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環境審査顧問会火力部会 

議事録 

 

１．日 時：平成25年６月４日（火）13：00～15：30 

２．場 所：経済産業省別館１階 １０８号会議室 

３．出席者 

  【顧問】 

   市川部会長、安達顧問、石丸顧問、植田顧問、角湯顧問、川路顧問、北林顧問、 

清野顧問、河野顧問、島顧問、関島顧問、中園顧問、日野顧問、藤原顧問、 

水野顧問、森川顧問、渡辺顧問 

 

  【経済産業省】 

   田所前統括環境保全審査官、磯部新統括環境保全審査官、樫福環境審査担当補佐、 

   高取環境審査分析官、日野環境保全審査官、鈴木環境審査係 他 

４．議 題：（１）環境影響評価準備書の審査について 

・中部電力株式会社 西名古屋火力発電所リフレッシュ計画環境影響評価

準備書 

① 補足説明資料、愛知県知事意見及び環境大臣意見の概要説明 

② 環境影響評価準備書に係る審査書（案）の説明 

（２）その他 

５．議事概要 

 （１）開会の辞 

 （２）配付資料の確認 

 （３）環境影響評価準備書の審査について、中部電力株式会社 西名古屋火力発電所リ

フレッシュ計画環境影響評価準備書について、事務局から補足説明資料、愛知県

知事意見及び環境大臣意見の概要説明を行った後、質疑応答を行った。 

 （４）環境影響評価準備書の審査について、中部電力株式会社 西名古屋火力発電所リ

フレッシュ計画環境影響評価準備書について、事務局から環境影響評価準備書に

係る審査書（案）の説明を行った後、質疑応答を行った。 

 （５）閉会の辞 
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○顧問  どうもありがとうございました。 

 では、先ず補足説明資料に関して質疑を行いたいのですけれども、最初に一番重要な、

11ページの「３生物系に対する環境保全措置の効果の考え方（表現）」をどうするかとい

うことについて、何かご意見があれば。 

○顧問  私が言い出したことだと思いますが、今まで新設のときには、影響は軽微であ

るという書き方をしてきたわけです。それは、生物に対する環境の影響というのは複雑な

生態系の中で薄められていき、ダイレクトに影響が出てくるということは考えられないか

ら軽微であるという言い方を許されてきたのだと思います。それと同じ考え方に立つのな

らば、改善をしたものがダイレクトに物事の改善につながるということはないだろうとい

うことになります。複雑系だからこそ軽微になり、逆に今度は、改善したときもそんなに

はっきり出てくるものではないというのが生態系の考え方なわけです。その考え方でいく

と、効果の不確実性は小さい」というような書き方はやはりまずい。もともとは「効果は

確実である」だったのですが、確実ということは絶対に生物の場合には言えないことで、

どうしようかと思ったのですけれども、やはり行政の中では慣習としているような文言が

あるということで、それといろいろと意見を交換した結果、「効果の不確実性の程度は小

さい」という、こういう書き方が行政的には受け入れやすいのではないかということで話

をしました。それが実情でございます。 

○経産省  事務局から補足説明させていただきます。 

 実は、顧問の方から、先ほど言ったように、原案が「不確実性はない」とかいう断定的

な表現の原文でした。それにつきまして、生態系とか生物はそんなものではないというこ

とで、顧問の方から、「確実であるとは言えない」という案も提示していただきました。

非常にわかりやすい表現で採用しようかなと思ったのですけれども、発電所アセス省令と

いうのがございまして、不確実性の程度は大きいとか小さいという表現がありましたので、

こういう形にさせていただきました。 

○顧問  では、あとは技術的な確認のところが多いと思いますので、全てまとめて、ど

こからでも構いませんので。事業者からの補足説明資料に関して、ご質問等ございました

らよろしくお願いいたします。 

○顧問  説明済みなのですけれども、補足説明資料の20ページ、飛島村公民館分館で浮

遊粒子状物質の高濃度測定値の要因について調べたという内容で、下に表─１として測定

値と風向・風速が載っております。私がちょっと気になったのは、風向・風速の値が名古
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屋気象台の結果です。地図を見ますと、現地と20㎞ぐらい離れているんです。それで、現

地は海辺に近いところですが、気象台は内陸ですね。そんなことで、大局的に見れば名古

屋気象台のデータを使うという方法もあるとは思うのですけれども、もうちょっとローカ

ルなことを探るにはもっと近い気象データが欲しかったなという感想なのですが、観測点

はないのでしょうね。 

○顧問  事務局はちょっと承知していませんので、事業者側の方からご説明させていた

だきます。 

○事業者  風向・風速を一般的に測っている気象官署、一番近い場所が名古屋気象台と

いうことになりますので、この大気の測定期間に合わせたデータが採取できたのがここだ

ということでご理解をお願いいたします。 

○顧問  いたし方ないということで、了解しました。 

○顧問  今のお答え、ここの公民館の分館というのは浮遊粒子状物質の濃度を測ってい

るわけですけれども、そこで風向・風速のデータというのはないのですか。あるいは、そ

のほかの大気汚染の常時監視局（一般大気測定局）。 気象官署はないというのは理解で

きますけれども。 

○事業者  済みません、先ほどちょっと正確に答えをしませんで申しわけございません。

中部電力環境部の者です。 

 気象官署とお答えしたのですけれども、実は一般大気測定局でも風向・風速等を測定し

ている局がございますが、実はここの測定局では風向・風速を測っていないということで、

一番近い風向・風速がとれるデータということで示しているということでございます。 

（火力部会終了後、事業者より訂正：気象官署とお答えしたのですけれども、気象官署よ

り近い場所の一般大気測定局で風向・風速を測定している局がございますが、その風向・

風速は気象官署とほぼ同様な傾向であることを確認しております。） 

 

○顧問  発電所にはなかったのですか。 

○事業者  発電所の中は、風向・風速計が地上気象ではないものですから、今回現況調

査の中で測りましたけれども、それは観測期間がこことはずれていますので、このときの

データはないということになります。 

○顧問  これは高濃度が測定された４回の気象状況の参照という、そういうふうな意味

だったら、本当は常時監視局は近隣に当然あるわけですから、できたらそちらの方がよか



- 4 - 

 

ったなという、そんな感じですけれども。これは風速が小さいから、そういうふうなとき

に高濃度になるわけですから。別にこれでも悪くはないとは思います 

○顧問  私は２回目の現地調査に行っていないのですが、補足説明資料の54ページと57

ページともに、伐採後の再生に係る確認調査の必要性の回答の中で、最後の項目で樹林帯

タイプの緑地の樹種の選定が載っておりますけれども、これ自身は植木屋さんが入れてい

るものが多く、クロマツ、シラカシの、このシラカシは本来海岸沿いでは非常に弱い木で、

一度波や潮をかぶると死んでしまいますから、ここには入れるべきものではないと思いま

す。スダジイ、アラカシ、あるいはタブノキとか、海岸に 

生育できる種を入れるべきです。さらに次のシャリンバイは野鳥の食餌木で高木にならな

い木ですから、食餌木の方に入れる方がよろしいです。それから、ウバメガシも、埋め立

て地はみんな造園木として植えておりますが、ここでは成長が悪いですし、鳥が好んで食

べるものでもないので、除いた方がよろしいです。この知多半島あるいは濃尾平野から続

いた平地でも生育しているスダジイ、アラカシ、タブノキ等を入れられた方が森林を造り

やすい。これは、54ページ、57ページともに直された方がよいと思います。 

 それから、ここでは生物多様性をたくさん考えていただいて大変よろしいのですけれど

も、56ページでは、緑化に当たる基本方針で「環境の保全の見地から、発電所敷地に可能

な範囲で緑化する計画としています」としていますが、ここには保全とともに防災を必ず

入れる事も是非考えていただきたいことです。２番目に生物多様性への配慮が書いてあり

ながら、防災については別に書いてありません。ただ、たしかどこかで見たのですが、排

土を利用してマウンドを造るということを示しておりましたので、それは防災につながり

ます。その上に生育するものであれば郷土種を密植することで、階層化と密植で十分防災

につながっていくことだと思いますので、防災につながることを一言つけ加えていただき

ますと、次に続いて発電所立地を計画される方々のモデルになると思います。その点、要

望と訂正をお願いします。 

○経産省  前回も、防災上の観点も重要なので、原町火力とかを例としてご指摘いただ

きました。それを受けまして、事業者の方に確認しております。事業者としましては、そ

ういう防災も念頭に置いて緑化をするというふうに聞いております。先ほど、マウンドと

いう話がありましたけれども、補足説明資料では47ページにちょっとうたってございます。

詳細につきましては事業者の方からご説明させていただきます。ウバメガシとかスダジイ、

こういったものも修正することになろうかと思いますけれども、事業者から直接ご回答さ
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せていただきます。 

○顧問  ちょっとつけ加えます。今の47ページのところに、確かに「水はけや根のはり

などに考慮し山形となるように造成する計画です」と、これは非常によいのですが、「山

形とし、生物多様性を保持し、また、防災機能を有する緑地を造成する」と入れていただ

くともっとよくなると思いますので、是非入れていただければと思います。 

○事業者  まず、樹種でございますが、現地調査も含めて郷土種ということで今回選定

をしておりまして、先ほどの波をかぶると弱いというようなことについては、発電所の中

でも当然海岸に近い緑地帯と、今回、発電所から一番中に入った部分でも緑地をまとめて

構築するようなことも考えてございますので、緑地する場所に応じて、また地元種をどう

やって植えていくかというのは詳細に考えていきたいと思っております。そうした中で、

波をかぶる、かぶらないというところは反映をしていきたいなということで予定をしてご

ざいます。 

 それから、マウンドの件でございますが、今回緑地造成に当たっては、構内で発生する

残土を盛土に使うということで、発生土量は今回準備書の中にも書いてございますけれど

も、それを構外に持ち出すことなくマウンドにするということで、余り大きなマウンドは

ちょっと期待はできないのですけれども、この発生土の中でできるマウンドを設けるとい

うことで、ある意味、今回緑地という意味では水はけがよくなる。それから、当然、水は

けがよくなるように根が張るということは木もしっかりと立ちますので、津波等が来た場

合もそれに耐え得るということも当然、一部貢献できるのかなとは思っておるわけですが、

今回、津波について中央防災会議等の試算結果では、今のところ発電所の敷地の高さまで

は来ないということなので、１つはそれを大前提としているということと、もう１つ、今

後見直しがされれば当然それに応じた防災機能というのも反映はしていきたいとは思って

おりますが、１点はやはり、ここの発生土でできる範囲でやらせていただきたいというこ

とで、これは今後、詳細の工事の中でマウンド形成についてはやっていきたいなというふ

うに考えてございます。 

 実は防災という言葉を使うところで、環境アセスという中で補足説明書の中でどこまで

書くかということで、我々としてもちょっとそこまで踏み込んだ書き方をしなかったとい

うのは正直なところでございます。 

○顧問  マウンドは大変よろしいと思います。できるところまでやっていただけたら。

ただ、防災の言葉ですけれども、今、90年以内に、あるいはここ30年から60年以内に90％
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は大地震が来ると言われているくらいですから、これからは、やはり海岸沿いに立地する

ということでは、ある程度の。軽減できる形という意味の防災という意味で造っていただ

ければ。防災という言葉をこれから使っていただいたらと思います。 

○顧問  経済産業省がアセス図書に防災まで踏み込んで書くかどうかという、そこの判

断だと思いますが。 

○経産省  緑化をするということと防災というのは、やり方次第で一挙両得というので

すか、非常にすばらしい考えだと思いますので、是非、防災をイメージした緑化をしたい

というのは非常によいことだと思っております。ただ、環境要因というのですか、環境基

本法の中には防災というのは入っていないように記憶しております。ただ、非常に重要な

ことなので、同じお金をかけてものを構築するときに、最近特に防災は注目されています

ので、一挙両得ということで是非事業者の方はご理解していただきたいと思います。また、

残土の話が出ましたけれども、実際にやってみないとわかりませんが、残土が出てくれば

少しでも防災のイメージを出していただければ有り難いと思っております。 

○顧問  私が質問した補足説明資料の21ページの環境基準の年平均相当値のところとか、

それから、日平均濃度、26ページとか25ページあたりなのですけれども、ここはちょっと

何か質問の答えをはぐらかされて書かれているような気がしているのです。21ページで私

が聞いたのは、環境基準が0.04から0.06なので、0.06を使ってどうして0.04は使わないの

ですかという、そういう質問だったと思います。それから、日平均の話は、質問そのもの

ではなかったと思うのですけれども、極端なことを言うと、発電所寄与の濃度最大とバッ

クグラウンド最大を足すようなこともあるのではないかというような、多分そういう意見

だったと思うんですけれども。それがいいかどうかは別にして、それをしなさいというこ

とではなくて、現在のような0.06を使った長期的評価とか、その日の濃度を合わせた日平

均の評価について聞きたかったので、それについてちょっとお答えをいただきたい。ここ

に書いてあるのは、やられていることをそのまま確認で書かれただけのことだと思うので

すが。 

○経産省  事業者の方、実際にこういう考え方で書いたということをちょっと整理して

いただいて、後で整理されて答えることはできますか。部会長、後でよろしいですか。 

○顧問  火力発電所の大気の評価の方法というのは、従来長期評価に関しては0.06を使

っていたという、多分そういうことだと思うのですけれども。それから、日平均に関して

は、寄与濃度最大とバックグラウンド最大を足すのではなくて、特定の日に着目して評価
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しているのだという、そういうやり方をとってきたということだと思うのですけれども、

そういう方法でやっているのだということをきちんと言ってほしかったのです。 

○事業者  0.06を使うことは従来からやってきている手法だということは、ちょっとそ

ういう書き方はしておりませんでしたけれども、まさしくそのとおりでございますし、高

濃度に対して寄与濃度が高いときとバックグラウンドが高いときを足すということではち

ょっと過大な評価になるということで、その評価をせずに今回のようなやり方をしている

というのは、これまでの…。 

○顧問  だから、その過大評価になるので、現実的な日を選定してというような、そう

いう答えを期待していたのですけれども、そうではなくて、答え方が実際にやられている

ことを繰り返し書かれているような感じがしたので。 

○事業者  過大な評価になるということは、まさしくそういうことなので、我々の言葉

が不足していたということになるかと思っています。 

○顧問  この補足説明資料というのは、このままずっと残るのですか。 

○経産省  はい、残ります。 

○顧問  ということは、20ページですけれども、先ほどの、これは細かいことなのです

けれども、一番下の「飛島村聞き取り調査結果」の表現は変で、データは明らかに公民館

からもらったデータを使っているだけだから、この「聞き取り調査」というのは用語がそ

ぐわないですよね。普通、聞き取り調査は相対的なものだから、それがどうしてこの３月

７日がこんなに重要なのかという、ここは意味ないんですよね。この「聞き取り調査」っ

て変でしょう。 

○経産省  事業者の方、ちょっと確認させてください。これは出典そのものではないで

すよね。事業者が加工されたということですか。聞き取り調査結果と年報をもとに作成し

たということでよろしいですか。だとすれば、ちょっと修正させていただきます。 

○事業者  ありがとうございます。公表されているデータがないということで、実際に

飛島村公民館分館の測定局のデータを聞き取りに行ってきたということで、こういう表現

をさせていただいているということです。 

○顧問  補足説明資料の41ページのスナメリの件なのですけれども、この前、説明をい

ただきました。それで、内容は大体理解しているつもりなのですけれども、この表現が、

11行の中に「生息」という言葉と「出現」という言葉と「利用」という言葉が出てくるの

ですね。これはそれぞれちょっと生物学的には意味が違いますので、ここでやられたのは
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出現を見たというのが本当ではないかなと思いますので、そのとおりにされる必要はあり

ませんけれども、ちょっとご検討して、誤解がないように少し整理をされた方がよいので

はないかなと思います。今すぐ校正するのは大変ですので、時間があれば校正して、もう

少し読みやすい文章にしていただきたい。 

○経産省  わかりました。検討して、よりよい表現に工夫させていただきます。 

○顧問  補足説明資料の52ページ、53ページのハヤブサの餌動物ということで、大変念

入りに観察されて感心したのですけれども、私、現地調査に行っていませんのでちょっと

勘違いしているかもしれませんが、例えば53ページの凡例の中で１から８までずっと鳥の

名前が並んでいるのですが、９番で昆虫とありますね。これは非常に私は興味があるのだ

けれども、ハヤブサが昆虫をつかまえているところをよく見たなと思うのですが、まずこ

の昆虫というのは何なのでしょうかというのが１つ。 

 それから、不明種がこれだけ多いのですが、昆虫が出てきたということになると、鳥で

不明種なのか、昆虫で不明種なのかというのがわからなくなってくる。これはどちらをと

るかによって随分解釈が違ってくるので、その辺を１つお聞きしたいなということがあり

ます。 

 それから、先ほど緑化の話が出てきましたけれども、確かに多様性という観点から緑化

というのは非常に大事なことだと私も思います。ただ、今回ハヤブサの餌動物ということ

から考えると、ドバトが多いということになる。ご承知のように、ドバトの数というのは

緑化面積とは反比例になります、すなわち緑化していないところの方がドバトが多いとい

う話になりますので、鳥の多様性を守るのであれば緑化すればよいというような、そうい

う緑化という考えによるエクスキューズが全てに当てはまらないということはちょっと考

えておいていただいた方がよいかなという感じがします。 

○事業者  まず、ドバトの件でございますけれども、ドバトについては、周りが工場地

帯ということで、そういうところもドバトの生息地という意味では発電所に寄与している。 

○顧問  ドバトはもう大体、ここだったらいるところだということはわかっていると思

うので、ただ、緑化することによってドバトの生息範囲が狭まれたという話もあるよとい

うことだけ。これは単なるコメントです。 

○事業者  承知いたしました。緑地については、既存の緑地と同程度整備するというこ

とで今考えてございます。 

 それから、不明種… 
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ハヤブサのえさ動物が不明種とは、調査したものが小さいので不明だったということなの

ですが、昆虫だったということが確認できたものは昆虫として評価をしておるのですけれ

ども、小さくて不明であったということで。 

○顧問  昆虫が多いということですか。 

○事業者  昆虫が多いかどうかもわからないということです。餌をくわえているという

ことで。 

○顧問  通常はハヤブサだったら餌動物は鳥だと思うのだけれども、ここで昆虫をとっ

たというのがよく見えたなと思って感心しただけの話で、昆虫というのは何だろうと。鳥

ぐらいの大きさの昆虫というのはめったにいませんので、すごいなと思ったのですけれど

も。 

○事業者  53ページの図を見ていただいて、９番の昆虫という表記の場所ですけれども、

線が仕切っている場所が今回の対象事業実施区域でございまして、ここが発電所の中でご

ざいます。観測はこの発電所の中で行っておりまして、９番というのを見ていただくと、

発電所に比較的近い場所だったので昆虫だということが確認できたということで書いてあ

るということです。 

○顧問  例えば昆虫というのは何だろうなと。 

○事業者  昆虫の種類ですか。 

○顧問  はい。いわゆる草地か何かに。それとも何か、工場敷地か何かで虫をつかまえ

たなという感じですか。 

○事業者  ちょっと今、手元にないので、申しわけございません。 

○顧問  では、これはわかれば回答していただくということでよろしいですか。 

 県知事意見と環境大臣意見について何かご質問がございましたら。──よろしいですか。 

 では、次の経済産業省の審査書（案）の説明をよろしくお願いいたします。 

 

②環境影響評価準備書に係る審査書（案）の説明 

 

○顧問  只今の審査書（案）の説明について、ご意見、ご質問を。 

○顧問  １点は重箱の隅をつつくようなことなのですけれども、35ページの水の濁りの

ところなのですけれども、表現が、多分口が滑ったとは思うのですが、水の濁りの主な環

境保全措置で、「80mg/L以下に処理し」とあります。結びが「排水量を低減する」と、「量」
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に変わってしまっているのですよね。薄めて出せば幾らでもよいととれる文章なので、ま

ずいのではないかと。濃度を言っていて量を低減するというふうにはいかないはずなので、

ちょっと変ですよね。 

○経産省  35ページで、 (2)の水の濁りの丸のところで、ぽつが２つありまして、１つ

目は今ご指摘がありました「自主管理値として80mg/L以下に処理し、仮設排水口から海域

へ排出する」。その次の丸ぽつが工事排水となります。 

○顧問  工事排水になるからよいということですか。 

○経産省  はい、そういう理解だったのです。 

○顧問  あと気になったのは、これは科学論文にはないのですけれども、予測結果は全

部表だけなのです。要するに、普通我々は結果のところに文章が何もないと、表だけはだ

めよと。評価結果で予測結果のことは触れているのですけれども、全てがある意味では予

測結果が表だけなのです。確かに長くなるから問題はあるにしても、それで許せるのは、

現状の数値があってという表なら評価結果を見ながら何とか読み取れるのですけれども、

しかし、予測結果が文章化されていないのでぴんとこないのが結構ある。ですから、言っ

たように、現状と予測がある分については何とかなるのですけれども、例えば53ページの

温室効果ガスなのですけれども、主な環境保全措置が書いてあって、予測結果が書いてあ

って、実行可能な範囲で低減と言うのですけれども、何で実行可能なことなのですかと。

というのは、こういうときは、難しいにしても、この主な環境保全措置、乗り合いを徹底

しなかったらどれくらいかですよね。急発進、急加速しなかったらどれぐらいあって、そ

の努力が、これをやればこうなるというふうにしていないと、別にこれは、ただ計算した

ら低減されているということになりますか。普通は、せめて何もしなかったときの予測値

はこれで、それでこれだけ努力すればこれだというのが普通なのですよね。だから、こう

いう現状の数値がない場合、何かどうかなと思うのですが。 

○経産省  従来からこういう形で来ています。これをやらなかったらどれくらいの数字

になるかというのは試算しようと思えばできるかと思いますけれども、やはり環境保全措

置ということで、できるところを全てやります。それで、その結果としてこれぐらいにな

りますということで、これはだから実行可能な範囲内で低減しているということです。 

○顧問  だから、後ろの方の実行可能な範囲も結構予測で計算しているのだから、大ま

かには出るはずなのですよね。説明している時に比べるものがないのはまずい。これは前

もそうだったと言うけれども、これからはやはりそうしないとまずいのではないか。 
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○経産省  事業者の方には手持ちとしてそういう細かいデータはお持ちでしょうか。 

○事業者  あくまでも環境保全措置をとってこうなりますという予測をまずやって、そ

れでどうかという評価をしますので、環境保全措置をとらない場合の予測は行っておりま

せん。 

○経産省  主な影響ですとか、主な保全措置の効果を測るようなデータというのはある

のですか。全てはやっていないと思いますが、大きな効果のある保全措置をやるとこれだ

け低減しますというデータというのはあるのでしょうか。 

○事業者  例えば、通勤で乗用車１台に１人で来るのとワゴン車で10人乗ってくるので

はやはり台数が違いますので、そういう台数は当然計算しようと思えばできますけれども、

あくまでも例えば通勤については乗り合いで行くということで台数を設定しているという

ことで、計算していないということです。 

○顧問  だから、この全工事期間で計算できるということは積算基礎があるわけだから、

簡単に出るはず。細かいきちんとした数字ではなくて、これくらいは下がるという目標値

を出さないと。今後への提案でも構いませんけれども。 

○顧問  それと、準備書、評価書の書き方のところと審査書の書き方のところ、両方あ

るのですけれども、審査書はこの表だけでよいのかという、何か…。 

○顧問  全体にかかわってきてしまいますけれどもね。 

○顧問  ええ。そこはやはり経済産業省の方で判断いただいた方が。 

○経産省  大変申しわけないのですけれども、現状は、今までお話ししましたように、

工事関係であれば工事車両が工事期間中どの時点でピークになるのかをある程度予想して、

その時点での工事車両の台数をもとにして、ここに書いているようなものを出すことにな

っております。これが現状でございます。環境アセスというのは、大気も、景観の分野も

そうなのですけれども、絶えず進化をしておりますので、別の分野でも宿題をいただいて

おります。非常によいことなので、私ども事務局としてはよりよい、わかりやすい審査書

を目指しており、貴重な意見として承っております。ありがとうございました。 

○顧問  先ほどの予測結果の書き方は、全部表だけになってしまっているのですけれど

も。 

○経産省  顧問ご存じだと思いますが、以前はこの予測結果を文言で書いてありました。

今ですとやはり分科会を開いていないというところもありまして、また、文言ですといろ

いろ意見を出していただいて、それがこう直せとかいう話になりまして、結局、それより
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も予測結果でこういう表というのが非常にわかりやすいというところではないかなと思い

ます。それで最近はこういう表方式を用いてきているような状況であります。 

○顧問  ちょっとついでにですけれども、この審査書というのは独立するわけですね。

表もそうなのですけれども、図をところどころ見ていると、準備書の図を参照にしてくだ

さいというのが。例えば、大気のところなんかだと、どこかにありました。 

○経産省  予測地点とかいうものですね。 

○顧問  例えば、これは騒音ですけれども、審査書の58ページの表の下に、最大地点を

三角で書いて、これは準備書の620ページを見なさいというふうになっているのですけれ

ども、この審査書自身が独立した形で出るのであれば、先ほどの意見のように、表には文

章を入れるというのと、図の引用はこの中で完結するような形で引用する、載せるという

ことも今後検討していただけたらと思うのです。 

○経産省  今の顧問のコメントなのですけれども、実は、この審査書の冒頭の「はじめ

に」のところでにじませております。要は、準備書をもとにして審査をした旨を中ほどに、

本審査書は事業者から届出された準備書について審査の結果を取りまとめたものであると

記載しております。ここが、「もとに」とかいう言葉でしたらもっとすっきりしてよろし

いのかなと思います。 

 それから、なお書きで、環境審査要領及び審査指針に照らして、審査の過程では環境審

査顧問会の意見とともに、準備書についての地元の周知に関して事業者から報告のあった

地元住民意見及び事業者見解並びに最後に補足説明資料の内容を踏まえて行った旨が記載

しております。「準備書をもとに」とか「準備書を受けて」とか書けばよろしいのでしょ

うけれども、今のところこういう形になっております。 

 それで、私どもとしてはこの審査書で完結したいのですけれども、データが物すごく大

きいということと、一般の方や専門の方も見られます。そういった意味からすると、やは

り正確性を期することも大事と思っております。このため、事業者が届出されました準備

書に戻れるようにした方がよろしいのかなという形でこのような表現をさせていただきま

した。過去のものを見ますと、完結しているものもありますがそうしますと、地点名を①

とか、地点名「何々学校」とか「何々小学校」というのがある場合は、それを説明するの

に、「発電所から北10㎞」とか「近傍」とか、そういう枕言葉をつけて工夫した例がござ

います。しかしながら、今回は迅速化というお話もありますので、このように、やはり審

査書と準備書は一体であるという考えのもとにこういう表現をさせていただきました。 
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 ちなみに、午前中、風力部会を行いましたけれども、風力部会では審査案件がたくさん

あるということで、審査の進め方を合理化をしております。その審査書（案）の中に、明

確に「この審査書は、事業者から届出があった準備書または方法書をもとに作成した」旨

記載させていただいております。したがいまして、今後事務局としては、審査書と準備書、

さらには、補足説明資料、こういったものを一体としてトータルで見たいなと思っており

ます。 

○顧問  では、準備書と審査書は一体だということで、こういう書き方らしいですので、

ご了解ください。 

○顧問  今まで多分、この火力のアセスでは、工事自体の運搬とか建設機械の稼働の温

室効果ガスの削減というのは項目がなかったのです。だから多分入れない方がよかった。

これは努力目標なのです、だから、数字であらわさないで、こういうことをやります、低

減しますと書いた。この数字を出してしまうから議論になってしまうのだと思う。本来は。

非常に真面目にやったのだと思うのですけれども。 

○顧問  僕も顧問のおっしゃるとおりだと思うのです。今までこういうふうな評価はな

かったですね。これはむしろ経産大臣の審査書として、この工事に係るＣＯ₂の排出量に

ついて云々するということ自身がおかしいと思います。稼働中のＣＯ₂の排出量について

は非常に意味があるわけですけれども、工事のときのＣＯ₂の排出量などを、これは準備

書にはそういうふうな項目で書いてあるとしても、大臣の審査意見としては書かない方が

僕はむしろよいのではないかと思います。余分なんですよね。こんなのは無視できるぐら

い小さいから。 

○経産省  これは県知事意見を踏まえて評価項目を追加したものです。 

○経産省  ちょっと補足説明させていただきます。 

 補足説明資料の29ページをご覧いただきたいと思います。28、29ページでもよいのです

けれども、例えば、28ページをご覧いただきますと、表の一番下に温室効果ガス、二酸化

炭素がございます。それで、工事の実施のところがゴシックで「○」となっております。

通常であれば、今までの発電所アセスの別表５ですと、運転開始、施設の稼働側に「○」

がついておりますが工事中の実施については「○」がついておりません。即ち、工事の実

施については参考項目になっておりません。しかしながら、この西名古屋の地点におきま

しては、注書きの２ぽつ、「○」は飛島村の対象実施区域から環境影響項目として選定し

たものということで、愛知県知事意見に基づいてやらざるを得ないということでございま
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す。それから、同じように29ページ、知多市でございますけれども、同じように温室効果

ガスの工事中の実施に「○」がゴシックで２つ書いてあります。これも同じように愛知県

知事意見に基づいてやることになったということでございます。したがいまして、国の評

価書については、場合によるともう少しトーンダウンしてもよいのかなというところでご

ざいます。 

 国の審査書をどうするかということですが、基準は準備書をベースに審査した方がより

わかりやすいのではなかろうかということでこのような形にさせていただいております。 

○顧問  大変よくわかりました。それで、今、知事意見という形ですけれども、今の説

明、審査書の一番最初には、一番最後のところにこの審査書をどうして作ったかというの

があって、顧問会の意見を聞くというのと、地元住民等への周知に関して、報告のあった

ものについて見解を配慮しつつとありますね。ここに愛知県知事と環境省からの意見が出

ていますが、この意見が審査書にどう反映されているかということはどこにもないのです

ね。要するに、それは今回とは関係ないのだということなのか、それともこの審査書では

この知事意見と環境大臣の意見はどこかにきちんと反映されているのか、それのどちらか

をはっきりさせていただきたい。以前はたしか、その意見に対してどういうふうに取り扱

ったかというのがあったように思ったのですけれども。 

 済みません、もう１点だけちょっと一緒に言わせていただければ。これは別のことなの

ですが、補足説明資料、これは事業者さんの方にちょっとお願いしたいのですけれども、

関係はないのですけれども、質問項目が物すごく簡単に書かれているので、何を質問した

かというのが全くわからないのです。ということは、先ほど部会長からもありましたけれ

ども、これに対する回答がこれでよいのかどうかというのも、これを見ただけでは見当が

つかないです。要するに、もう少し詳しく質問しているはずなんですよ。この面はどうい

うことでこのことについて説明したというのがあって、それに対する回答がないんですよ

ね。だから、この審査書の中にもそのまま日平均値のバックグラウンドがそのまま使われ

ていますでしょう。でも、それがなぜそうなっているのかという理由は全くわからない形

になっているので、顧問会としてこれを追認してしまっては、決して納得できないなとい

う感じはするのです。 

○顧問  ２つ目は、今後事業者さんに是非お願いしたいということでよろしいですね。 

 では、前半の、環境省さんと県知事意見の反映の話をお願いします。 

○経産省  まず、県知事意見でございますけれども、これについては、この審査書案に
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は書いてございませんが、この後、事務方の決裁の中で、この審査書案と知事意見を添付

して、内部手続に入ります。過去、顧問会においては、知事意見に対してどのように環境

保全の観点で採用するかしないかというケースも出してございます。環境大臣意見につい

ては、２回目の顧問会のタイミングに間に合いませんので、要は、知事意見が出た後すぐ

開催しておりました関係で環境大臣意見がちょっと遅れるわけでございます。大体45日ぐ

らい審査時間がかかるわけなので、顧問会はそれまで待てない。したがいまして、環境大

臣意見については経産省の方で事務的に採用するかしないか、審査をしております。 

 もうちょっと補足しますと、今までは顧問会で議論して経産省としてこういう審査書が

できます。これで経産省の意見はこうですよということが固まりますので、それをもって

経産大臣から環境大臣に意見照会をいたします。 

 今後、冒頭申し上げましたようにアセスの迅速化という動きがございます。環境審査顧

問のご協力に基づきましてスピーディーな対応ができるということ、それから当省をはじ

め、関係地方自治体、環境省ともにできる限り迅速にやるということで、審査を早目にス

タートするということで合意形成されております。具体的には、本日ご審議いただいたよ

うに、顧問会の場で知事意見と環境省の意見の内容が提示されますので、環境保全という

観点でご意見をいただきたいと思います。当然、行政の施策というところもあると思いま

すが、そこについては我々事務局が責任を持って判断するわけですけれども、環境保全上

の観点、学術的な観点、専門分野的な観点からご意見をいただければ、それを事務局が慎

重に参酌して勧告の方に反映するという流れでございます。したがいまして、顧問がおっ

しゃられたように、ここのところは今回もう少し明確に書く方がよいのかなという気もい

たします。 

○顧問  今回は環境大臣意見と知事意見は入っていないということですね。今後は入れ

る可能性があるということらしいです。 

○顧問  今後も入らないの。 

○経産省  現状を申し上げますと、知事意見は入れるのかなと思っております。環境大

臣意見については非常に施策的なところもありますので、ちょっとグレーゾーンです。た

だ、環境保全という専門的な分野からのご助言などは、私ども行政的なサイドから採用す

るかしないか、又は勧告文を修正するかしないか、そういったところは私どもの責任で対

応したいと思っております。 

○顧問  そうすると、先ほどの工事中のＣＯ₂の件は、かつてであれば顧問会では、こ
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れは取り入れたか取り入れないという表になっていましたね。今回もし、向こうから工事

中も評価せよと言われたけれども、こういう事情で取り上げなかったとしてしまえば先ほ

どの話になるわけですね。だから、その取捨選択については、もう取り入れると決めたわ

けですね。だったら、先ほど言ったように何もしなかったらという数値が要るでしょうと

なってしまう。 

○経産省  方法書の段階でそういう意見をいただき、それを反映して事業者がそれを選

定して採用しました。それで準備書が出てきましたということです。 

○顧問  方法書の段階の顧問会のときに比較をしなさいという意見を出さないといけな

かった。 

○顧問  審査書（案）の内容で、50ページの一番下の行なのですが、ハヤブサに関して、

現地調査では「対象事業実施区域外でのみ採餌行動を確認したが」と書いてあります。し

かし、補足説明資料を見ますと、53ページなのですけれども、この図の中では、なぜか対

象事業実施区域内で採餌行動が見られているのです。だから、準備書の段階では対象事業

実施区域外でのみ見られたというのだけれども、この審査書（案）の中に補足説明資料ま

で勘案して入れるかどうかという話になります。 

○経産省  ありがとうございました。ご指摘のとおりですので、審査書の方を修正させ

ていただきます。 

○顧問  同じようなことですけれども、審査書の37ページで、２つ目の黒ぽつ、「樹林

帯タイプの緑地の樹種の選定に当たっては、周辺環境に適合した郷土種」と書いてありま

して、周辺環境を必死になって今調べてみたのですけれども、要約書の８ページ、９ペー

ジの写真を見る限り、何も緑地がないのです。緑地がないのに、それに「適合した郷土種」

ということ自体が、やはり書くのはおかしいのではないかと。これは前にもどこかの審査

のときに、「周辺環境に適合した」という言葉をよく使われたのですけれども、大体周辺

環境は劣悪な環境ですから、「工場立地に適合した」というふうに直さないとおかしいと

思います。もう周辺に緑地がたくさんあるといっても、例えば知多市、東海市などでは新

日鉄さんが緑地を非常によく造っているのですけれども、当時は苗木がなかったので、ク

スノキ林を造ってしまったのですね。これが適合したものではなくて造ったものですから、

やはりそういう悪いものもみんな含めて「適合した」というのは、その工場立地に適合し

ていなければおかしいと思うのです。周りに合わせて悪くなる可能性も大きいですし。そ

れは直していただきたいですし、また、先ほど補足説明資料で指摘したものにあわせてこ
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ちらも直していただければと思います。 

○経産省  ありがとうございます。食餌木の名称については修正させていただきます。 

 ちなみに、工場立地に適した云々というところについては準備書の方にも記載されてお

りますので、もし事業者の方で何か情報をお持ちであればちょっと紹介いただきたいので

すが。ちょっと時間がかかりそうなので、進行をお願いします。 

○顧問  では、ほかに。 

○顧問  審査書の67ページですけれども、海生動物の予測結果のところですけれども、

上から２つ目の欄の潮間帯生物（動物）の２行目後半のところから、「取水設備及び荷揚

桟橋の設置に伴い新たな生息域が出現する」と、積極的な評価をされていると思うのです

けれども、これは希望的観測。護岸ができるということは確かだと思うのですけれども、

そこが生息場になるかどうか、同等な機能を持っているかどうか、そういったことはまだ

この範囲では評価できないと思います。今述べたところは、取るか、もしくは、書くとし

ても「生息域」を「護岸」という言葉に変えた方が正確な評価になるだろうと思います。 

 その下の底生生物の２行目のところにも、「既設整備の撤去後には同等の生息基盤が回

復する」と。これは回復するかもしれないし、しないかもしれないし、これもやはりまだ

希望的観測なので、評価としてはこの部分がなくても両方とも十分評価できると思います

ので、取る方向でお考えになられたらいかがかと思います。 

 まだこの一般的な方はよいのですが、この次のページの希少生物のところでも同じ表現

になっているので、希少生物の環境というのは復活させるのはそんなに簡単ではないとい

うのが一般的な理解ですので、そのあたりを含めてご検討をお願いいたします。 

○経産省  ありがとうございました。削除する方向で検討させていただきます。 

○顧問  準備書の方も当然かかわりますね。 

○経産省  はい。事業者の方でちょっとご検討いただいて、もし回答できるようであれ

ば、先ほどの件と一緒にあわせて回答していただければと思います。 

○事業者  先ほどの樹木の件でございますが、この写真に写っている場所、本当に発電

所の近傍ということだけではなくて、伊勢湾奥に発電所がありますので、周辺ということ

ではもう少し広い範囲を含めて植生を考慮して選定しているということで、あとは今発電

所にある樹木ということから選定をしておりますので、ぱっと写真を見て緑地がないとお

っしゃられることはまさしくそのとおりなのですけれども、もう少し広い範囲で選定して

いるということをご理解いただければなと思います。 
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○顧問  飛島村の場合などは、周辺といってもほとんどなかった。野鳥公園まで行けば

植栽したものがたくさんあるのですけれども、本来の緑は埋め立て地なのでなかったので

す。それから、知多の方は丘陵地まで行けばあるのですけれども、あとは工場緑地が東海

市とか知多市の方に入ってしまいます。周辺といってもそれだけ離れていますから、やは

り「本工場立地に適した」と言えば、その周辺からもあわせて適したものを選んだという

ことになるので。以前にも一度問題になったのです。「周辺環境に適した」「合った」とい

うような書き方をするとどうもそぐわない。そういう意味で、「本工場に適した」と言っ

た方が合います。 

○事業者  ありがとうございます。 

○顧問  この場合ほとんど問題になるような影響は出てこないと思いますが、将来の方

向性としてミティゲーションとかそういった概念が出てくると思うのですけれども、そう

いった場合に、ここに書かれたような新しい生息場ができるからそれを使えるとか、そう

いう評価ができるような、そういうのは将来課題として考えていただければと思っており

ます。これはコメントですが。 

○顧問  では、先ほどの海生生物のご意見に対して回答をお願いします。 

○事業者  削除して評価として成り立つということであれば、ここまで踏み込まなくて

もということも考えますので、我々としては当然、今と同じような護岸なり、そういうも

のは構築されるので、同じような生態系の生息の場となるという考えのものでこのような

書き方をさせていただいたのですけれども、影響として、それがどうのこうのというほど

大きくないということであれば削除も可能かなと思っているのですが、ただ、審査書で削

除しても構わないということであれば…。 

○顧問  経産省は削除する方向と先ほど答えられたので。 

○事業者  であれば、評価書のときに削除することは可能かと思っております。 

○顧問  こう書いて、これのバックデータをきちんと準備書の中で示すことができれば

よいと思うのですけれども、まだなかなかそこまでは難しいかなと思いますので、まだ評

価書に書くにはちょっと早いかなと、そういうふうに感じております。 

○事業者  ありがとうございます。 

○顧問  経産省もそれでよろしいですね。 

○経産省  はい。 

○顧問  この会議の最初に、効果の不確実性という話がありました。この問題はそれと
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絡むのではないですか。これは海域に生息する動物だけれども、最初におっしゃった生態

系への影響という場合の書きっぷりとを統一する話ではなかったかなと思います。 

○顧問  最初の話は環境保全措置の確実性の話だったので、ここは影響予測の方ですね。

だから、ちょっと違うのですけれども。 

○顧問  ちょっと言い過ぎだとそういうふうにおっしゃっているわけですけれども。 

○顧問  少し言い過ぎではないかということで、削除する方向でご検討いただくという

ことで。了解しました。これが予測できれば本当にこれにこしたことはないのですけれど

も、まだここまでなかなか言いづらいので、確定的なことはまだ言えないだろうと。 

○顧問  経産省も事業者も削除ということで言われていますので、それでよろしいです

ね。 

○顧問  それほど重要なことではないかもしれませんが、審査書の56ページに施設の稼

働に伴う窒素酸化物についての評価結果がありますが、54ページから55ページに表があり

まして、名古屋市の環境目標値が示されています。この56ページの評価結果によりますと、

その環境目標値は上回っているけれども、環境基準に適合しているから問題ないのだとい

うふうな書き方でありますが、愛知県知事や名古屋市長の意見を見ますと、二酸化窒素濃

度が高いことについてのご指摘もあります。名古屋市の環境目標値についてどういうふう

な評価をしているのかがこの56ページの記載からは読み取れないのですけれども。 

○経産省  現状でも環境目標値を超えています。評価としては目標値を超えていますけ

れども、環境基準を満たしますというところであります。寄与率で見ていただきますと、

非常に小さいというところもあります。 

○顧問  おっしゃることはわかりますし、現状でも超えているわけですから。ただ、こ

の評価結果のところで寄与が非常に小さいというようなことがもう少し明確にわかるよう

な記載をされた方がよいのではないかなという意見です。 

○顧問  現状超えていて寄与が低いということを二言三言ここに入れていただければよ

いということですね。 

○経産省  例えば、数値を寄与率0.01ですか、括弧書きで書くとか。 

○顧問  0.01まで入れなくてもよいと思うのですけれども、現状は超えていて寄与率が

低いという言葉が入っていればよいのではないかと。 

○経産省  ありがとうございます。そのようにいたします。 

 それと、先ほど指摘のあった審査書67ページの件なのですけれども、ちょっと補足説明
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資料をもう一度丁寧に読みましたところ、海生生物が復活するとかそういう表現は書いて

ございません。単純にこういう保全措置をするので影響は少ないという評価になっており

ますので、先ほどの不確実性の議論には影響ないということを確認いたしました。具体的

には補足説明資料の13ページを見ていただきますと、海生生物関係ですが、措置の効果と

いうことで、「桟橋は、海底の設置面積が小さく海域を分断しない杭式ドルフィン形式を

採用することで、動物の生息環境への影響を低減できる」という表現になっておりますの

で、問題ないというふうに考えております。 

○顧問  景観の点ですが、大変よく解析されているのではないかと思います。 

 それに関連して、２点ほどお尋ねしたい点がございます。 

 まず、１点は、補足説明資料の６ページのフェリー航路からの眺望景観でございますが、

煙突の垂直見込角は５度ということでございますね。水平見込角は、ページ１で約35度と

いうふうに記されています。水平角の外観の範囲というのは、ここで拝見するこの緑で縁

取られた範囲と見てよろしいですか。 

○事業者  今、顧問のおっしゃられるとおり、緑地も含めた水平の見込角ですので、緑

地の全体で35度ということです。 

○顧問  そうですね。緑地の広がりで35度ということになり、 

 そこからはみ出す部分というのはそれほどないわけですよね。 

○事業者  このモンタージュにあるとおり、海からの景観であればこの範囲が見えると

いうことになります。 

○顧問  そうすると、この緑が、統一感ある工場景観を形成する上で大きく寄与してい

るということが、効果的に示されているように思えます。大変結構な図と存じます。ここ

では、既存景観の保全以上の「保全」がなされていくものと期待されます。 

 ２点目です。審査書の36ページ、37ページですが、緑が生物の多様性、動物の多様性に

寄与するのだという記述がございますが、そのためにはまず、新たに整備する緑地によっ

てまとまった面積の緑地を確保する策を講じる必要があるということですね。 

 次に、「新たに整備する緑地のうち、樹林帯タイプの緑地は、高木と低木の階層構造と

し、動物の生息基盤の創出を図る」とありますが、ここでは、高木と低木の階層構造とし

て「豊かな樹林の形成を図る」というふうな内容にして、その次の「樹種の選定に当たっ

ては…動物の生息環境の形成に資する…」というような流れにしていただけるとストーリ

ーとしてわかりやすいのではないかと存じます。新たな緑地にまとまった面積を持たせ、
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豊かな樹林を形成させる。そうすることで、その豊かな樹林が動物の豊かな生息環境を保

証してくれるのだと、こういうふうなおつもりでございましょうか。ということをお尋ね

したい。 

○顧問  審査書の方はそういう流れでよろしいですか。 

○経産省  まず、保全措置ですので、事業者の方から考え方を説明していただきまして、

それが今の顧問の指摘のとおりであれば、それをより明確にあらわす意味で修文したいと

思っております。事業者の方、お考えをちょっと紹介していただけますでしょうか。 

○事業者  まさしく樹林のような構造を造るということで、高木、低木を植えるという

考え方に立っておりますし、樹種によっては食餌木を採用するという点も含めて生息環境

を造るために選定しているということでございます。 

○経産省  それでは、ご指摘のとおりのようですので、審査書の方も修正させていただ

きます。 

○顧問  今後のことでちょっと言いたいことが１つありまして、例えば審査書の41ペー

ジを見ていただくと、産業廃棄物の予測結果がありまして、ここで「約」と書いてあって、

30万3,710とか、非常に細かいものになっています。これも当然予測結果で、交通量の予

測結果とほとんど同じことですよね。ですから、ここでなぜ「約」をつけるのか。気持ち

はわかるんですよ。余り正確なものは予測できないということがあるので「約」をつけて

いると思うのですけれども、今後は「工事の実施に伴い発生する産業廃棄物の種類及び量」

の予測結果として全部「約」をとってしまった方がずっとすっきりするのではないかと。

もうほとんど全部の数字が予測結果で、誤差を含んでいるわけですから、ここだけ何で

「約」をつけておくのか疑問です。 

 その次のページの評価結果のところも、これは当然表の中で「約」がついて、47万9,76

5ｔにも「約」がついています。何で産業廃棄物だけ「約」がつくのかという問題があり

ますので、今後もしできれば、この準備書の中で全て「約」を取ってしまって、どうせ予

測結果に違いはないので、誤差があるのは当たり前なので、全て「約」をとった表現にし

てはどうかということを言いたいと思います。 

 以上です。 

○経産省  ありがとうございます。確かにご指摘のとおりのところもございます。１桁

のところもあれば４桁のところもございますので、準備書との整合性を図って今審査書を

作っておりますので、それによって。 
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○顧問  これはこれで構わないので。しようがないですから。 

○経産省  ありがとうございます。では、今後の課題ということで検討させていただき

ます。 

○顧問  では、済みません、大分時間も30分ばかり過ぎてしまったのですけれども、よ

ろしいでしょうか。ちょっと分科会等を開いていない分、ここで意見が出てきても仕方が

ないなという気はしているのですけれども、よろしいでしょうか。 

 では、これで準備書の審査については終了いたしまして、その他の議題ということで、

経済産業省さんの方から何かございましたらお願いいたします。 

○経産省  どうもありがとうございました。 

 本日、顧問の方からいただきました貴重なご意見につきましては、早速審査書の方に反

映させていただきます。 

 本日は活発なご意見をいただいて、どうも大変ありがとうございました。 

 これをもちまして火力部会を終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


