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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

Ⅰ 総括的審査結果

Ⅱ 事業特性の把握

Ⅲ 環境影響評価項目

Ⅳ 環境影響評価項目ごとの審査結果（工事の実施）

１．環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に区分される環境要素

1.1 大気環境

1.1.1 大気質

(1) 窒素酸化物・粉じん等（工事用資材等の搬出入）

工事用資材等の搬出入に伴う窒素酸化物及び粉じん等に関しては、環境保全措置とし

て、掘削工事に伴う発生土は埋戻し及び盛土等として有効活用し大分製鐵所構外への搬出

は行わないこと、大型機器類は可能な限り工場組立として海上輸送し搬出入車両台数の低

減を図ること、長尺物等についても極力海上輸送により搬入すること、工事関係者の通勤

においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、通勤時間帯は搬出入社量

台数の低減を図ること、工事用資材等の搬出入車両の出場時には適宜タイヤ洗浄を行うこ

と等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、窒素酸化物（二酸化窒素に変換）について、工事関係車両の運行

による窒素酸化物の排出量が最大となる時期において、将来予測環境濃度が最大となる大

洲浜で 0.02946ppm であり、環境基準（日平均値が 0.04～0.06ppm のゾーン内又はそれ以

下）に適合している。また、予測地点における二酸化窒素の将来環境濃度に対する寄与率

は、最大で0.24%である。

粉じん等について、将来交通量に占める工事関係車両の割合は、工事関係車両台数が最

も多くなる時期で0.28～1.71%となっている。

以上のことから、工事関係車両の運行に伴い発生する窒素酸化物及び粉じん等が環境に

及ぼす影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、工事関係車両の運行状況を把握することとしている。

1.1.2 騒音

工事用資材等の搬出入に伴う騒音に関しては、環境保全措置として、掘削工事に伴う発

生土は埋戻し及び盛土等として有効活用し大分製鐵所構外への搬出は行わないこと、大型

機器類は可能な限り工場組立として海上輸送し搬出入車両台数の低減を図ること、長尺物

等についても極力海上輸送により搬入すること、工事関係者の通勤においては乗り合いの

徹底等により車両台数の低減を図ること、通勤時間帯は搬出入車両台数の低減を図ること

等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、工事関係車両の小型車換算交通量が最大となる時期においての将

来予測値は大州浜、日岡で71dB（LAeq）である。この値は環境基準（70dB 以下）に適合し

Ⅰ 総括的審査結果

Ⅱ 事業特性の把握

Ⅲ 環境影響評価項目

Ⅳ 環境影響評価項目ごとの審査結果（工事の実施）

１．環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に区分される環境要素

1.1 大気環境

1.1.1 大気質

(1) 窒素酸化物・粉じん等（工事用資材等の搬出入）

工事用資材等の搬出入に伴う窒素酸化物及び粉じん等に関しては、環境保全措置とし

て、掘削工事に伴う発生土は埋戻し及び盛土等として有効活用し大分製鐵所構外への搬出

は行わないこと、大型機器類は可能な限り工場組立として海上輸送し搬出入車両台数の低

減を図ること、長尺物等についても極力海上輸送により搬入すること、工事関係者の通勤

においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、通勤時間帯は搬出入車量

台数の低減を図ること、工事用資材等の搬出入車両の出場時には適宜タイヤ洗浄を行うこ

と等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、窒素酸化物（二酸化窒素に換算）について、工事関係車両の運行

による窒素酸化物の排出量が最大となる時期において、将来予測環境濃度が最大となる大

洲浜で 0.02946ppm であり、環境基準（日平均値が 0.04～0.06ppm のゾーン内又はそれ以

下）に適合している。また、予測地点における二酸化窒素の将来予測環境濃度に対する寄

与率は、最大で0.24%である。

粉じん等について、将来交通量に占める工事関係車両の割合は、工事関係車両台数が最
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

ていないが、当該地点は、現況実測値が環境基準を超過しているところであり、当該地点

の工事用資材の搬出入に伴う騒音レベルの増加量分については0dBとなっている。その他

の予測地点においては環境基準に適合している。また、自動車騒音の要請限度（75dB）に

ついては、全予測地点で下回っている。

以上のことから、工事の実施に伴い発生する騒音が環境に及ぼす影響は、実行可能な範

囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、工事関係車両の運行状況を把握することとしている。

1.1.3 振動

工事関係車両の運行に伴う振動に関しては、環境保全措置として、掘削工事に伴う発生

土は埋戻し及び盛土等として有効活用し大分製鐵所構外への搬出は行わないこと、大型機

器類は可能な限り工場組立として海上輸送し搬出入車両台数の低減を図ること、長尺物等

についても極力海上輸送により搬入すること、工事関係者の通勤においては乗り合いの徹

底等により車両台数の低減を図ること、通勤時間帯は搬出入車両台数の低減を図ること等

の対策を講じることとしている。

これらの措置により、工事関係車両の小型車換算交通量が最大となる時期において、振

動レベルの将来予測値が最大となる大洲浜で、昼間53dB（L10）、夜間46dB（L10）であり、

道路交通振動の要請限度（第１種区域；昼間 65dB、夜間 60dB）を下回っている。また、

工事関係車両による振動レベルの増加分はいずれの予測地点でも0～1dBである。

以上のことから、工事の実施に伴い発生する振動が環境に及ぼす影響は、実行可能な範

囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、工事関係車両の運行状況を把握することとしている。

1.2 水環境

1.2.1 水質

(1) 水の濁り

造成等の施工に伴い発生する水の濁りに関しては、環境保全措置として、既存敷地を使

用し新たな土地の造成は行わないこと、復水器の冷却は冷却塔方式を採用することにより

新たな浚渫・埋め立て等の海域工事は行わないこと、工事区域内の雨水排水・浸出水排水・

工事排水は仮設沈殿槽の出口における浮遊物質量を日最大100mg/L以下とした後、既設油

分離槽を経由して排出すること、機器・配管類の内部洗浄水は既設の総合排水処理装置出

口での浮遊物質量を5.0mg/L以下として排水すること、放水路入口における浮遊物質量を

適宜監視することとしている。

これらの措置により、仮設沈殿槽出口における浮遊物質量は「水質汚濁防止法」（昭和

45年法律第138号）及び「排水基準を定める省令」（昭和46年総理府令第35号）に基づ
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

く排水基準（浮遊物質量：日最大 200mg/L、日間平均 150mg/L）より低い 100mg/L 以下に

管理されていること、６号排水口における浮遊物質量については公害防止協定値

（5.0mg/l）以下にした後海域に排出されることから、造成等の施工に伴い発生する水の

濁りが環境に及ぼす影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、仮設沈殿槽出口及び放水口入口における浮遊物質量を適宜測定

することとしている。

２．生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に区分される環境要素

2.1 動物（建設機械の稼働）

2.1.1 重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、鳥類のハヤブサである。

建設機械の稼働によるハヤブサへの影響に関しては、環境保全措置として、工事の実施

に当たっては可能な限り低騒音・低振動型の建設機械を使用すること等の対策を講じるこ

と、３号機の増設は既存敷地を使用し新たな樹木の伐採や土地の改変を行わないこと、３

号機の増設は燃料供給設備の副生ガス配管・用水設備の純水装置及び排水設備の総合排水

処理装置等の既設設備を可能な限り有効活用し工事範囲を低減することとしている。

ハヤブサは、対象事業実施区域では繁殖していないこと、主な行動場所となる高層工作

物は大分製鐵所に複数箇所存在し、その中でもコークス炉煙突及び焼結炉煙突での止まり

行動が約88％となっていること、止まり場所近傍の道路を通行する製鐵所構内関係車両に

対する忌避行動は確認されず日常的な工場操業状況下においても当該環境に順応してい

ると考えられること、コークス炉煙突及び焼結炉煙突近傍等の大分製鐵所構内西側でのハ

ンティング行動が約86％となっていること、対象事業実施区域では新たな樹木の伐採や土

地改変を行わないこと等から、建設機械の稼働によるハヤブサの生息地への影響はほとん

どないものと考えられる。

なお、環境監視計画として、着工予定の平成２４年から運転開始の平成２７年まで、求

愛期、抱卵・巣内育雛期、巣外育雛期に生息状況を調査することとしている。

３．人と自然との豊かな触れ合いに区分される環境要素

3.1 人と自然との触れ合いの活動の場（工事用資材等の搬出入）

3.1.1 主要な人と自然との触れ合いの活動の場

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響に関し

ては、環境保全措置として、掘削に伴う発生土は埋戻し及び盛土として有効利用し大分製

鐵所構外への搬出を行わないこと、大型機器は可能な限り工場組立として海上輸送で搬入

することにより搬出入車両台数を低減を図ること、陸上輸送交通量を低減するために大型

機器に加えて長尺物等についても極力海上輸送により搬入すること等の対策を講じるこ

く排水基準（浮遊物質量：日最大 200mg/L、日間平均 150mg/L）より低い 100mg/L 以下に

管理すること、６号排水口における浮遊物質量については公害防止協定値（5.0mg/L）以

下にした後海域に排出されることから、造成等の施工に伴い発生する水の濁りが環境に及

ぼす影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、仮設沈殿槽出口及び放水口入口における浮遊物質量を適宜測定

することとしている。

２．生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に区分される環境要素

2.1 動物（建設機械の稼働）

2.1.1 重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、鳥類のハヤブサである。

建設機械の稼働によるハヤブサへの影響に関しては、環境保全措置として、工事の実施

に当たっては可能な限り低騒音・低振動型の建設機械を使用すること、３号機の増設は既

存敷地を使用し新たな樹木の伐採や土地の改変を行わないこと、３号機の増設は燃料供給

設備の副生ガス配管・用水設備の純水装置及び排水設備の総合排水処理装置等の既設設備

を可能な限り活用し工事範囲を縮減すること等の対策を講じることとしている。

ハヤブサは、対象事業実施区域では繁殖していないこと、主な行動場所となる高層工作

物は大分製鐵所に複数箇所存在し、その中でもコークス炉煙突及び焼結炉煙突での止まり

行動が約88％となっていること、止まり場所近傍の道路を通行する製鐵所構内関係車両に

対する忌避行動は確認されず日常的な工場操業状況下においても当該環境に順応してい

ると考えられること、コークス炉煙突及び焼結炉煙突近傍等の大分製鐵所構内西側でのハ

ンティング行動が約86％となっていること、対象事業実施区域では新たな樹木の伐採や土

地改変を行わないこと等から、建設機械の稼働によるハヤブサの生息地への影響はほとん

どないものと考えられる。

なお、環境監視として、着工予定の平成２４年から運転開始の平成２７年まで、求愛期、

抱卵・巣内育雛期、巣外育雛期に生息状況を調査することとしている。

３．人と自然との豊かな触れ合いに区分される環境要素

3.1 人と自然との触れ合いの活動の場（工事用資材等の搬出入）

3.1.1 主要な人と自然との触れ合いの活動の場

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響に関し

ては、環境保全措置として、掘削に伴う発生土は埋戻し及び盛土として有効利用し大分製

鐵所構外への搬出を行わないこと、大型機器は可能な限り工場組立として海上輸送で搬入

することにより搬出入車両台数の低減を図ること、陸上輸送交通量を低減するために大型

機器に加えて長尺物等についても極力海上輸送により搬入すること等の対策を講じるこ

語句の修正

誤植

語句の修正

誤植
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修 正 前 修 正 後 備 考

ととしている。

これらの措置により、工事関係車両の交通量が最大となる時期において、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける工事関係車両の占める割合は最

大で0.68%となっている。

以上のことから、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場

に及ぼす影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

４．環境への負荷に区分される環境要素

4.1 廃棄物等（造成等の施工による一時的な影響）

4.1.1 産業廃棄物

Ⅴ 環境影響評価項目ごとの審査結果（土地又は工作物の存在及び供用）

１．環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に区分される環境要素

1.1 大気環境

1.1.1 大気質

(1) 硫黄酸化物・窒素酸化物・浮遊粒子状物質（施設の稼働）

施設の稼働に伴い排出される排ガスに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状

物質に関しては、環境保全措置として、３号機に副生ガス専焼の発電効率が高いコンバイ

ンドサイクル発電方式を採用し発電電力量当たりの環境負荷の低減を図ること、窒素酸化

物の排出量の低減のために低ＮＯｘ燃焼器を設置して窒素酸化物の発生を抑制するとと

もに乾式アンモニア接触還元法による排煙脱硝装置を設置して窒素酸化物の排出量を極

力低減すること、燃料供給系統に燃料ガス集じん装置を設置し、ばいじんの排出量を極力

低減すること等の対策を講じることとしている。

① 硫黄酸化物

硫黄酸化物の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲において一

般局１３局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、各年度すべての

局で環境基準に適合している。

年平均値予測による二酸化硫黄の将来予測環境濃度は、寄与濃度及び将来予測環境濃

度が最大となる大東中学校で0.00516ppm（寄与率約3%）である。年平均値予測結果は、

環境基準である日平均値から周辺地域の一般局のデータを用いて変換した年平均相当

値（0.015ppm）に適合している。

日平均値予測による二酸化硫黄の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における寄与濃

度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.01094ppm（寄与率約0.9%）で

ある。また、実測高濃度日における寄与濃度が最大となる東大分小学校で 0.01413ppm

（寄与率0.00013ppm）、将来予測環境濃度が最大となる敷戸小学校で0.01802ppm（寄与

ととしている。

これらの措置により、工事関係車両の交通量が最大となる時期において、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける工事関係車両の占める割合は最

大で0.68%となっている。

以上のことから、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場

に及ぼす影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

４．環境への負荷に区分される環境要素

4.1 廃棄物等（造成等の施工による一時的な影響）

4.1.1 産業廃棄物

Ⅴ 環境影響評価項目ごとの審査結果（土地又は工作物の存在及び供用）

１．環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に区分される環境要素

1.1 大気環境

1.1.1 大気質

(1) 硫黄酸化物・窒素酸化物・浮遊粒子状物質（施設の稼働）

施設の稼働に伴い排出される排ガスに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状

物質に関しては、環境保全措置として、３号機に副生ガス専焼の発電効率が高いコンバイ

ンドサイクル発電方式を採用し発電電力量当たりの環境負荷の低減を図ること、窒素酸化

物の排出量の低減のために低ＮＯｘ燃焼器を設置して窒素酸化物の発生を抑制するとと

もに乾式アンモニア接触還元法による排煙脱硝装置を設置して窒素酸化物の排出量を極

力低減すること、燃料供給系統に燃料ガス集じん装置を設置し、ばいじんの排出量を極力

低減すること等の対策を講じることとしている。

① 硫黄酸化物

硫黄酸化物の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲において一

般局１３局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、各年度すべての

局で環境基準に適合している。

年平均値予測による二酸化硫黄の将来予測環境濃度は、寄与濃度及び将来予測環境濃

度が最大となる大東中学校で0.00516ppm（寄与率約3%）である。年平均値予測結果は、

環境基準の日平均値を周辺地域の一般局のデータを用いて換算した年平均相当値

（0.015ppm）に適合している。

日平均値予測による二酸化硫黄の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における寄与濃

度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.01094ppm（寄与率約8.6%）で

ある。また、実測高濃度日における将来寄与濃度が最大となる東大分小学校で

0.01413ppm（寄与率 0.9%）、将来予測環境濃度が最大となる敷戸小学校で 0.01802ppm

語句の修正

語句の修正
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修 正 前 修 正 後 備 考

率0.1％未満）であり、いずれも環境基準（1時間値の1日平均値が0.04ppm以下）に

適合している。

特殊気象条件時として建物ダウンウォッシュ発生時、上層逆転層発生時及び内部境界

層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した二酸化硫黄の将来環境濃度につ

いて予測を行っており、これら特殊気象条件時における二酸化硫黄の将来予測環境濃度

は、建物ダウンウォッシュ発生時で0.0412ppm、上層逆転層発生時で0.0102ppm、内部

境界層フュミゲーション発生時で0.0249ppm、地形影響を考慮した場合0.0351ppmであ

り、すべて短期暴露の指針値（1時間値が0.1ppm以下）に適合している。

以上のことから、施設の稼働に伴い発生する硫黄酸化物の大気質への影響は、実行可

能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、排ガス中の硫黄酸化物排出濃度を連続測定装置にて常時監視

することとしている。

② 窒素酸化物

窒素酸化物の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲において一

般局１３局、自排局２局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、各

年度すべての局で環境基準に適合している。

年平均値予測による二酸化窒素の将来予測環境濃度は、寄与濃度が最大となる大東中

学校で 0.00908ppm（寄与率約 0.9%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で

0.01306ppm（寄与率約 0.5%）である。年平均値予測結果は、環境基準である日平均値

から周辺地域の一般局のデータを用いて変換した年平均相当値（0.028ppm）に適合して

いる。

日平均値予測による二酸化窒素の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における寄与濃

度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.02745ppm（寄与率約1.6%）で

ある。また、実測高濃度日における寄与濃度が最大となる敷戸小学校で0.02011ppm（寄

与率約5.5%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.03300ppm（寄与率0．

1%未満）であり、いずれも環境基準（1時間値の1日平均値が0.04～0.06ppmのゾーン

内又はそれ以下）に適合している。

特殊気象条件時として煙突ダウンウォッシュ発生時、建物ダウンウォッシュ発生時、

上層逆転層発生時及び内部境界層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した

二酸化硫黄の将来環境濃度について予測を行っており、これら特殊気象条件時における

二酸化硫黄の将来予測環境濃度は、煙突ダウンウォッシュ発生時で0.0097ppm（冷気起

動時）、建物ダウンウォッシュ発生時で0.0423ppm（冷気起動時）、上層逆転層発生時で

0.0201ppm（定格出力運転時）、内部境界層フュミゲーション発生時で0.0245ppm（定格

出力運転時）、地形影響を考慮した場合0.0785ppmであり、すべて短期暴露の指針値（1

（寄与率0.1％未満）であり、いずれも環境基準（日平均値が0.04ppm以下）に適合し

ている。

特殊気象条件時として建物ダウンウォッシュ発生時、上層逆転層発生時及び内部境界

層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した二酸化硫黄の将来環境濃度につ

いて予測を行っており、これら特殊気象条件時における二酸化硫黄の将来予測環境濃度

は、建物ダウンウォッシュ発生時で0.0412ppm（寄与率85.4％）、上層逆転層発生時で

0.0102ppm（寄与率21.6％）、内部境界層フュミゲーション発生時で0.0249ppm（寄与率

71.9％）、地形影響を考慮した場合0.0351ppm（寄与率3.1％）であり、すべて短期暴露

の指針値（1時間暴露が0.1ppm以下）に適合している。

② 窒素酸化物

窒素酸化物の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲において一

般局１３局、自排局２局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、各

年度すべての局で環境基準に適合している。

年平均値予測による二酸化窒素の将来予測環境濃度は、将来寄与濃度が最大となる大

東中学校で0.00908ppm（寄与率約0.9%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校

で0.01306ppm（寄与率約0.5%）である。年平均値予測結果は、環境基準の日平均値を

周辺地域の一般局のデータを用いて換算した年平均相当値（0.028ppm）に適合している。

日平均値予測による二酸化窒素の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における将来寄

与濃度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.02745ppm（寄与率約1.6%）

である。また、実測高濃度日における寄与濃度が最大となる敷戸小学校で 0.02011ppm

（寄与率約5.5%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.03300ppm（寄与率

0．1%未満）であり、いずれも環境基準（1時間値の1日平均値が0.04～0.06ppm のゾ

ーン内又はそれ以下）に適合している。

特殊気象条件時として煙突ダウンウォッシュ発生時、建物ダウンウォッシュ発生時、

上層逆転層発生時及び内部境界層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した

二酸化窒素の将来環境濃度について予測を行っており、これら特殊気象条件時における

二酸化窒素の将来予測環境濃度は、煙突ダウンウォッシュ発生時で0.0097ppm（冷機起

動時、寄与率7.2％）、建物ダウンウォッシュ発生時で0.0423ppm（冷気起動時、寄与率

31.4％）、上層逆転層発生時で0.0201ppm（定格出力運転時、寄与率5.5％）、内部境界

層フュミゲーション発生時で0.0245ppm（定格出力運転時、寄与率34.7％）、地形影響

を考慮した場合0.0785ppm（寄与率0.63％）であり、すべて短期暴露の指針値（1時間

語句の修正

寄与率を追記

語句の修正

後段でまとめ

て記述

語句の修正

寄与率を追記
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時間値として0.1～0.2ppm）に適合している。

③ 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲におい

て一般局１３局、自排局２局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、

平成１９年度に一般局２局、自排局１局で環境基準に適合していないところがある。

年平均値予測による浮遊粒子状物質の将来予測環境濃度は、寄与濃度が最大となる大

東小では0.02405mg/m3（寄与率約0.2%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校

で 0.02603mg/m3（寄与率約 0.1%）である。年平均値予測結果は、環境基準である日平

均値から周辺地域の一般局のデータを用いて変換した年平均相当値（0.034mg/m3）に適

合している。

日平均値予測による浮遊粒子状物質の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における寄

与濃度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で 0.06125mg/m3（寄与率約

0.4%）である。また、実測高濃度日における寄与濃度が最大となる東大分小学校で

0.05604mg/m3（寄与率約 0.1%）、将来予測環境濃度が最大となる三佐小学校で

0.07400mg/m3（寄与率0.1%未満）であり、いずれも環境基準（1時間値の1日平均値が

0.1 mg/m3以下）に適合している。

特殊気象条件時として建物ダウンウォッシュ発生時、上層逆転層発生時及び内部境界

層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した二酸化硫黄の将来環境濃度につ

いて予測を行っており、これら特殊気象条件時における二酸化硫黄の将来予測環境濃度

は、建物ダウンウォッシュ発生時で 0.0327mg/m3、上層逆転層発生時で 0.0196mg/m3、

内部境界層フュミゲーション発生時で 0.0389mg/m3、地形影響を考慮した場合

0.1383mg/m3であり、すべて短期暴露の指針値（１時間値が0.2mg/m3以下）に適合して

いる。

以上のことから、施設の稼働に伴い発生する硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物

質の大気質への影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、排出ガス中の硫黄酸化物及び窒素酸化物の濃度を連続測定装置

にて常時監視すること、月に２回排出ガス中のばいじん濃度を測定することとしている。

(2) 窒素酸化物・粉じん等（資材等の搬出入）

資材等の搬出入に伴う窒素酸化物及び粉じん等に関しては、環境保全措置として、発電

所関係者の通勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集

中する通勤時間帯は原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとし

ている。

これらの措置により、窒素酸化物（二酸化窒素に変換）については、発電所関係車両の

値として0.1～0.2ppm）に適合している。

③ 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定は、対象事業実施区域を中心とした半径２０ｋｍの範囲におい

て一般局１３局、自排局２局で実施しており、平成１７～２１年度における測定結果は、

平成１９年度に一般局２局、自排局１局で環境基準の長期的評価に適合していないとこ

ろがある。

年平均値予測による浮遊粒子状物質の将来予測環境濃度は、寄与濃度が最大となる大

東中学校では0.02405mg/m3（寄与率約0.2%）、将来予測環境濃度が最大となる東大分小

学校で 0.02603mg/m3（寄与率約 0.1%）である。年平均値予測結果は、環境基準の日平

均値を周辺地域の一般局のデータを用いて換算した年平均相当値（0.034mg/m3）に適合

している。

日平均値予測による浮遊粒子状物質の将来予測環境濃度は、寄与高濃度日における将

来寄与濃度及び将来予測環境濃度が最大となる東大分小学校で0.06125mg/m3（寄与率約

0.4%）である。また、実測高濃度日における将来寄与濃度が最大となる東大分小学校で

0.05604mg/m3（寄与率約 0.1%）、将来予測環境濃度が最大となる三佐小学校で

0.07400mg/m3（寄与率0.1%未満）であり、いずれも環境基準（1時間値の1日平均値が

0.1 mg/m3以下）に適合している。

特殊気象条件時として建物ダウンウォッシュ発生時、上層逆転層発生時及び内部境界

層によるフュミゲーション発生時、地形影響を考慮した浮遊粒子状物質の将来環境濃度

について予測を行っており、これら特殊気象条件時における浮遊粒子状物質の将来予測

環境濃度は、建物ダウンウォッシュ発生時で 0.0327mg/m3（寄与率 29.7％）、上層逆転

層発生時で 0.0196mg/m3（寄与率 3.1％）、内部境界層フュミゲーション発生時で

0.0389mg/m3（寄与率 12.6％）、地形影響を考慮した場合0.1383mg/m3（寄与率0.2％）

であり、環境基準（１時間値が0.2mg/m3以下）に適合している。

以上のことから、施設の稼働に伴い発生する硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物

質の大気質への影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、排出ガス中の硫黄酸化物及び窒素酸化物の濃度を連続測定装置

にて常時監視すること、２か月に１回排出ガス中のばいじん濃度を測定することとしてい

る。

(2) 窒素酸化物・粉じん等（資材等の搬出入）

資材等の搬出入に伴う窒素酸化物及び粉じん等に関しては、環境保全措置として、発電

所関係者の通勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集

中する通勤時間帯は原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとし

語句の修正

語句の修正

寄与率を追記

誤植
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

交通量が最大となる定期検査時において、将来予測環境濃度が最大となるの大州浜で

0.02929ppm（寄与率約0.1%未満）であり、環境基準に適合している。

粉じん等については、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

所関係車両が占める割合は0.09～0.33%となっている。

以上のことから、将来の発電所関係車両の運行に伴い発生する窒素酸化物及び粉じん等

が環境に及ぼす影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

1.1.2 騒音

資材等の搬出入に伴う騒音に関しては、環境保全措置として、発電所関係者の通勤にお

いては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集中する通勤時間帯は

原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

関係車両による交通騒音レベルが最大となる大州浜、日岡での将来予測値は 71dB（LAeq）

である。この値は環境基準（70dB）に適合していないが、当該地点は、現況実測値が環境

基準を超過しているところであり、当該地点の発電関係車両の騒音レベルの増加分は 0dB

となっている。その他の予測地点においては環境基準に適合している。また、いずれの予

測地点においても自動車騒音の要請限度（75dB）は下回っている。

以上のことから、資材等の搬出入に伴い発生する騒音が環境に及ぼす影響は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

1.1.3 振動

発電所関係車両の運行に伴う振動に関しては、環境保全措置として、発電所関係者の通

勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集中する通勤時

間帯は原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

所関係車両による交通振動レベルが最大となる大州浜での将来予測値は昼間 52dB（L10）、

夜間 46dB（L10）であり、「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度（昼間：第２種

区域は70dB、第１種区域は65dB、夜間：第２種区域は65dB、第１種区域は60dB）を下回

っている。また、予測地点における振動レベルの増加分はいずれの予測地点においても0dB

である。

以上のことから、資材等の搬出入に伴い発生する振動が環境に及ぼす影響は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

1.1.4 冷却塔白煙

ている。

これらの措置により、窒素酸化物（二酸化窒素に換算）については、発電所関係車両の

交通量が最大となる定期検査時において、将来予測環境濃度が最大となる大州浜で

0.02929ppm（寄与率約0.1%未満）であり、環境基準（0.04～0.06ppmのゾーン内又はそれ

以下）に適合している。

粉じん等については、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

所関係車両が占める割合は0.09～0.33%となっている。

以上のことから、将来の発電所関係車両の運行に伴い発生する窒素酸化物及び粉じん等

が環境に及ぼす影響は、実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

1.1.2 騒音

資材等の搬出入に伴う騒音に関しては、環境保全措置として、発電所関係者の通勤にお

いては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集中する通勤時間帯は

原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

関係車両による交通騒音レベルが最大となる大州浜、日岡での将来予測値は 71dB（LAeq）

である。この値は環境基準（70dB）に適合していないが、当該地点は、現況実測値が環境

基準を超過しているところであり、当該地点の発電関係車両の騒音レベルの増加分は 0dB

となっている。その他の予測地点においては環境基準に適合している。また、いずれの予

測地点においても自動車騒音の要請限度（75dB）は下回っている。

以上のことから、資材等の搬出入に伴い発生する騒音が環境に及ぼす影響は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

1.1.3 振動

発電所関係車両の運行に伴う振動に関しては、環境保全措置として、発電所関係者の通

勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低減を図ること、車両が集中する通勤時

間帯は原則として搬出入車両の低減を図ること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、発電

所関係車両による交通振動レベルが最大となる大州浜での将来予測値は昼間 52dB（L10）、

夜間 46dB（L10）であり、「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度（昼間：第２種

区域は70dB、第１種区域は65dB、夜間：第２種区域は65dB、第１種区域は60dB）を下回

っている。また、予測地点における振動レベルの増加分はいずれの予測地点においても0dB

である。

以上のことから、資材等の搬出入に伴い発生する振動が環境に及ぼす影響は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

語句の修正

基準値を追記
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

施設の稼働に伴う冷却塔白煙については、環境保全措置として、冷却塔に飛散水滴除去

装置を設置して水滴飛散量の低減を図ることとしている。

この措置により、白煙が大分製鐵所構外へ出現する頻度が3.4％（陸側0.2%、海側3.2%）

であり、白煙長さが昼間では 500m 以下と大分製鐵所構外には到達しないと予測される。

白煙の到達状況（全て夜間）は、陸側で年間８時間（年間頻度0.09%）、海側で年間９時間

（年間頻度0.10%）程度となっている。３号機冷却塔による白煙下端高度は住居地域で50m、

県道大在大分港線で50m、海側で60mである。

また、着地水滴量の最大値は、冷却塔から南南西方向に約 100m の地点（大分製鉄所構

内）で、降水量に換算した値が0.0012mm/hである。

以上のことから、施設の稼働に伴い発生する冷却塔白煙が環境に及ぼす影響は実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

1.2 水環境

1.2.1 水質

(1) 水の汚れ・富栄養化

施設の稼働に伴い発生する排水による水の汚れ及び富栄養化に関しては、環境保全措置

として、施設の稼働に伴う工程排水は既設の総合排水処理装置にて適切に処理し、その出

口で事業者の水質管理値（CODは5mg/L以下、全窒素は8mg/L以下、全リンは0.5mg/L以

下）にして排出すること、冷却塔循環水への薬液注入量は濃度を適正に管理するとともに

事業者の水質管理値以下にして排出すること、既設総合排水処理装置の出口及び放水路入

口における排水水質は定期的に測定し適切に管理すること、生活排水は浄化槽で処理した

後に排出することとしている。

これらの措置により、予測地点（新日鐵地先：BST-22）における将来予測濃度は COD：

1.9mg/L（寄与濃度0.1mg/L 未満）、全窒素：0.28 mg/L（寄与濃度0.02 mg/L）、全リン：

0.029 mg/L（寄与濃度0.001 mg/L）であり、環境基準（COD:3 mg/L以下、全窒素：0.3 mg/L

以下、全リン0.03 mg/L以下）に適合している。

これらのことから、施設の稼働に伴い発生する排水による水の汚れ及び富栄養化が環境

に及ぼす影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、放水路入り口において水素イオン濃度、COD、窒素含有量、リ

ン含有量を定期的に測定することとしている。

1.1.4 冷却塔白煙

施設の稼働に伴う冷却塔白煙の予測結果からは、白煙が大分製鐵所構外へ出現する場合

は全て夜間であり、その年間頻度は3.4％（陸側0.2%、海側3.2%）となっている。このう

ち陸側の住居地域、海側の大分製鐵所入港船舶航路への到達状況は、それぞれ0.09%、0.10%

程度となっている。一方、大分製鐵所既存冷却塔の現地調査と今回の予測に使用したモデ

ル（FOGモデル）による同冷却塔の予測結果との比較からは、３号機冷却塔の白煙長さは、

予測長さの1/2程度であると想定されるため、これを踏まえると３号機冷却塔白煙が住居

地域等に到達するのは、更に少なくなると考えられる。

また、昼間の白煙については大分製鐵所構外には到達しないと予測されている。

３号機冷却塔による白煙下端高度の予測結果については住居地域で 50m、県道大在大分

港線で50m、海側で60mとなっている。なお、陸側の出現方向には50m以上の高層建築物

はない。

着地水滴量の最大値は、冷却塔から南南西方向に約100mの地点（大分製鉄所構内）で、

降水量に換算した値が0.0012mm/hである。

以上のことから、施設の稼働に伴い発生する冷却塔白煙が環境に及ぼす影響は実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

1.2 水環境

1.2.1 水質

(1) 水の汚れ・富栄養化

施設の稼働に伴い発生する排水による水の汚れ及び富栄養化に関しては、環境保全措置

として、施設の稼働に伴う工程排水は既設の総合排水処理装置にて適切に処理し、その出

口で事業者の水質管理値（大分製鐵所が大分県、大分市と締結している公害防止協定値を

遵守できるよう、大分製鉄所と事業者の間で申し合わせた水質管理値。CODは5mg/L以下、

全窒素は8mg/L以下、全リンは0.5mg/L以下）にして排出すること、冷却塔循環水への薬

液注入量は濃度を適正に管理するとともに事業者の水質管理値以下にして排出すること、

既設総合排水処理装置の出口及び放水路入口における排水水質は定期的に測定し適切に

管理すること、生活排水は浄化槽で処理した後に排出することとしている。

これらの措置により、前面海域における将来予測濃度は、新田の式で予測した３号機一

般排水の拡散範囲が、６号排水口から 200m の範囲内となっており、予測地点（新日鐵地

先：BST-22）に到達せず、現況濃度と同じ値（COD：1.9mg/L、全窒素：0.28 mg/L、全リ

ン：0.029 mg/L）であり、環境基準（COD:3 mg/L 以下、全窒素：0.3 mg/L 以下、全リン

0.03 mg/L以下）に適合している。

これらのことから、施設の稼働に伴い発生する排水による水の汚れ及び富栄養化が環境

表現の大幅な

見直し

予測地点に影

響は及ばない

ため、寄与しな

い。
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

２．生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に区分される環境要素

2.1 動物

2.1.1 重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、鳥類のハヤブサである。

地形改変及び施設の存在によるハヤブサへの影響に関しては、環境保全措置として、３

号機の増設は既存敷地を使用し新たな樹木の伐採や土地の改変を行わないこと、３号機の

増設は燃料供給設備の副生ガス配管・用水設備の純水装置及び排水設備の総合排水処理装

置等の既設設備を可能な限り有効活用し工事範囲を低減すること、発電所の稼働に伴う騒

音の発生源となる機器には可能な限り低騒音型のものを採用すること、騒音の発生源とな

る機器は可能な限り建屋内への格納等の発生源対策を図ること等の対策を講じることと

している。

ハヤブサは、対象事業実施区域では繁殖していないこと、主な行動場所となる高層工作

物は大分製鐵所に複数箇所存在し、その中でもコークス炉煙突及び焼結炉煙突での止まり

行動が約88％となっていること、止まり場所近傍の道路を通行する製鐵所構内関係車両に

対する忌避行動は確認されず日常的な工場操業状況下においても当該環境に順応してい

ると考えられること、コークス炉煙突及び焼結炉煙突近傍等の大分製鐵所構内西側でのハ

ンティング行動が約86％となっていること、対象事業実施区域では新たな樹木の伐採や土

地の改変を行わないこと等から、地形改変及び施設の存在によるハヤブサの生息地への影

響はほとんどないものと考えられる。

なお、環境監視計画として、着工予定の平成２４年から運転開始の平成２７年まで、求

愛期、抱卵・巣内育雛期、巣外育雛期に生息状況を調査することとしている。

2.2 植物

2.2.1 重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、シランである。

地形改変及び施設の存在によるシランへの影響に関しては、施設管理に伴う草刈り及び

３号機設置による影響を回避するため、専門家に相談し平成２２年５月に花壇へ全株移植

を行った。花壇に移植したシランは順調な生育が確認されている。

また、環境保全措置として、移植したシランについて適切な維持管理を行うこと、生態

的な保全の観点からシランが生育していた場所の土を対象事業実施区域内の緑地に移す

ことから、地形改変及び施設の存在によるシランへの影響は実行可能な範囲で低減されて

いるものと考えられる。

３．人と自然との豊かな触れ合いに区分される環境要素

3.1 景観

に及ぼす影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

なお、環境監視として、放水路入り口において水素イオン濃度、COD、窒素含有量、リ

ン含有量を定期的に測定することとしている。

２．生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に区分される環境要素

2.1 動物

2.1.1 重要な種及び注目すべき生息地（海域に生息するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、鳥類のハヤブサである。

地形改変及び施設の存在によるハヤブサへの影響に関しては、環境保全措置として、３

号機の増設は既存敷地を使用し新たな樹木の伐採や土地の改変を行わないこと、３号機の

増設は燃料供給設備の副生ガス配管・用水設備の純水装置及び排水設備の総合排水処理装

置等の既設設備を可能な限り有効活用し工事範囲を低減すること、発電所の稼働に伴う騒

音の発生源となる機器には可能な限り低騒音型のものを採用すること、騒音の発生源とな

る機器は可能な限り建屋内への格納等の発生源対策を図ること等の対策を講じることと

している。

ハヤブサは、対象事業実施区域では繁殖していないこと、主な行動場所となる高層工作

物は大分製鐵所に複数箇所存在し、その中でもコークス炉煙突及び焼結炉煙突での止まり

行動が約88％となっていること、止まり場所近傍の道路を通行する製鐵所構内関係車両に

対する忌避行動は確認されず日常的な工場操業状況下においても当該環境に順応してい

ると考えられること、コークス炉煙突及び焼結炉煙突近傍等の大分製鐵所構内西側でのハ

ンティング行動が約86％となっていること、対象事業実施区域では新たな樹木の伐採や土

地の改変を行わないこと等から、地形改変及び施設の存在によるハヤブサの生息地への影

響はほとんどないものと考えられる。

なお、環境監視計画として、着工予定の平成２４年から運転開始の平成２７年まで、求

愛期、抱卵・巣内育雛期、巣外育雛期に生息状況を調査することとしている。

2.2 植物

2.2.1 重要な種及び重要な群落（海域に生育するものを除く）

現地調査において、対象事業実施区域で確認された重要な種は、シランである。

地形改変及び施設の存在によるシランへの影響に関しては、３号機設置による影響を回

避するため、専門家に相談し平成２２年５月に花壇へ全株移植を行った。花壇に移植した

シランは順調な生育が確認されている。

また、環境保全措置として、移植したシランについて適切な維持管理を行うこと、生態

的な保全の観点からシランが生育していた場所の土を対象事業実施区域内の緑地に移す

ことから、地形改変及び施設の存在によるシランへの影響は実行可能な範囲で低減されて

修正
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

3.1.1 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

施設の存在による主要な眺望点からの景観及び主要な眺望景観に係る影響に関しては、

環境保全措置として、主要な建物等の色彩は「景観法」に基づく「大分市景観条例」によ

り色彩変更行為届出・審査手続きを経て平成 23 年４月に行った既設１、２号機集合煙突

塗装色と同様のデザインを施すことで、発電所全体としての調和を図ることとしている。

これらの措置により、主要な眺望景観の変化の状況をフォトモンタージュ法により予測

した結果、主要な眺望景観として抽出した5地点において、増設する３号機の煙突及び建

屋が出現するが、主要な建物等は必要最小限の規模とすること、煙突及び建屋の色彩を周

辺の自然環境（海・空）と調和させ、主要な眺望景観に対する影響に配慮したものにする

ことから、視覚的な攪乱はほとんどないものと考えられる。

以上のことから、施設の存在による主要な眺望点からの景観及び主要な眺望景観への影

響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

3.2 人と自然との触れ合いの活動の場

3.2.1 主要な人と自然との触れ合いの活動の場（資材等の搬出入）

資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響に関しては、環

境保全措置として、発電所関係者の通勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低

減を図ること、原則として車両が集中する通勤時間帯は搬出入車両台数の低減を図ること

等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、主要

な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける発電所関係車両の占め

る割合は最大で0.36%となっている。

以上のことから、資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に及ぼ

す影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

４．環境への負荷に区分される環境要素

4.1 廃棄物等

4.1.1 産業廃棄物

4.2 温室効果ガス等

4.2.1 二酸化炭素

施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出に関しては、環境保全措置として、大分製鐵所から

発生する副生ガスを発電用燃料として有効利用するとともに既設１・２号機の重油使用量

を低減すること、３号機に１５万ｋＷ級の副生ガス専焼コンバインドサイクル発電設備と

いるものと考えられる。

３．人と自然との豊かな触れ合いに区分される環境要素

3.1 景観

3.1.1 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

施設の存在による主要な眺望点からの景観及び主要な眺望景観に係る影響に関しては、

環境保全措置として、主要な建物等の色彩は「景観法」に基づく「大分市景観条例」によ

り色彩変更行為届出・審査手続きを経て平成 23 年４月に行った既設１、２号機集合煙突

塗装色と同様のデザインを施すことで、発電所全体としてのより良い景観を目指すことと

している。

これらの措置により、主要な眺望景観の変化の状況をフォトモンタージュ法により予測

した結果、主要な眺望景観として抽出した5地点において、増設する３号機の煙突及び建

屋が出現するが、主要な建物等は必要最小限の規模とすること、煙突及び建屋の色彩を周

辺の自然環境（海・空）と調和させ、主要な眺望景観に対する影響に配慮したものにする

ことから、視覚的な攪乱はほとんどないものと考えられる。

以上のことから、施設の存在による主要な眺望点からの景観及び主要な眺望景観への影

響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

3.2 人と自然との触れ合いの活動の場

3.2.1 主要な人と自然との触れ合いの活動の場（資材等の搬出入）

資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響に関しては、環

境保全措置として、発電所関係者の通勤においては乗り合いの徹底等により車両台数の低

減を図ること、原則として車両が集中する通勤時間帯は搬出入車両台数の低減を図ること

等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所関係車両の交通量が最大となる定期検査時において、主要

な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける発電所関係車両の占め

る割合は最大で0.36%となっている。

以上のことから、資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に及ぼ

す影響は実行可能な範囲で低減されていると考えられる。

４．環境への負荷に区分される環境要素

4.1 廃棄物等

4.1.1 産業廃棄物

4.2 温室効果ガス等

修正
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修 正 比 較 表 （案）

修 正 前 修 正 後 備 考

しては最新鋭の発電端効率が46.5％（低位発熱量基準）である設備を採用すること、発電

効率に優れている３号機を優先稼働すること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、発電所の発電電力量あたりの二酸化炭素排出量は現状の

0.795kg-CO2/kWhから0.774kg-CO2/kWhと低減される。年間総排出量は現状の277万t-CO2/

年から329万t-CO2/年と増加するが、本計画は大分製鐵所の高炉改修による副生ガスの増

加を、発電効率に優れているコンバインドサイクル発電設備で受け入れることにより、エ

ネルギー資源の有効利用を図り、高効率な発電設備の利用率向上などを確実に実施するも

のである。

以上のことから、施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出による環境への負荷は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

4.2.1 二酸化炭素

施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出に関しては、環境保全措置として、大分製鐵所から

発生する副生ガスを発電用燃料として有効利用するとともに既設１・２号機の重油使用量

を低減すること、３号機に１５万ｋＷ級の副生ガス専焼コンバインドサイクル発電設備と

しては最新鋭の発電端効率が46.5％（低位発熱量基準）である設備を採用すること、発電

効率に優れている３号機を優先稼働すること等の対策を講じることとしている。

これらの措置により、年間総排出量は現状の277 万 t-CO2/年から 329 万 t-CO2/年と増

加するが、発電所の発電電力量あたりの二酸化炭素排出量は現状の0.795kg-CO2/kWhから

0.774kg-CO2/kWhと低減される。

また、本計画は大分製鐵所の高炉改修による副生ガスの増加を、発電効率に優れている

コンバインドサイクル発電設備で受け入れることにより、エネルギー資源の有効利用を図

り、高効率な発電設備の利用率向上などを確実に実施するものである。

以上のことから、施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出による環境への負荷は、実行可能

な範囲で低減されていると考えられる。

表現の見直し


