 委 員 斉藤 文雄 

委 員 國廣 隆紀 委 員 諏方 和子 

委 員 山本 浩史 委 員 三浦 邦夫 

副会長 眞利子 浩 委 員 髙石 斌夫 

委 員 塩谷 保幸 委 員 繁多 紀子 

委 員 小島 直子 委 員 村上 久美 

委 員 浅田 安則   

 

 （欠席委員） 

 

 

４ 出席職員 

市 長 出口 清 環境管理課副参事 関根 恵一 

環境経済部長 分目 浩 環境管理課主査 河口 真慶 

環境経済部次長 苅米 幹隆 環境管理課主任主事 德永 祥子 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ６人 

傍聴人数 ６人 

 

６ 議 題 

(1) 五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書について（諮問） 

(2) （仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画環境影響評価方法書につ

いて（諮問） 

(3) その他 

 

 

 

 

委 員 吉田 良子 
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７ 議 事 

(1) 開会 

(2) 市長あいさつ 

(3) 会長あいさつ 

(4) 諮問書交付 

 以降、会長が議長となり議事進行 

 (5）議題（１）五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書について（諮問） 

 

 工藤会長：議題（１）について事務局から説明をお願いします。 

事務局 ：配布資料に基づき五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書に

ついての説明。（説明内容省略） 

工藤会長：ただ今の説明について、質問等あればお願いします。 

      （質問等特になし） 

     では次に、事業者より五井火力発電所更新計画環境影響評価準備

書の内容について説明をお願いします。 

事業者 ：配布資料に基づき、五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書

の内容について説明。（説明内容省略） 

工藤会長：ただいまの説明について、意見や質問等をお受けいたします。 

 國廣委員：2030 年度のエネルギーミックスで LNG27％については承知してい

るが、234万ｋWという発電量は、27％のうちの何％を占めるのか。 

 事業者 ：スライドの 70ページに、2030年度全体のうちの LNGの比率は 27％

とおっしゃる通りだが、省エネ法によってエネルギーミックスの

比率を合わせるようにしている。目指すべき水準（B指標）が 44.3％

以上を目標とするという指標になります。LNGと石炭はそれぞれ発

電効率が異なり、石炭火力では41％、LNG火力は48％であり、44.3％

という値は中間程度の数値を表す。つまり、LNG の 27％と石炭の

26％のおよそ１対 1 の比率となっている。熱効率の指標を 44.3％

以上にしようとすると、石炭を多く持ってしまうと、どうしても

44.3％より低くなってしまう。達成するためには、少なくとも石

炭と LNG がほぼ半々。逆を言うと、発電効率の高い LNG をより多

く持っていることで、B指標がより大きな数値になる。発電事業者

としては、石炭と LNG の比率を 1 対 1 以上、もしくは LNG の比率

を多く持つことで発電効率が高くなり、指標が満たせるようにな

ります。火力発電の部分だけだが、すべての火力発電事業者が省

エネ法の基準を満たせるようになっている。株式会社 JERAの計画

に当てはめると、新規発電所計画地点が 4 地点あり、建設中の常
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陸那珂ジェネレーションという石炭火力、横須賀火力という石炭、

そして今回の五井・姉崎の LNG となります。JERA の電源比率とし

ては LNG の出力に対して、石炭の出力が 2 対 1。したがって JERA

では B指標が十分クリアできると考える。 

 國廣委員：京葉工業地帯の過密な環境の中で、適切なエネルギーの取得につ

いて考えなければならないのではないか。その際、本当に 234 万

ｋW の設備を作り、フル稼働するのか、あるいは 80％等の稼働と

してエネルギーミックスを満たすのか。高度経済成長時であれば

いいかもしれないが、必ずしもそうではない。2030 年度における

234万ｋWはいかに稼働をしているのかを将来性を考えて検討する

ようにしてもらいたい。 

 工藤会長：質問ではなく、意見としてでよいか。 

 國廣委員：よい。 

 髙石委員：事前に配布された 29年 6月の資料の住民意見に対する事業者の見

解であるが、この内容と合った説明をされたということでよろし

いか。 

 事業者 ：ご察しのとおり。 

 三浦委員：シミュレーションの出し方というのはどのように出したのか。現

状をシミュレーションしたのか、また、数値が非常に細かいが、

環境基準との数値の有効性はどのようになっているのか。有効桁

数については考えられているのか。シミュレーションの条件につ

いてはどのように考えているのか。煙突頂上での最大濃度、平均

風速を風向きを考えて、地上に降りた際の値を考えているのか。 

 事業者 ：シミュレーション手法について、大気について考えると、経産省

が出している「発電所アセスの手引き」に手法が記載されており、

それに基づき予測を行っている。実績のある手法を使用している。

温排水についても同様であり、温排水に対しては表層放水である

ため、2次元解析を行い、拡散面積を出している。温排水に関して

は実態調査等も行い、内側に収まっていることも確認しており、

結果に関してはおおむね妥当と考えている。 

       数字の有効桁数については、計算する過程で有効であるかを確

認している。数値について、環境基準等と比較して非常に小さく

なっているが、「0」と記載するわけにはいかないため、実際にど

の程度かと記載ができる数値を記載している。 

       シミュレーションの入力条件について、たとえば大気で説明す

ると、年平均、日平均を予測する際には、地域を代表するような
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風速を設定している。厳密にいうと、年平均については、24 時間

365 日、１時間値 8760 個のデータ全ての平均値を出している。特

殊気象に関しては、特殊気象が発生する可能性のある条件を絞っ

たうえで、最大となるような濃度が出た際ものを記載しています。 

 國廣委員：シミュレーションについては、標高等の地形を考慮したものにな

るのか。 

 事業者 ：今回の予測評価については、地形影響を考慮せずに予測しており

ます。これは、「発電所アセスの手引き」に地形影響の判定基準と

いうものがあり、発電所付近の標高等を確認し、煙突から出る煙

の高さをあらかじめ算出し、標高と照らし合わせて判定を行い、

地形影響を考慮する必要があるかを確認している。その結果、五

井火力発電所においては、地形影響を考慮しなくてもよいという

判定結果が得られたため、考慮せずに予測評価を実施している。 

 國廣委員：このエリアには標高 60m のところがあり、南西の風が吹く、それ

を想定した際に 80m の煙突で本当に二酸化窒素のシミュレーショ

ンが適合するか調査が必要ではないのか。ダウンウォッシュや逆

転層等のシミュレーションをしているが、現実の地形を無視して 2

次元的にシミュレーションを行ってもイメージがわかない。現時

点でのバックグラウンドの最大濃度を示したところで意味はない

のでは。 

 事業者 ：地形影響を考慮すべきではないか、60mの高さの地形が発電所周辺

に存在するのでは、煙突の高さが 80m とあまり変わらないのでは

という指摘をいただき、煙突を低くすることで、危険ではないか

と心配をおかけしていると思いますが、今回に関しては、過去の

排ガス量よりも多くなっており、有効煙突高さというものがあり、

実際に煙突から出たガスが、比較的高いところへ上昇し、そこか

らガスが流れていくということを考えています。煙突の高さは低

くなっているが、有効煙突高さは 200m 以上であり、60m のすべて

に当たるものではないと考えております。また、バックグラウン

ド濃度の設定について適切にすべきだとご指摘を受けましたが、

542 ページの煙突ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃

度測定についてですが、定常時には風速 20m/sec よりも高い風速

の時に煙突ダウンウォッシュが発生するという条件になっていま

すが、今回の現地調査の結果から、該当する気象条件はなかった。

そのため、発生しないという結果になったが、仮に煙突ダウンウ

ォッシュが発生したと仮定したときに、予測した結果が、平常時
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に記載してある値になります。本来であれば、煙突ダウンウォッ

シュが発生した際の日時における気象条件に当てはめて設定をす

るが、今回は、発生していないという気象条件の中で、542ページ

の表 8.1.1.1-71 表の注意書きにも書かれているが、「煙突ダウン

ウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度は、対象事業実施区域

から半径 10 ㎞範囲内の一般局の平成 26 年度における 1 時間値の

最大値（市原岩崎西）を用いた」ということで、今回は 1 時間値

の最大値を利用している。他の特殊気象条件に対しては、実際に

発生した、もしくは発生しうる気象条件が存在していたので、計

算をし、最も高くなる値をバックグラウンドとして保守的に設定

している。 

眞利子委員：資料の 12 ページ現状の煙突の高さ 180m が 1 基、150m が 1 基と

いうことで、方法書によると 59m だったものが 80m で作るという

ことになっている。資料の 28 ページの最大着地濃度を見ますと、

現状と比べて半分ほどの距離に出現しているようにみられる。先

ほどの説明だと、排出スピードが上がったので問題がないといっ

たことだったが、なぜ 80m という高さに落ち着いたのか、環境影

響評価を低くしようという社のポリシーを交えての 80mなのか。 

事業者  ：方法書段階では 59m であったものを 80m にし、既設と比べれば

煙突は低くなっているということで、予測評価の結果は、現状の

80mとの比較となり、最大着地濃度が近くなっております。年平均

のコンター図について、すべての一般監視測定局において着地濃

度が現状よりも非悪化であると確認をしています。環境の負荷を

低減させることを交えた 80m に設定した考えについては、以前は

NOxの環境や周囲への影響を低減させるために、高煙突化をし、広

く拡散させることで結果として着地濃度を下げるという試みが行

われていましたが、今回、技術の進歩に伴い、NOxの排出量そのも

のを低減することができるようになり、近年、燃焼器そのものか

ら発生する NOx の削減及び脱硝設備でアンモニア等と反応させ、

さらに低減しようといった NOx 削減技術が進歩して周囲への影響

が可能な限り削減できることから、低煙突化がすすめられており

ます。今回の設備に関しましても、NOx 濃度が 4.5ppm と非常に低

い濃度で運転できるという計画となり、それを踏まえて 80m とい

う高さになっている。一方、方法書と比べてなぜ高くしたかとい

うことで、出力が当時よりも大型化しているということ、周囲の

建物も大きくなっていたこともあり、特殊気象条件も考慮したう
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えで 80mとしている。 

 國廣委員：234 万 kW で必ず運転をするのか。ハーフで運転することはないの

か。 

 事業者 ：将来の運転計画については、予測が難しいところであり、極力定

格で運転したいと考えているが、必ずしもその通りになるかは断

言できない。 

 國廣委員：有効煙突高さを設定するのも、フルロードだけで考えるのではま

ずいのではないか。ハーフロードの場合も考えたうえで、着地濃

度を計算すべきではないか。 

 事業者 ：発電設備的には、定格の時点で排ガス量は最も大きくなり、ハー

フロード（負荷が 1/2 になるところ）から定格の間で運転が可能

となり、ハーフロードでの運転はなくもないが、ただ排ガス量は

定格に比べて大幅に小さくなります。シミュレーションとしては、

最大のところで行うという基本的な考え方のため、半分のところ

で問題がないのかは、今後検証をしていきたいと考えております。 

 國廣委員：準備書 144 ページの、養老川河口の干潟の値が極端に少なくなっ

ている。平成 4 年くらいからの水温データがありますが、それ以

前、五井火力がスタートしたころの水温がどうであったのか、そ

の後の変化について準備書では読み取れない。準備書 39ページに、

今まで取水した海水の中には何も注入をしなかったが、次亜塩素

酸ソーダを注入する。その量について、準備書中では見つけるこ

とができなかった。しかし、放水するときは、0.05㎎/L以下にす

る。以下にするといっても検出下限であり、仮に 466 万 t/日（フ

ルロード時）を計算すると、233キログラムの次亜塩素酸ソーダを

排出する。それも、分析定量下限で計算をしている。養老川河口

の生物等に影響が出てこないか、養老川の温度の拡散について 705、

706 ページにあるが、養老川の表面から 1m までの 3℃以上の水が

拡散せずに面積が小さくなっている。放出される熱量は増えてい

るの面積は小さくなっているため、養老川に遡上する魚は上れな

くなるのではと懸念している。生態系に対する管理方法について

はどのようにするのか。 

 工藤委員：質問としては、次亜塩素酸ソーダを注入する際の管理ができるの

か、ということでいいか。 

 國廣委員：よい。 

事業者 ：次亜塩素酸ソーダについては、準備書に書いてあるとおり、放水

口で定量下限値未満で管理するとありますが、はじめのうちは頻
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度よく分析を 行って、徐々に管理をしていくという、最終的に

は準備書で月に１回といった頻度で試験的に確認をしながら管理

をしていくこととする。また、温排水の排熱量についてですが、

現状と将来を比べると、取放水温度差を 10℃から 7℃以下にし、

冷却水量についても少なくなるので、排熱量は小さくなる。排熱

量が小さくなるので、温排水の拡散範囲も小さくなる。そのため

温排水の影響、海域への影響というのは現状よりも将来の方が小

さくなると考えております。 

 國廣委員 ：次亜塩素酸ソーダについて、管理方法を含めてこのままでは危

険だと思う。温排水について、養老川にさかのぼって温度の拡

散をシミュレーションされているが、魚を保護するためには、

何℃まで上昇するのかしっかりと検討してもらいたい。 

 工藤会長 ：具体的にどのようなことか。 

 國廣委員 ：温排水についてシミュレーションで示しているのは 3℃しかない

が、表面水は何℃まで上がるのか。 

 事業者  ：現状の取放水温度差 10℃以下であるものを将来的には 7℃以下

にする。 

現状準備書に記載をしてあります温排水拡散範囲というのは、

一番広がったと仮定して範囲がきめられている。夏や冬といっ

た条件で温排水拡散範囲は変わってくるが、環境の水温が変わ

れば、絶対値として水温が変わってくるが、絶対値がどうであ

ろうとも、そこからのプラス、マイナスとした上昇範囲を考え

ています。 

 眞利子委員：残留塩素濃度について、結合型と遊離型があるが、遊離型だと

定量下限値 0.05 ㎎/L（0.05ppm）この濃度でありますと、生物

影響が非常に高く、生物影響に関して心配がある。ただ、資料

52ページを見ると、「残留塩素濃度を定量下限値 0.05㎎/L未満

となるように管理をする」とあり、現在の分析技術だと 0.01で

確実に測定ができるので、遊離残留塩素で 0.01㎎/Lを目標にし

てもらいたい。 

 事業者  ：0.05㎎/L未満というのは、環境アセスメントの中で実績もあり、

東京電力としましても何箇所かですでに電化塩素を注入してい

る実績のある数値となっております。そのため大きな環境影響

はないと考えて、記載をさせていただいております。    

議 長  ：続きまして、本日欠席している委員からの質問や意見の提出が

ありましたら、事務局からお願いします。 
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事務局  ：本日欠席委員から事前にいただいている質問等はありません。 

國廣委員 ：取水地の浚渫工事をされるかと思うが、発生土の処分先はどこ

になるのか。 

事業者  ：土の有害物質を確認し、問題がなければ千葉県の浅海漁場総合

整備事業、例えば、東京湾の沖、埋め立てを行う際にできた穴

を整備する事業に供給をしていくと考えております。 

國廣委員 ：周辺の窪地は溶存酸素が少なくなっている。周辺の地域の窪地

や溶存酸素が少ないところを排除するような配慮をしてもらい

たい。 

議 長  ：意見・質問については以上とさせてもらいたいと思います。こ

の後、答申についての審議を行いますので、事業者の方はここ

で一度退席となります。 

       （事業者退席後） 

では、答申案の審議に入りたいと思います。 

事務局の考えを説明願います。 

事務局  ：事務局から、答申についての考えを説明いたします。あらかじ

め事務局にて案をまとめました。（以降、資料に基づき事務局説

明。説明内容省略） 

議 長  ：ただ今の答申案について、意見や質問等をお受けいたします。 

國廣委員 ：次亜塩素酸ソーダ等の新たなものを導入する際には、慎重に考

えていく必要がある。 

工藤会長 ：事務局案を主文とし、意見として箇条書きで次亜塩素酸ソーダ

等、新たな環境負荷について慎重にという文言を加えるでいい

か。事務局はどうですか。 

 事務局  ：事業実施にあたってはという一文の箇条書きとして、次亜塩素

酸ソーダなど新たな環境負荷について慎重にという文言に直す

ということでいいか。 

 國廣委員 ：二酸化窒素のシミュレーションですけれども、地形を考慮せず

二次元的に評価するのはおかしいと思う。それらを考慮したシ

ミュレーションとすべきである。 

工藤会長 ：では、「事業実施にあたっては、準備書に記載されている環境保

全措置を着実に実施するとともに、実行可能なより良い技術の

導入などにより、環境影響の低減に努めること。なお、（１）二

酸化窒素のシミュレーションに関すること（２）次亜塩素酸ソ

ーダに関することついても配慮願いたい。」という形にするので

はどうか。 
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三浦委員 ：箇条書きの中に煙突の高さを入れたい。環境の負荷低減につい

て検討してもらいたいということを加えた方がいいのではない

か。 

工藤会長 ：では（３）として煙突の高さについてを入れるということでい

いか。 

三浦委員 ：経済性だけでなく、環境に対して貢献するという観点から、ど

こにポイントを置くのかを検討されたい。 

國廣委員 ：フルロードで計算をしていることは危険なのでは。 

三浦委員 ：排出量のトータルが下がるから、環境負荷が下がるとなるのだ

ろうが、そこが示されていないのでわからない。 

工藤会長 ：アセスの基本として、フルロード以外で動かす可能性は、すべ

てにおいてあるかと思うが、基本的にはフルロードでシミュレ

ーションを行うのが基本。ハーフになるのか 3/4 になるのかケ

ースが考えられすぎて、事業所も評価書がつくれなくなってし

まうかと。 

三浦委員 ：あえて書かなくてもいいのかと思うが、少し下げるだけでなく、

できるだけ下げるようにしてもらいたい。 

工藤会長 ：事務局も「実行可能な」とその時点よりもよい技術の導入によ

り環境影響の低減に努めるということで表していると思うので、

3行を残し、なお（１）二酸化窒素（煙突高を含めた）の話、（２）

次亜塩素酸について、管理・配慮を検討されたいということで

いいか。また、細かい文面については会長、副会長、事務局に

一任いただくということでよろしいでしょうか。作成した答申

につきましては、後日、皆様へ送付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

(6) 議題（２）（仮称））姉崎火力発電所新１～３号機建設計画環境影響評価方

法書について 

 

議 長  ：次に議題（２）の（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計

画環境影響評価方法書について、事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局  ：（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画環境影響評価方法

書について説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：事業者より説明をお願いします。 

事業者  ：（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画環境影響評価方法
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書の内容について説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：ただいまの説明について、意見や質問等をお受けいたします。 

國廣委員 ：５，６号機は既設のまま残すが、環境影響評価は１～６号機ま

でを含めて考えるのか。 

事業者  ：新１～３号機と既設の５，６号機で考えております。 

國廣委員 ：次亜塩素酸ソーダを既設の５，６号機にも注入するのか。 

事業者  ：新１～３号機については取水口と放水口を新たに作らず、既設

の取水口と放水口を利用しております。取水口で入れたものが

新１～３号機と５，６号機を含めて放水口から出ていくため、

そのように予測評価をすることになる。現状では５，６号機に

は入れていないが、将来的にはそのようになると考えている。 

工藤委員 ：準備書の段階ではそのように出てくる可能性もあるということ

ですね。 

眞利子委員：資料１６ページの一般排水に関する事項で、COD（リン含有量）

がまるっきり同じ値だが、現在の技術であればかなり低減可能

だと思うが、排水の質（負荷量）を低減し環境影響を低減して

いくという考えはないのか。 

事業者  ：定期点検等で排水される非定常時の最大の水質を記載している

ことから、現状よりも減っていない項目がございますが、通常

運転時につきましては、記載されている値よりも低減する計画

です。定期点検の最大値で記載をしています。 

眞利子委員：将来的には（通常運転時の）水質がよくなると考えていいのか。 

事業者  ：排水処理設備の能力等も今後準備書の中で示していきたいと思

う。 

議 長  ：本日欠席している委員からの質問やご意見の提出がありました

ら、事務局からお願いします。 

事務局  ：本日欠席の委員及び都合により早退された委員からの質問はご

ざいません。 

議 長  ：最後に質問や意見はありませんか。 

國廣委員 ：姉崎火力を作ってから今までの東京湾の水温がどのように変化

したのか。今回のリプレースでどのような位置づけになったの

かを示してもらいたい。 

議長   ：いつごろまで遡ればいいのか。 

國廣委員 ：姉崎火力ができた昭和３７年ぐらいから。 

工藤委員 ：データがあればですね。準備書に反映させてほしいということ

でいいか。 
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國廣委員 ：そう。また、次亜塩素酸ソーダを新たに入れるリスクが増える

が、どの程度入れるのか明確にしてもらいたい。 

工藤委員 ：それについては、事業者へお願いしたいと思います。 

この後、答申についての審議を行いますので、事業者の方はこ

こで退席となります。 

       （事業者退席） 

工藤委員 ：では、答申案について事務局の考えを説明願います。 

事務局  ：事務局から、答申についての考えを説明いたします。あらかじ

め事務局にて案をまとめました。（以降、資料に基づき事務局説

明。説明内容省略） 

工藤会長 ：ただ今の答申案について、意見や質問等をお受けいたします。 

國廣委員 ：「取入れ」についてはいらないのでは。 

工藤会長 ：國廣委員の意見をまとめますと、「環境影響評価方法書に記載さ

れた調査、予測、評価を確実に実施するとともに、随時環境の

保全に関する最新の知見、最良の利用可能技術の導入について

検討し、より一層の環境負荷の低減を図る」となりますがいか

がでしょうか。 

國廣委員 ：評価方法書を見ると、どのように今から変わるのかということ

で、本質的にどのように変えていくのかということがわからな

い。平成 23 年以降の変化しか（方法書では）とらえていない。 

工藤会長 ：方法書は、この項目について調査・予測評価しますというもの

で、結果については準備書で出てくる。 

國廣委員 ：方法論として、近視眼的にならないで長く見て評価をしてもら

いたいということ。例えば、操業開始に遡ってもしくは、過去

に遡ってというように変化をとらえて示してもらいたい。 

工藤会長 ：過去に遡ってとなると、うまく意図が伝わるのか。具体的にど

のような文言を加えたらいいのか。 

國廣委員 ：「方法書に記載された調査」と書くと、この内容を認めたという

ことになるのでは。 

工藤会長 ：だからと言って、昭和 38年当時と比べるほうが現実的ではない

のでは。現在と比べての評価と当時に遡っての評価がいいのか。

意見がある委員はお願いします。 

小島委員 ：今日の事業者の説明で考えた場合、今現在で考えていく方が理

解しやすいのではと思う。 

工藤会長 ：ほかの委員の皆さんはどうでしょうか。 

      事業者に対しては、近視眼的にならないように、準備書の作成
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をするようにと口頭で伝え、審議会からの意見としては、修正

した答申案を基に回答するようにしていきたいが、どうか。 

一同   ：異議なし。 

工藤会長 ：ありがとうございます。 

 

(7) 議題（３）その他 

 

工藤会長 ：続きまして議題（３）その他ということでありますが、事務局

から何かありますか。 

事務局  ：事務局より委員への事務連絡を行った。（説明内容省略） 

・環境基本計画の見直しについて 

・緑のカーテンコンテストの審査について 

工藤会長 ：ただいまの説明について、質問等はございませんか。 

眞利子委員：コンテストの審査書類について、メールでもらうことは可能か。 

事務局  ：事前に連絡をいただければ可能です。 

三浦委員 ：受賞経歴があっても、再度応募は可能か。 

事務局  ：可能です。 

斉藤委員 ：具体的な審査内容としてはどのようなことをするのか。また、

現物についてはどのように確認をするのか。 

事務局  ：応募作品の書類審査をしていただきます。作品については、写

真を添付いたしますので、そちらで確認をしていただきます。 

工藤会長 ：以上をもちまして環境審議会の議事は終了し、議長の任を解か

せていただきます。委員の皆様には長時間ご協力を頂きありがと

うございました。 

 

 (8)閉会 

 



袖 ケ 浦 市 環 境 審 議 会 

 

会 議 次 第 

 

            日時 平成２９年７月１９日（水） 

               午後２時から 

            場所 袖ケ浦市民会館 ２階研修室 

 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 諮問書交付 

 

５ 議題 

 （１）五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書について（諮問） 

（２）（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画環境影響評価方法書につい

て（諮問） 

 （３）その他 

 

６ 閉会 

 



 配布資料 

 

【事前配布済み】 

・五井火力発電所更新計画 環境影響評価準備書（委員のみ） 

・五井火力発電所更新計画 環境影響評価準備書 要約書（委員のみ） 

・五井火力発電所更新計画 環境影響評価準備書 あらまし 

・五井火力発電所更新計画 環境影響評価準備書についての意見の概要と事業者の

見解 

・（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画 環境影響評価方法書（委員のみ） 

・（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画 環境影響評価方法書 要約書 

（委員のみ） 

・（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画 環境影響評価方法書 あらまし 

 

【本日配布】 

資料１：事務局説明資料 

資料２：五井火力発電所更新計画 環境影響評価準備書 事業者説明資料 

資料３：（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画 環境影響評価方法書 事業

者説明資料 

資料４：袖ケ浦市環境基本計画の見直しについて 

 


