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第 1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

1.1 事業者の名称 

株式会社上総安房クリーンシステム 

 

1.2 代表者の氏名 

代表取締役社長 須賀 潔 

 

1.3 主たる事務所の所在地 

千葉県富津市青木一丁目 5番地 1 
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第2章  対象事業の名称、目的及び内容 

 

2.1 対象事業の名称 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業（以下、「本事業」という。） 

 

2.2 対象事業の目的 

本事業は、7自治体（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町）か

ら排出される一般廃棄物、7自治体が条例で受け入れている産業廃棄物、及び日本製鉄株式会社東

日本製鉄所君津地区から排出される産業廃棄物（廃プラスチック類）・一般廃棄物を安全、衛生的

かつ広域、経済的に処理するとともに、ごみの持つエネルギーを有効に活用できる資源循環型廃

棄物処理施設を整備することにより、循環型社会への貢献を目指すものである。 

現在、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市（以下「君津地域 4市」という。）では、君津地

域広域廃棄物処理事業として各市から排出される一般廃棄物、各市が条例で受け入れている産業

廃棄物、及び日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される上記同様の廃棄物を、第３

セクター方式により設立された株式会社かずさクリーンシステムで中間処理している。（以下「第

１期事業」または「第１期施設」という。） 

本事業は、現在実施している第１期事業が 2026 年度に事業終了（事業期間 25 年）を迎えるた

め、新施設の整備に向け策定した「（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業基本構想」を踏ま

えるとともに、鴨川市、南房総市及び鋸南町(以下「安房地域 2市 1町」という。) の本事業への

参加を受け、7自治体による更なる広域化に向けたごみ処理事業を構築するものである。 

また、7自治体では、本事業の実施にあたって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用す

るため、ＰＦＩ事業方式を採用しており、7自治体と民間企業 4社（日鉄エンジニアリング株式会

社、鹿島建設株式会社、株式会社広築及び株式会社市川環境エンジニアリング）が出資し設立し

た株式会社上総安房クリーンシステムが、環境影響評価、施設建設、運営・維持管理等を行うも

のである。 

 

2.3 対象事業の内容 

対象事業の種類の細分 

廃棄物溶融施設の設置 

 

対象事業が実施されるべき区域の位置 

対象事業が実施されるべき区域（以下、「対象事業実施区域」という。）の位置は図 2.3.2-1 か

ら図 2.3.2-3に示すとおりであり、富津市北部の臨海部に位置する。 

〇所在地：千葉県富津市新富 21番 1の一部、21番 3及び 21番 7 

〇都市計画法における用途地域：工業専用地域 

〇区域の面積：40,509㎡  
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図 2.3.2-1 対象事業実施区域位置図 

君津市 

袖ケ浦市 

富津市 

南房総市 

木更津市 

鋸南町 鴨川市 

対象事業実施区域 
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図 2.3.2-2 対象事業実施区域位置図（広域） 

1km 

2km 

3km 

4km 
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図 2.3.2-3 対象事業実施区域位置図（詳細） 
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対象事業の規模 

本事業において設置する廃棄物溶融施設の規模は、以下のとおりである。 

〇処理能力 486t/日（可燃ごみ等：162t/日×3炉） 

（規模設定の考え方は、p.10、「（１）第２期君津地域広域廃棄物処理事業の概要」参照） 

 

その他対象事業の内容に関する事項 

１．千葉県環境影響評価条例等に関する手続きの実施主体 

ごみ焼却場等の用途に供する建築物を設置する場合、建築基準法第 51条の規定により、都市

計画においてその敷地の位置が決定（都市計画決定）しているものでなければ、新築すること

はできないが、同条ただし書きにより、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の

位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合等は、新築することができるとされている。 

千葉県環境影響評価条例では、都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る事業

については、環境影響評価手続は、都市計画決定権者が事業者に代わり都市計画手続と併せて

行うものとされているが、本計画施設に関し、都市計画決定権者である富津市は都市計画決定

しないとしている。 

以上のことから、本環境影響評価手続は、事業者である株式会社上総安房クリーンシステム

が行うものである。 

２．土地利用計画 

本事業の土地利用計画は、表 2.3.4-1 及び図 2.3.4-1 に、施設断面図（案）は図 2.3.4-2 に

示すとおりである。 

建築物として、工場棟（煙突を含む）、管理棟、スラグストックヤード棟及び計量棟を設置す

るとともに、管理道路、駐車場、緑地を整備する計画である。本事業の施設イメージ（案）は、

図 2.3.4-3に示すとおりである。 

 

表 2.3.4-1 土地利用計画 

土地利用区分 面積(㎡) 構成比(％) 

工場棟・管理棟 6,386.05 22.7 

計量棟 172.80 0.6 

ストックヤード棟 1,535.62 5.5 

駐車場・管理道路 12,751.53 45.2 

緑地 7,338.00 26.0 

合計 28,184.00 100 
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図 2.3.4-1 施設配置図（案） 

 

 

図 2.3.4-2 施設断面図（案） 
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図 2.3.4-3 施設イメージ 

 

３．廃棄物処理施設の概要 

（１）対象ごみの種類 

本事業で扱う対象ごみの種類は、表 2.3.4-2に示すとおりである。 

 

表 2.3.4-2 対象ごみ（処理物）の種類 

処理対象物 処理対象物の内容 

可燃ごみ 

（燃やせるごみ） 

台所ごみ、資源にならない紙くず、繊維、革、ゴム製品、容器包装プラスチッ

ク以外のプラスチック・ビニール製品、草・小枝・落葉、光学ディスク、内側

がアルミのパック、貝殻等 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される事業系一般廃棄物 

粗大ごみ（家具類、寝具・敷物類、電気製品類、趣味・遊具類等、木の枝（太

さ 15cm以内、長さ 80cm以内）等）の破砕残渣 

粗大 3品目 畳、ベッドマットレス（スプリング入り）、布団 

不燃残渣 中間処理施設から排出される不燃残渣 

し渣、脱水汚泥 し尿処理施設からのし渣、脱水汚泥、貝殻等（脱水汚泥は含水率 70％以下） 

産業廃棄物 

7 自治体が条例で受け入れている産業廃棄物注） 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される産業廃棄物（梱包用の

廃プラスチック類） 

動物の死がい 7 自治体が搬入する動物の死がい 

注）産業廃棄物の種類は、汚泥（下水道汚泥に限る）、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物

性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類を計画している。 
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（２）計画処理量 

本施設における 2027年度の計画処理量を表 2.3.4-3に示す。なお、施設規模には災害廃棄物

処理相当分（10％程度）を見込んでいる。 

 

表 2.3.4-3 計画処理量 

区分 
計画処理量 

（t/年） 

 

一般廃棄物 

（日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出

される事業系一般廃棄物 720t/年を含む） 

109,383 

可燃ごみ 粗大 3品目 289 

(燃やせるごみ) 産業廃棄物 

7 自治体が条例で受け入れるもの 342 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津

地区から排出されるもの 
1,800 

 計 111,814 

不燃残渣  1,857 

し渣、脱水汚泥  4,424 

合計 118,095 

注）7自治体から排出される廃棄物は、合計で 115,575t/年 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される廃棄物は、合計で 2,520t/年 

 

（３）計画ごみ質 

本施設で扱う対象ごみの計画ごみ質は、表 2.3.4-4に示すとおりである。 

計画ごみ質については、直近のデータ集計期間である平成 26 年度から平成 29 年度、株式会

社かずさクリーンシステム（君津地域 4 市と日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出

される廃棄物等を処理）及び鴨川清掃センター・大谷クリーンセンター（安房地域 2 市 1 町か

ら排出される廃棄物を処理）で定期的に行っているごみの分析調査結果、さらには灰の発生実

績量を考慮した平均値を基準ごみ質、最小値を低質ごみ、最大値を高質ごみとして算定した。 
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表 2.3.4-4 計画ごみ質 

項目 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

 水分 54.9 39.5 21.3 

三成分（％） 灰分 10.3 11.7 13.1 

 可燃分 34.8 48.8 65.6 

低位発熱量（kJ/kg） 5,100 8,500 11,500 

単位体積重量（kg/㎥）  130  

 炭素  57.4  

 水素  10.2  

元素組成 酸素  31.5  

可燃分基準（％） 窒素  0.7  

 硫黄分  0.01  

 全塩素分  0.3  

注）低質ごみとは設計最低ごみ質を指し、水分が多い厨芥類（生ごみ）等を多く含

む発熱量の低いごみ質。基準ごみとは平均的なごみ質を指す。高質ごみとは設

計最高ごみ質を指し、プラスチック類や紙類等を多く含む発熱量の高いごみ質。 

 

（４）処理方式 

シャフト炉式ガス化溶融方式とする。 

４．用水の種類 

本事業における用水として生活用は水道水、プラント用は工業用水を使用する。 

 

対象事業と密接に関連し一体的に行われる事業 

対象事業と密接に関連し一体的に行われる事業はない。 

 

対象事業の内容で、その変更により環境影響が変化するもの 

１．廃棄物処理計画 

（１）第２期君津地域広域廃棄物処理事業の概要 

a．事業の背景・目的等 

（a）背景、目的〔（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業基本構想〕 

現在、君津地域 4 市では、市内で発生する一般廃棄物、君津地域 4 市が条例で受け入れて

いる産業廃棄物及び日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される産業廃棄物・一

般廃棄物を、君津地域 4 市と民間 3 社が共同出資して設立した株式会社かずさクリーンシス

テムに中間処理委託している（資料編（資料 1.1）参照）。 

この第１期事業は、2002 年に第１工場を立ち上げ、2006 年の第 2 工場の立ち上げにより、

君津地域 4市のごみを全量委託することになり、その後安定した処理が行われている。 



 

11 

事業期間については、2002 年から 20 年間となっているため、君津地域 4 市において検討

を行い、地元住民等と協議を重ねた結果、延長の合意が得られたことから 2026年度末まで 25

年間の期間となった。 

そこで、君津地域 4市では、2027年度からの次期処理施設の整備に向け、基本的な考え方

や課題の整理・検討を行い、2018年 8月に「（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業基本

構想」（以下「基本構想」という。）を策定した。 

（b）更なる広域化と PFI手法の活用 

2018 年 10 月、ごみ処理の広域化に向け検討を行ってきた安房地域の 2 市 1 町から、第２

期君津地域広域廃棄物処理事業への参加申入れがあり、同年 12月、7自治体において共同実

施する旨の覚書が締結された。 

また、7自治体では、本事業について、民間の事業ノウハウを活用すべく、民間事業者に廃

棄物処理施設の設計・建設、施設の所有・運営を委ねることとし、公募の結果、2020年 3月

に日鉄エンジニアリンググループが優先交渉権者に選定された。2020年 6月、日鉄エンジニ

アリンググループが特別目的会社である株式会社上総安房クリーンシステムを設立し、株式

会社上総安房クリーンシステムが本事業の環境影響評価、施設建設、運営・維持管理等を実

施することとなった。 

b．事業の概要 

（a）整備方針 

第１期事業の現況を踏まえ、基本構想における本事業の整備方針は、表 2.3.6-1 に示すと

おりである。 

 

表 2.3.6-1 整備方針 

項目 概要 

１．基本的に充足すべき事項 

・安全性・安定性が担保される施設 

・生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の有効利用、

温室効果ガスの排出抑制等の環境負荷低減を実現 

２．7 自治体の環境行政に柔軟に対

応する事項 

・分別区分、リサイクル施設運営等に柔軟に対応 

・減容・減量化が図られるシステムの採用 

３．地域の特性を踏まえた事項 ・最終処分量を極小化する処理システムの構築 

４．新技術を踏まえて、改善が求め

られる事項 
・エネルギー回収への積極的な取組み 

５．地域振興として望まれる事項 

・地域振興、雇用創出、環境教育等への寄与 

・地域住民及び事業者の理解と協力 

・災害時において活用が図れる施設整備 

６．経済性に優れた施設 ・収集、中間処理、最終処分のトータルコストの低減 
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（b）用地の検討及び選定 

本事業の建設地については、地元住民等との協定書に基づき「木更津市以外のいずれか」

と決まっていることから、基本構想では、君津市、富津市及び袖ケ浦市からそれぞれ候補地

を選定し、周辺状況の影響等の基本条件をもとに検討した。 

最終的に、日鉄エンジニアリンググループが提案した対象事業実施区域を、7自治体として

次の理由から選定した。 

・工業専用地域である。 

・現状、生産設備等が設置されていない。 

・土地利用上の制約が少なく、必要な敷地面積を確保できる。 

なお、事業予定地は、施設建設開始前に土地所有者から賃借して使用する。現在は更地で、

一部が資材置き場等として利用されている。 

（c）処理方式の検討及び選定 

基本構想では、「燃焼・熱分解処理」、「燃料化」、「バイオガス化」、「堆肥化」の中から検討

したが、燃料化の場合は固形燃料の引き取り先確保、堆肥化の場合は対象物の分別回収など

の課題があるため、実績・安全性・安定性の面から判断し、「燃焼・熱分解処理」の方式につ

いて検討した。 

「燃焼・熱分解処理」の中でも、実績や技術的な信頼性などを重視し、「ストーカ方式」、

「シャフト炉式ガス化溶融方式」及び「流動床式ガス化溶融方式」の 3方式に絞り公募した。 

最終的に、日鉄エンジニアリンググループから「シャフト炉式ガス化溶融方式」の応募が

あり、ごみ質・ごみ量の変動に対応でき、資源化の促進と最終処分量の削減において優れて

いることから、7自治体として選定した。 

また、二酸化炭素の排出削減対策として、低炭素型シャフト炉を採用することとし、補助

燃料のコークス使用量を従来型の 1/2に削減する予定である。 

（d）施設規模の検討及び決定 

ア．将来人口の検討 

2027年度の将来推計人口は、君津地域 4市で 322,675人（平成 28年 12月、「（仮称）木更

津市火葬場整備運営事業基本構想」をもとに算定）、安房地域 2 市 1 町で 67,907 人（本事業

参加にあたり安房地域 2 市 1 町が独自に算定）、合計 390,582 人（2017 年度合計は 411,426

人)であり、減少傾向にある。 

イ．将来ごみ量の検討 

君津地域各市一般廃棄物処理計画における 1 人 1 日あたりの排出量目標値（2023 年度～

2026 年度）と、必要とされる溶融処理量（1 人 1 日あたりの排出量に対し、溶融処理が必要

な量）から、表 2.3.6-2に示すとおり 2027年度の将来ごみ量は約 97,000ｔと推計された。 
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また、安房地域 2 市 1 町の 2027 年度の将来ごみ量は 18,575t と推計された（平成 28 年 3

月、安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理基本計画をもとに算定）。（資料編（資料 1.2）参

照）。 

さらに日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区より排出される産業廃棄物・一般廃棄物

2,520tを加え、将来ごみ量は合計で 118,095ｔと推計される。 

 

表 2.3.6-2 2027年度の将来推計ごみ量等 
(単位：t) 

市町 2027年度推計 市町 2027年度推計 

 木更津市 43,751  鴨川市 9,228 

 君津市 21,783  南房総市 7,632 

 富津市 13,362  鋸南町 1,715 

 袖ケ浦市 17,992  2 市 1 町合計 ② 18,575 

 4 市合計 96,888  日本製鉄株式会社 

東日本製鉄所君津地区 
2,520 

4 市合計（調整後）① 97,000  合計 ③ 2,520 

   総計 (①＋②＋③） 118,095 

 

ウ．施設規模の決定 

推計された将来ごみ量をもとに、年間実稼働日数（280日）・稼働率（96％）・災害廃棄物対

応増分等（1割増）を勘案し、7自治体として、施設の規模は、486t/日（162t/日×3炉、日

本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区からの廃棄物 9t/日を含む）とした。 

（e）環境保全に関する検討 

基本構想を踏まえ、施設稼働に当たっては良好な周辺環境を保つため、自主基準値を設け

るとともに、自主基準値については、法規制値より厳しい基準としている第１期事業の環境

保全協定値と同程度で設定する。 

また、最新の設備機器類により、環境保全対策に努める。 

（２）ごみ処理の流れ 

ごみ処理の流れは、図 2.3.6-1のとおりである。なお、7自治体におけるごみ処理の流れにつ

いて、君津地域 4 市は現状のごみ処理フローと変化はほぼなく、ごみ搬入の行先が新設の上総

安房クリーンシステムに変わることとなる。安房地域 2 市 1 町は広域化にあたりごみ搬入の行

先が上総安房クリーンシステムになることで、自治体におけるごみ処理工程から焼却や焼却灰

処分を削除できる。7自治体のごみ処理フローは、資料編（資料 1.3）に示す。 

また、日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される産業廃棄物（廃プラスチック

類）及び事業系一般廃棄物は、直接本施設に搬入される。 
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図 2.3.6-1 ごみ処理の流れ 

 

（３）建築計画 

建築計画等の概要は、表 2.3.6-3に示すとおりである。 

 

表 2.3.6-3 建築計画の概要 

項目 建築面積(㎡) 高さ(ｍ) 備考 

工場棟・管理棟 6,386.05 42.5  

計量棟 172.80 5.9  

ストックヤード棟 1,535.62 6.9  

駐車場・管理道路 12,751.53 －  

煙突 － 59.0 外筒 1基、内筒 3基（1炉 1 基×3） 

 

（４）処理方式の概要及び処理の流れ 

a．処理方式の概要 

本事業で採用した処理方式であるシャフト炉式ガス化溶融炉（以下「ガス化溶融炉」という。）

について、概要を表 2.3.6-4に示す。 
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表 2.3.6-4 処理方式の概要 

概念図 概要説明 

 

竪型の炉にごみを入れ、コークスを用いて溶

融するもので、高炉の技術を応用している。鉄の

溶融温度より高い温度で溶融するため、不燃ご

みや不燃性粗大ごみも処理可能である。 

①ごみを炉の上から、コークス及び石灰石を熱

分解ガス化帯に投入する。 

②乾燥・予熱帯において、ごみを乾燥させ、順次

下降し、さらに高温状態でガス化及び炭化さ

せる。 

③炭化したごみは、さらに落下し、空気（酸素を

付加）を供給することで 1,700～1,800℃程度

の高温で溶融される。 

④溶融物は、水砕ピットで冷やされる。このとき

スラグは破砕状態となり、メタルは小さな塊

になる。メタルは磁力選別により、ほぼ完全に

分離される。 

⑤熱分解ガスは、炉の上から燃焼室に送られ、燃

焼熱は、発電等に利用される。 

 

b．処理の流れ 

本施設の処理フローは、図 2.3.6-2 に示すとおりである。また、各設備の概要は以下のとお

りである。 

（a）受入供給設備 

廃棄物は、計量後にプラットホームからごみピットに投入する。ごみピットの廃棄物は十

分に攪拌のうえ、ごみクレーンによりホッパへ投入する。 

なお、粗大ごみは破砕機により破砕し、ごみピットに投入する。 

（b）溶融設備 

ガス化溶融炉に供給した廃棄物は、炉下部からの空気により乾燥され、さらに高温状態で

ガス化及び炭化された後、1,800℃程度の高温で溶融される。 

また、ガス化溶融炉から出た可燃性の熱分解ガスは、燃焼室において完全燃焼する。滞留

時間は 2秒以上、温度は 850℃以上とする。 

（c）熱回収設備 

溶融設備出口に廃熱ボイラ及びエコノマイザを設置して高温の排出ガスから廃熱回収を行

い、発生した蒸気を用いてタービン発電機により発電する。 

また、発電のほか、場内給湯等にも有効利用する。 
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（d）排ガス処理設備 

排出ガス中の主な汚染物質（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、ダイオキシン類、塩化

水素等）対策のために、バグフィルタ（ろ過式集じん器）、触媒脱硝装置等を組み合わせた排

出ガス処理設備を設け、これにより排出ガスの自主基準値を遵守する。 

（e）スラグ・メタル処理設備 

溶融物は、水砕ピットで冷却され、スラグは破砕状態となり、メタルは小さな塊になる。

メタルは、磁力選別により分離される。なお、排出された溶融物は、全量有効利用する。 

（f）飛灰処理設備 

バグフィルタで捕集された飛灰は、飛灰処理設備（混練機）により重金属等をキレート等

で固定化後、場外へ搬出し、適正に埋立処分する。 

２．公害防止計画 

（１）公害防止に係る基準値 

a．排出ガス 

本施設における排出ガスの自主基準値及び関係法令等は、表 2.3.6-5に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域は、富津地区公有水面埋立地内にあり、「千葉県企業庁公有水面埋立

免許願書（昭和 52 年）」において、大気汚染防止の観点から当該埋立地内の窒素酸化物総排出

量を一定量に抑えることとされている。 

本施設においては、燃焼制御や脱硝装置の設置により、窒素酸化物の排出抑制を図ることと

しており（排出量 3.45㎥ N/h、自主基準値×乾き排出ガス量最大値×3炉）、千葉県に窒素酸化

物総排出量枠内に入っていることを確認している。 
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表 2.3.6-5 煙突排出ガスに係る自主基準値及び関係法令等 

項目 自主基準値 
環境保全協定 

（第１期事業） 
関係法令 

適用される関係 

法令及び条例等 

ばいじん 
濃度 0.01g/㎥N以下 0.04g/㎥N以下 

0.04g/㎥N以下 

0.10g/㎥N以下注2） 
大気汚染防止法、大気汚染防

止法に基づき排出基準を定め

る条例注2）、環境保全協定 総量 1.15kg/h注3) 1.4kg/h － 

硫黄酸化物 

濃度 20ppm 以下 － － 
大気汚染防止法、 

環境保全協定 総量 2.30㎥N/h注3) 2.7㎥N/h 
27.7㎥N/h注3) 

（K値 1.75） 

窒素酸化物 
濃度 30ppm 以下 250ppm以下 250ppm以下 大気汚染防止法、 

環境保全協定 総量 3.45㎥N/h注3) 4.0㎥N/h － 

塩化水素 
30ppm 以下 

（49mg/㎥N） 
－ 700mg/㎥N以下 大気汚染防止法 

ダイオキシン類 
0.1ng-TEQ/㎥N 

以下 
－ 

0.1ng-TEQ/㎥N 

以下 

ダイオキシン類 

対策特別措置法 

水銀 30µg/㎥N以下 － 30µg/㎥N以下 大気汚染防止法 

注 1）上記の基準値及び規制値は、標準酸素濃度(O2)12％換算値である。 

注 2）「法による基準」と「条例による基準」のいずれか厳しい基準が適用される。条例による基準は、標準酸素濃度によ

る補正は行わない。 

注 3）3炉合計の値である。 

 

b．騒音・振動 

本施設における騒音の自主基準値及び関係法令を表 2.3.6-6 に、振動については表 2.3.6-7

にそれぞれ示すとおりである。 

 

表 2.3.6-6 騒音に係る自主基準値及び関係法令（敷地境界） 

項目 自主基準値 関係法令 
適用される関係 

法令及び条例等 

朝（6:00～8:00） 65dB以下 65dB以下 

富津市環境条例 

（工業専用地域） 

昼間（8:00～19:00） 70dB以下 70dB以下 

夕（19:00～22:00） 65dB以下 65dB以下 

夜間（22:00～6:00） 60dB以下 60dB以下 

 

表 2.3.6-7 振動に係る自主基準値及び関係法令（敷地境界） 

項目  自主基準値注) 関係法令 
適用される関係 

法令及び条例等 

昼間（8:00～19:00） 65dB以下 － 
－ 

夜間（19:00～8:00） 60dB以下 － 

注）自主基準値は、富津市環境条例における工業地域の基準に準拠。 
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c．悪臭 

本施設における悪臭の自主基準値及び関係法令等は、表 2.3.6-8に示すとおりである。 

対象事業実施区域は都市計画法に基づく工業専用地域に位置し、特定悪臭物質の規制基準は

適用されないが、参考値として悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準値を設定した。 

 

表 2.3.6-8 悪臭に係る自主基準値及び関係法令等（敷地境界） 

物質名  自主基準値注1) 関係法令等 
適用される関係 

法令及び条例等 

アンモニア注2） 1ppm以下 

－ － 

メチルメルカプタン 0.002ppm 以下 

硫化水素注2） 0.02ppm以下 

硫化メチル 0.01ppm以下 

二硫化メチル 0.009ppm 以下 

トリメチルアミン注2） 0.005ppm 以下 

アセトアルデヒド 0.05ppm以下 

スチレン 0.4ppm以下 

プロピオン酸 0.03ppm以下 

ノルマル酪酸 0.001ppm 以下 

ノルマル吉草酸 0.0009ppm 以下 

トルエン注2） 10ppm 以下 

キシレン注2） 1ppm以下 

酢酸エチル注2） 3ppm以下 

メチルイソブチルケトン注2） 1ppm以下 

イソブタノール注2） 0.9ppm以下 

プロピオンアルデヒド注2） 0.05ppm以下 

ノルマルブチルアルデヒド注2） 0.009ppm 以下 

イソブチルアルデヒド注2） 0.02ppm以下 

ノルマルバレルアルデヒド注2） 0.009ppm 以下 

イソバレルアルデヒド注2） 0.003ppm 以下 

イソ吉草酸 0.001ppm 以下 

臭気指数 
敷地境界 13 以下  13以下注3) 

環境保全協定 
排出口 33 以下  33以下注3) 

注 1）各物質の自主基準値は、悪臭防止法の規制基準に準拠。 

注 2）悪臭防止法で、排出口においても規制対象となる物質。 

注 3）第１期事業における環境保全協定値。 

 

（２）大気汚染防止計画 

a．排出ガス諸元 

設置する煙突は外筒 1 基、内筒 3 基（1 炉 1 基×3）である。1 炉あたりの煙突排出ガス諸元

は、表 2.3.6-9に示すとおりである。 
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表 2.3.6-9 排出ガス諸元（1炉あたり） 

項目 諸元 

排出ガス量 乾きガス量 25,410㎥N/h 

（基準ごみ処理時） 湿りガス量 32,340㎥N/h 

排出ガス量 乾きガス量 38,280㎥N/h 

（高質ごみ処理時） 湿りガス量 44,640㎥N/h 

排出ガス量 

（低質ごみ処理時） 

乾きガス量 18,810㎥N/h 

湿りガス量 26,070㎥N/h 

排出ガス温度（基準ごみ処理時） 172℃ 

排出ガス温度（高質ごみ処理時） 174℃ 

排出ガス温度（低質ごみ処理時） 171℃ 

 ばいじん 0.01g/㎥N 

 塩化水素 30ppm 

汚染物質濃度 
硫黄酸化物 20ppm 

窒素酸化物 30ppm 

 ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/㎥N 

 水銀 30µg/㎥N 

排出ガス吐出速度（基準ごみ処理時） 22.0m/s 

排出ガス吐出速度（高質ごみ処理時） 30.6m/s 

排出ガス吐出速度（低質ごみ処理時） 17.7m/s 

煙突高さ 59ｍ 

煙突口径 0.92ｍ 

運転時間 24 時間連続運転 

注）基準ごみとは平均的なごみ質を指す。高質ごみとは設計最高ごみ質を指し、

プラスチック類や紙類等を多く含む発熱量の高いごみ質。低質ごみとは設計

最低ごみ質を指し、水分が多い厨芥類（生ごみ）等を多く含む発熱量の低い

ごみ質。 

 

b．排出ガス処理対策 

排出ガス処理対策は以下のとおりである。 

なお、ごみの処理においては、ごみ質の均一化を図り適正負荷により安定した燃焼を維持す

ることで排出ガス中の大気汚染物質の低減に努める。 

（a）ばいじん 

ばいじんは、バグフィルタで捕集する。 

（b）塩化水素、硫黄酸化物 

塩化水素及び硫黄酸化物は、乾式消石灰吹き込みにより除去するものとする。 

（c）窒素酸化物 

窒素酸化物は、燃焼制御によりできる限り発生を抑えるとともに、アンモニアによる触媒

脱硝装置を設ける。 

（d）ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を遵守する。

対策の主なものは次のとおりである。 



 

21 

・燃焼室は、2秒以上の滞留時間とし、撹拌効率のよい空気吹き込みを行う。 

・廃熱ボイラ及びエコノマイザにより、できる限り短時間に冷却し、集じん装置入口で 200℃

未満とする。 

・バグフィルタ前で消石灰とともに活性炭の吹き込みによりダイオキシン類を吸着し、バグ

フィルタで除去する。また、触媒脱硝装置により、窒素酸化物と合わせてダイオキシン類を

分解する。 

（e）水銀 

水銀は、バグフィルタ前で活性炭を吹き込み、水銀を吸着し、バグフィルタで除去する。 

c．モニタリング 

煙突排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、酸素、一酸化炭素濃度等の

監視を行う。 

（３）水質汚濁防止計画 

生活排水（事務所からの排水）及びプラント排水（機器冷却水ブロー水などの工場内設備か

らの排水）は、施設内で再利用することとし、公共用水域への放流を行わない。また、敷地内

に降った雨水は敷地内の雨水側溝で集水し、敷地外の水路（暗渠管）へ放流する。 

a．生活排水の流れ 

生活排水（8㎥/日程度）は、排水処理を行った後に燃焼室内に噴霧して熱分解処理する。 

 

 
 

図 2.3.6-3 生活排水処理フロー 

 

b．プラント排水の流れ 

プラント排水（30㎥/日程度）は、排水処理後、一部は洗浄水に再利用され、一部は高度排水

処理後、機器冷却水補給水などのプラント用水に再利用する。使用後の洗浄水等は燃焼室内に

噴霧して熱分解処理する。また、ごみピット汚水は燃焼室内に噴霧して熱分解処理する。 

 

 

図 2.3.6-4 プラント排水処理フロー 

 

c．雨水の流れ 

雨水は、敷地内雨水側溝で集水した後に敷地外の水路（暗渠管）へ放流する。なお、プラン

生活排水 排水処理装置 燃焼室 ろ液貯留槽 

プラント用水 排水処理 高度排水処理 プラント排水 

洗浄水 
 

ろ液貯留槽 燃焼室 

ごみピット汚水
水 

排水処理 
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ト機器やごみは、建物内に収納されているため雨水と接触することはない。 

 
 

図 2.3.6-5 雨水の流れ 

 

（４）騒音・振動防止計画 

本施設における騒音・振動対策は、以下のとおりである。 

【騒音対策】 

・設備機器類については、低騒音型機器の使用に努める。 

・設備機器類は建屋内への配置を基本とし、騒音の低減に努める。 

・外部への騒音の漏洩を防ぐため工場棟出入口にシャッターを設け、可能な限り閉鎖する。 

・騒音の大きな設備機器類については、内側に吸音処理を施した独立部屋に収納する。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

【振動対策】 

・設備機器類については、低振動型機器の使用に努める。 

・振動の著しい設備機器類は、基礎構造を強固にするとともに、必要に応じて基礎部への防

振ゴム設置等の防振対策を施す。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

（５）悪臭防止計画 

本施設における悪臭対策は、以下のとおりである。 

・廃棄物の保管場所、処理設備等は建屋内への配置を基本とし、搬入や荷下ろし等の作業を

屋内で行うことで、臭気の漏洩を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口には、エアカーテン等を設置し、搬出

入時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断することにより、外気の通り抜けによる臭

気の漏洩を防止する。 

・ごみピットは、防臭性の高い隔壁工法を採用し投入口の扉は密閉性に優れた扉とする。 

・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部への臭気の漏洩を防

止する。また、ごみピット、プラットホームの空気をガス化溶融炉の燃焼用空気として炉

内に吹き込むことで、燃焼による臭気成分の分解を行う。 

・休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、脱臭装置により吸引し脱臭を

行う。また、ごみピット、プラットホームには、休炉時など必要に応じて消臭剤を噴霧す

る。 

・プラットホームの洗浄を適宜行う。 

 

 

雨水 雨水側溝 水路(暗渠管) 
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（６）土壌汚染防止計画 

受け入れる廃棄物から発生するごみ汚水や飛灰等の飛散による土壌汚染防止対策は、以下の

とおりである。 

a．廃棄物受入れ体制 

廃棄物の受入れ場所は、建屋内に設置するコンクリート構造のごみピットとし、ごみから発

生するごみ汚水は、ごみ汚水貯留槽（コンクリート構造物・不浸透性）で貯留し、排水処理を

行った後、燃焼室内噴霧とする。なお、ごみピットやごみ汚水貯留槽は、ごみ汚水が土壌中へ

浸透・流出しないよう、水密性の高いコンクリート構造とする。 

b．灰搬出体制 

飛灰は飛灰処理設備において、飛灰中に含まれる重金属等が溶出しないように安定化処理す

る。なお、飛灰処理設備は全て建屋内に設置する。 

３．環境保全計画 

（１）緑化計画 

緑化計画は、図 2.3.6-6 に示すとおり、千葉県自然環境保全条例及び富津市工場立地法準則

条例に基づき事業敷地内の緑地率は 10％以上を確保し、地域環境に配慮し緑豊かな環境づくり

に努める。 

 

図 2.3.6-6 緑化計画図（案）  

凡 例 

 緑地 

 緑地（湿地：湿性等草地環境） 

 緑地（草地：湿性等草地環境） 
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（２）景観計画 

建物の外観及び意匠は、事業用地周囲の工場群によく馴染む色彩計画とすることで、廃棄物

処理施設の存在感を排し、周囲の環境との調和を重視したイメージを与えるよう計画するとと

もに、地域に親しまれるデザインとする。 

（３）余熱利用計画 

エネルギー回収フローは、図 2.3.6-7 に示すとおりであり、ごみの熱量を極力有効利用する

ために多段抽気復水タービンを採用し、積極的に廃棄物発電を行う。また、発電した電気は、

場内利用し用役量の低減を図り、余剰が発生する場合は電力会社へ売却し有効利用を図る。 

なお、第 1 期事業においては、発電した電気を地元市の清掃事務所、学校等の公共施設へ供

給していることから、今後、同様の取り組みを行うことについて、関係自治体と協議していく。 

タービン発電機の定格を 3炉運転（基準ごみ）時の 12,100kWとし、部分負荷効率も重視した

タービン定格設定とすることで、2炉運転時やごみ質が低い場合も発電効率を高め、年間発電量

を最大化する。なお、発電効率は、第 1期事業の実績では 12％程度となっているが、新施設で

は 23％へ向上させる。 

 

 

図 2.3.6-7 エネルギー回収フロー 

 

（４）温室効果ガス削減計画 

温室効果ガスの削減については、低炭素型シャフト炉の採用や上記の余熱利用のほか、熱回

収施設の設備機器、管理棟の照明や空調設備は省エネルギー型の採用に努める。 

４．廃棄物受入計画 

廃棄物処理施設へのごみ搬入車両の受入時間等は、表 2.3.6-10に示すとおりである。 
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廃棄物運搬車両（直営車両及び委託車両）は、自動車排出ガス低減対策として、可能な限り

低公害車や低燃費車両を使用するとともに、効率的な運搬方法を用いて運搬車両の低減に努め

る。また、運搬車両が通勤時間帯や特定の時間に集中しないよう、車両の分散に努める。 

 

表 2.3.6-10 廃棄物受入計画 

項目 内容 

受入時間 

〇許可車両及び一般車両 

〇直営車両及び委託車両 

 

月～土曜日（祝日含む） 8:30～16:30 

月～土曜日（祝日含む） 8:30～17:30 

施設稼働時間 24 時間連続運転 

 

（１）収集対象地域 

廃棄物を受け入れる自治体は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び

鋸南町である。 

（２）廃棄物運搬車両等台数 

廃棄物処理施設へのごみ搬入出車両台数の想定は、表 2.3.6-11 に示すとおりである。なお、

第１期事業である株式会社かずさクリ－ンシステムにおける廃棄物搬入車両台数（平均値）は

片道 208台/日、搬出車両台数（平均値）は片道 7台/日となっている。 

 

表 2.3.6-11 搬入出車両台数（片道台数） 

車両区分 車両台数（平均値） 

搬入車両 202台/日 

搬出車両 8 台/日 

 

（３）廃棄物運搬車両等ルート 

廃棄運搬車両等の主要な搬入ルートは、表 2.3.6-12及び図 2.3.6-8に示すとおりである。 

なお、各市町から本施設までの主要な搬入経路と経路ごとの搬入車両台数は、資料編（資料

1.4）に示す。 

 

表 2.3.6-12 主要搬入道路 

市町村 主要搬入道路 

富津市 
大貫青堀線（県道 157 号）→富津市道二間

塚汐入線→富津市道汐入線 

木更津市、君津市、袖ケ浦市 
国道 16号→主要地方道木更津富津線（県道

90 号） 

鴨川市、南房総市、鋸南町 
木更津南ジャンクション→国道 16号→ 

主要地方道木更津富津線（県道 90号） 

 

  



 

26 

  

図 2.3.6-8 廃棄物主要搬入ルート 
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５．防災対策 

廃棄物処理施設は「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）に基づき、地震発生時に倒

壊、部分倒壊など大きな損傷を発生させないように耐震性能に余裕を持たせた施設とする。 

また、浸水時においても、稼働再開に支障がないように、地盤高を嵩上げし電気関連設備が

浸水しない施設とする。 

６．工事計画 

（１）工事工程 

本事業の工事工程は、表 2.3.6-13に示すとおりである。 

 

表 2.3.6-13 工事工程表 

項目 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

準備・整地工事      

建築建設工事      

プラント工事      

外構・植栽工事      

試運転      

供用開始     〇 

 

（２）工事中の環境保全対策 

a．大気汚染対策 

工事用車両は、可能な限り低公害車や低燃費車両を使用し、整備、点検を徹底したうえ、エ

コドライブを実践するとともに、工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を

行う。 

b．粉じん対策 

工事期間中の重機稼働等による砂埃の巻き上げや土砂の飛散を防止するため施工区域周辺を

防砂ネットやフェンス等で仮囲いする。粉じんの発生が予測されるときは適宜散水を行うこと

とし、掘削土を仮置きする場合は全面をシートにより養生し、粉じんの飛散を防止する。 

工事現場からの車両の付着土砂による汚れを防止するため、場内にタイヤ洗浄用の高圧洗浄

機を設置する。 

c．濁水・有害物質対策 

工事に伴う濁水の発生を防止するため、改変区域内の雨水を沈砂池等に集水し、濁りを沈降

させた後、水処理施設により処理し、公共用水域へ放流する計画である。また、掘削工事の際

に生じる湧水については別途集水し、水処理施設により処理をしたうえで公共用水域に放流す

る計画である。なお、濁水等の排水については管理値を設定し、水質を確認してから排水する。 
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d．騒音・振動対策 

建設工事中は、重機の稼働による騒音・振動の発生が考えられる。重機の使用に関しては低

騒音・低振動型の重機を選定するとともに、騒音・振動の発生を極力抑える施工方法を考慮し

規制値以下になるように施工する。 

e．土壌汚染対策 

掘削土砂は、原則として場内で再利用する。 

場外に搬出する際には、関係法令を遵守するとともに、土壌の性状等を考慮し、飛散防止に

適切な措置を講じる。 

f．廃棄物対策 

工事により発生する建設廃棄物については、廃棄物処理法、建設リサイクル法、その他関係

法令、ガイドラインを遵守し、種類ごとに分別し、再利用に努めることとし、処分を行うもの

については処分業者へ委託し適切な処理を行う。 

また、廃棄物の発生を最小限に抑制するため、再利用が容易な材料を用いることに努める。 

g．温室効果ガス削減対策 

建設工事においては、工事用車両のエコドライブの実践、建設機械の効率的な運用の促進、

建設機械、工事用車両の整備・点検の徹底など、温室効果ガスの削減に配慮する。 
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第 3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

 
対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況、社会的状況）については、環境要素ごと

に既存資料による調査結果を以下に示す。 

 

表 3.1(1) 対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

大気質 

対象事業実施区域から半径約4㎞の範囲に存在する一般環境大気測定局（君津人見測

定局、富津下飯野測定局）等における令和元年度の測定結果は、二酸化硫黄、二酸化窒

素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、ダイオキシン類及びベンゼン等の有害大気汚染

物質について、いずれも環境基準を達成しているが、光化学オキシダントは環境基準が

達成されていない。 

二酸化窒素に係る千葉県環境目標値については、いずれの測定局も達成している。 

降下ばいじん量については、対象事業実施区域周辺（富津市大堀、君津市人見ほか）

において、概ね横ばいの傾向を示している。 

気象 

木更津地域気象観測所（対象事業実施区域東側約10㎞）における平成28年～令和2年

の測定結果では、年間降水量は1,460.5㎜～1,985.0㎜、年間平均気温は15.6℃～

16.5℃、年間平均風速は2.6m/s～2.9m/sで最多風向は南西の年が多く、年間日照時間は

1,813.7時間～2,150.3時間となっている。 

水質 

対象事業実施区域及び周辺の公共用水域における令和元年度の河川の測定結果は、

小糸川（人見橋）のDOで環境基準を超過している時もあるが、それ以外はすべての項

目で環境基準を満足している。 

海域は、東京湾17（君津航路）のpH、東京湾18（富津航路）のpH、DOで環境基準を超

過している時もあるが、それ以外はすべての項目で環境基準を満足している。 

また、地下水は、概況調査（富津市上飯野、君津市人見）では、すべての項目で環境

基準を満足している。継続監視調査（富津市大堀）では、テトラクロロエチレンで環

境基準を超過しているが、それ以外はすべての項目で環境基準を満足している。 

水象 

対象事業実施区域及び周辺の主要な河川（準用河川以上）は、対象事業実施区域南東

側に小糸川（二級河川）が流れており、東京湾に流入している。また、百目木川（準用

河川）が、小糸川の支川として合流している。 

なお、対象事業実施区域は埋立地にあり、雨水は新富水路（海域水路）へ流れており、

水系としては河川でなく海域に属する。 

水底の底質 

対象事業実施区域及び周辺では、水底の底質調査は行われていない。 

なお、環境基準の設定されているダイオキシン類については、平成28年度に、小糸

川（人見橋）、東京湾17（君津航路）で調査が行われており、いずれも環境基準を満足

している。 

騒音 

対象事業実施区域及び周辺における令和元年度の環境騒音調査結果は、大堀2区集会

所（富津市大堀）、富津小学校（富津市富津）では、昼間・夜間のいずれも環境基準を

満足している。富津連絡所（富津市青木）では、昼間の環境基準を満足しているが、夜

間の環境基準は超過している。 

一方、道路交通騒音調査結果は、県道大貫青堀線（富津市下飯野）、市道二間塚大堀

線（富津市大堀）において、道路端及び面的評価結果の環境基準を概ね満足している。 
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表 3.1(2) 対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

振動 
富津市及び君津市の環境白書等を確認したところ、振動・悪臭に係る調査を実施し

たとする記録は確認できなかった。 
悪臭 

地形及び地質等 

対象事業実施区域及び周辺は、千葉県が富津地区土地造成整備事業実施計画に基づ

き海面埋立した土地であり、標高は0ｍ～10ｍの範囲にある。 

また、海岸部から内陸に入ると、沖積低地がみられ、南東に一部下総台地がみられ

る。東京湾沿岸低地を東から西に小糸川が流れ、東京湾に流入している。 

埋立地は、地上面4ｍ程度まで埋土（貝殻混じり砂）、4ｍ～10ｍ程度まで埋土（細砂）、

10ｍ～11ｍまでシルトが分布している。 

地盤 

対象事業実施区域及び周辺の水準点における平成27年から令和元年までの5年間累

積地盤変動量は、-6.6mm～+2.4mmとなっており、地盤沈下は沈静化の傾向が見られる。

また、環境省が地盤沈下について注意が必要となる目安としている年間沈下量20㎜以

上を記録した水準点はない。 

土壌 

対象事業実施区域及び周辺は埋立地であり、一般的に浚渫した砂質土となっている。 

周辺の旧海岸部では、低地に分布するグライ土が多く分布している。また、後背地

では、褐色低地土も分布している。 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域として、富津市新富で3か所、君津市

君津で7か所が、ふっ素及びその化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物の特

定有害物質により指定されている。なお、同法に基づく要措置区域は存在しない。 

また、対象事業実施区域周辺では、平成29年度に大堀1区集会所（富津市大堀）でダ

イオキシン類に係る調査が行われており、環境基準を満足している。 

植物 

対象事業実施区域の植生は「工場地帯」に該当する。対象事業実施区域から南西約

5kmの富津岬は南房総国定公園の西北端に位置し、海浜植物群落が千葉県指定天然記念

物として「富津州海浜植物群落地」に、また環境省の特定植物群落として「富津の海岸

草原」に選定されている。富津干潟にはアマモ場が分布している。 

植物相の状況については、対象事業実施区域及び周辺で確認されている植物は67科

159種であり、法令や国、千葉県のレッドリストに掲載されている「保護上重要な種」

は60種が確認されている。 

動物 

対象事業実施区域及び周辺は主に工業地帯となっている。一方、周辺の海域には海

洋生物の重要な生息環境である干潟や藻場がみられ、環境省は生物多様性の観点から

重要度の高い海域として洲崎から富津岬までの海域を「東京湾口東側」として、小櫃

川河口周辺部を「小櫃川河口干潟周辺」として抽出している。 

動物相の状況として、哺乳類で9科13種、鳥類で34科92種、両生類で6科7種、爬虫類

で2科2種、昆虫類で87科247種、魚類で22科43種、底生動物で51科78種が確認されてい

る。法令や国、千葉県のレッドリストに掲載されている「保護上重要な種」は哺乳類で

5種、鳥類で49種、両生類で6種、爬虫類で2種、昆虫類で190種、魚類で7種、底生動物

で41種が確認されている。 
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表 3.1(3) 対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

生態系 

対象事業実施区域は海域を造成した埋立地にあり、周辺の埋立地には工場が広

がり、植栽林等はあるものの生産者である植物の多様性が乏しく、消費者である

動物の多様性も乏しい不安定な生態系となっているものと考えられる。 

一方、小糸川周辺の沖積低地や富津岬に連なる砂州及び東側の台地には、緑の

多い住宅地や農耕地、樹林地が残存し、人の営みと共に成立している里山の生態

系が残されていると考えられる。 

景観 

対象事業実施区域及び周辺の主要な眺望点としては、南西側に富津岬明治百年

記念展望塔、中の島展望塔、富津海岸、富津みなと公園が、南東側に市民ふれあい

公園、人見神社が、存在している。 

また、対象事業実施区域及び周辺の主要な景観資源としては、富津岬、東京湾と

富士山、東京湾岸の京葉工業地帯などがある。 

人と自然との触れ 

合い活動の場 

対象事業実施区域及び周辺の主要な人と自然との触れ合い活動の場としては、

南西側に富津公園、富津海岸、富津海水浴場が、南東側に市民ふれあい公園、内裏

塚古墳、小糸川沿岸歩行者専用道、人見神社などが、存在している。 

 

表 3.2(1) 対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

人口 

対象事業実施区域が位置する富津市の人口は、平成 24 年からの 10 年間で、

47,470 人から 42,392 人へと約 5,000 人減少している。また、隣接する君津市の

人口は、88,598 人から 81,457人へと約 7,000 人減少している。 

産業 

富津市における平成 26 年の事業所数は 2,067 事業所、従業者数は 18,557 人と

なっている。業種別に見ると、卸売業、小売業が事業所数で 23.7％、従業者数で

17.6％と最も多くなっている。 

土地利用 

地目別に見ると、令和元年において、富津市では、その他の区分を除くと高い

方から、山林が 25.2％、田が 10.7％となっている。また、君津市では、その他の

区分を除くと高い方から、山林が 39.2％、田が 9.2％となっている。 

対象事業実施区域は現在、資材置場となっており、近傍には発電所、廃棄物処

分場などがある。また、対象事業実施区域は、工業専用地域として指定されてい

る。 

河川及び海域の利用 

並びに地下水の利用 

上水道の普及状況について、令和元年度の富津市における水道普及率は

97.2％、君津市における水道普及率は 100％となっており、水源としてかずさ水

道広域連合企業団から供給を受けている。なお、かずさ水道広域連合企業団の主

な水源は小櫃川水系である。 

対象事業実施区域の南東側を小糸川が流れており、小糸川では、木更津南部地

区工業用水道や農業用水としての利水が行われている。また、第 5 種内水面共同

漁業権が設定されている。 

富津地先の海域では、第 1 種～第 3 種海面共同漁業権と第 1 種海面区画漁業権

が設定されている。 

富津市及び君津市は、千葉県環境保全条例による地下水採取規制の指定地域と

なっている。令和元年において、富津市では地下水揚水量は 5,044㎥/日で、工業

用と水道用が全体の約 8 割を占めており、君津市では地下水揚水量は 17,257 ㎥/

日で、水道用と農業用が全体の約 8 割を占めている。 
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表 3.2(2) 対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

交通 

対象事業実施区域周辺の主要道路として、一般国道 16 号、主要地方道木更津富

津線、一般県道大貫青堀線、君津青堀線、富津公園線が通っている。 

平成 27年度の調査結果では、最寄りの調査地点である主要地方道木更津富津線

（富津市新富）で、昼間 12 時間交通量は 4,044台、大型車混入率は 6.7％となっ

ている。また、最も交通量の多い一般国道 16 号（君津市大和田）で、昼間 12 時

間交通量は 15,313 台、大型車混入率は 20.3％となっている。 

対象事業実施区域周辺には、ＪＲ東日本内房線の君津駅、青堀駅、大貫駅があ

る。 

学校、医療施設その

他の環境保全につい

ての配慮が特に必要

な施設の配置の状況

及び住宅の配置の状

況 

近傍に、環境の保全について配慮が特に必要な施設はなく、最も近い施設とし

ては、南南東側約2.3kmに青堀保育園がある。 

また、対象事業実施区域から最も近い住宅地は、南南東側約1.4㎞に富津市大堀

地区の住宅街がある。 

下水道の整備 

君津市と富津市では、下水道に関する事務を共同処理するため、君津富津広域

下水道組合を設立しており、同組合の令和元年度の公共下水道普及率は、人口比

で44.0％となっている。 

環境の保全を目的と

する法令等により指

定された地域、その

他の対象及び当該対

象に係る規制の内容

その他の状況 

＜公害防止関係法令等＞ 

大気、水質、底質、土壌汚染、地盤沈下、騒音、振動、悪臭について、法及び

条例等に基づき、環境基準や規制基準等が定められている。 

＜自然環境保全に係る指定・規制地域＞ 

対象事業実施区域周辺は、自然公園法に基づく南房総国定公園の第1種及び第2

種特別地域と普通地域が分布する。なお、自然環境保全法等に基づく自然環境保

全地域、郷土環境保全地域等は分布していない。 

富津市においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基

づき鳥獣保護区等が設定されている地域もあるが、対象事業実施区域近傍では鳥

獣保護区等に該当する区域はなく、特定猟具使用禁止区域（銃器）に指定されてい

る。 

その他の事項 

資源の利用の状況として、対象事業実施区域及び周辺を所管する君津地域振興

事務所管内において、令和元年度の砂利採取場は24ある。なお、砂利採取以外の

資源の採取は行われていない。 

廃棄物の処理等の状況として、富津市及び君津市のごみ搬入量と焼却量は、平

成27年度からの5年間で見ると、概ね横ばい傾向にある。また、し尿・浄化槽汚泥

の収集量と処理量はやや減少傾向で推移している。 

公害苦情の状況として、富津市の令和元年度の苦情件数は、典型7公害以外が103

件と最も多く、次いで大気汚染が30件となっている。また、君津市の苦情件数は、

典型7公害以外が48件と最も多く、次いで悪臭が34件となっている。 

文化財の状況について、対象事業実施区域及び近傍に、指定文化財及び登録文

化財はない。最も近い文化財としては、南東側約2.5㎞に上野塚古墳（富津市指定

文化財）がある。 
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第4章  関係地域 

 

富津市及び君津市 

 

 

 

第5章  方法書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及びそれに対する事業

者の見解 

 

本事業に係る方法書を令和 2 年 11 月 2 日に知事へ送付したところ、令和 2年 12 月 4 日から令

和 3年 1月 4日にかけて縦覧に供された。 

縦覧開始日から令和 3年 1月 19日の意見提出期間内において、意見書の提出が 1通あり、意見

の概要及び事業者の見解は、以下のとおりである。 

 

表 5.1.1 方法書に対する環境の保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

環境要素 意見の概要 事業者の見解 

大気質 

1 調査、予測及び評価の手法に

おいて、大気質調査地点が南東

に片寄っている。 

これでは、南、南西側の状況

が把握できておらず、おかしい

のではないか、 

よって調査範囲を南、南西側

にはばひろく公平に、実施して

いただきたい。 

参考に、青木地区（青木 4 丁

目グランド）、東地区（富津小

学校） 

 

2 溶融炉の試運転及び本稼働

後も、各地域の大気質調査を定

期的に、実施していただきた

い。 

1 調査地点については、事業実施区域周辺の状況

（土地利用）及び君津人見測定局の年間の主風向

等を配慮して 4 地点選定していますが、これらに

加え、事業実施区域の南西方向に調査地点（富津

埋立記念館）を選定しました。 

なお、南～南西方向は発生源も少なく、平成 26

年度以前の富津市富津大気環境常時監視測定局

（富津小学校、平成 26年度末廃止）における測定

結果から見て、君津人見同測定局、富津下飯野同測

定局と比較し、大気環境は良好と考えられます。 

富津埋立記念館において、北東風が卓越してい

る 1季節 1週間（11月頃）、夏場の大気環境濃度が

高い 1 季節 1 週間（8 月頃）の 2 季、調査を実施

し、大気環境が良好であることを確認しました。 

 

2 事後調査として、廃棄物処理施設の稼働が

定常となった時期から 1 年間（4季・各季 7日

間）の大気質調査を、実施します。 
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第6章  方法書に対する知事の意見及びそれに対する事業者の見解 

 

令和 3 年 3 月 30 日付環第 704 号で通知のあった方法書に対する千葉県知事意見及びそれに対

する事業者の見解は、以下のとおりである。 

 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る環境影響評価方法書に対する意見 

 

本事業は、現在、木更津市内で実施されている木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の

４市による君津地域広域廃棄物処理事業（以下「第１期事業」 という。）が、令和８年度に事

業終了を迎えるに当たり、新たに鴨川市、南房総市及び鋸南町の２市１町の事業参加を受け、７

自治体及び民間企業４社により設立された株式会社上総安房クリーンシステムが行うもの

である。新設する施 設 は 、 １ 日 当 た り の 処 理 能 力 が ４ ８ ６ ト ン （ １ ６ ２ ト ン × ３ 炉 ） のシャフ

ト炉式の廃棄物溶融施設等であり、ごみ焼却場としては県内有数の規模となる計画である。

また、処理対象となる廃棄物は、県南の広範な地域から車両により収集・運搬され、併せて、

中間処理施設や運搬ルートの新設が予定されている。 

対象事業実施区域（以下「事業区域」という。）は、京葉臨海部の工業専用地域に位置し、周

辺には火力発電所、製鉄所、最終処分場等が立地している。一方、南東約１．３キロメートル

には様々なスポーツや憩いの場として利用されている都市公園が存在し、その背後地には住宅

街やショッピングセンター等が立地していることから、大気質や悪臭等について生活環境への

十分な配慮が必要である。 

事業区域内では、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物による土壌汚染が確認さ

れ、汚染の拡散防止に十分留意する必要がある。また、事業区域及びその周辺で事前に実施さ

れた現地調査では、環境省レッドリスト等に掲載されている植物、動物及び海洋生物の生育・

生息が確認され、それらの保全に十分配慮し、適切な措置を講ずることが必要である。 

ついては、これらの事業特性及び地域特性を踏まえ、下記の事項について所要の措置を講ず

ることにより、本事業による環境影響をできる限り回避又は低減するとともに、環境影響評価

を適切に実施する必要がある。 
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１．事業計画 

（１）煙突高さについて、建築物等設置に係る法的な制限の有無も考慮し、近年、県内

又はその周辺地域に設置された同規模程度の処理能力を有する類似施設との比較

を行った上で、設定根拠を明らかにすること。また、ダウンウォッシュ発生時等

の特殊気象条件下における大気質等への影響をできる限り回避又は低減する観

点から、必要な検証を行うこと。 

【事業者の見解】 

煙突高さについては、大気質への影響上、可能な限り高くする意図をもって設定しますが、

60ｍ以上となる場合の航空法規制（昼間障害標識及び航空障害灯）やその景観、日照影響を考

慮した結果、特殊気象条件下においても基準値を超過しないことを検証の上、59ｍと設定いた

しました。 

千葉県内の自治体で過去 10年以内に竣工、または竣工予定の廃棄物処理施設における煙突高

さは資料編（資料 1.6）に示すとおりです。これらの施設のうち今回施設と処理能力が近い施設

は、千葉市〔585t/日(195t/日×3 炉)、煙突高さ 130ｍ〕、市川市〔約 440t/日(約 147t/日×3

炉)、煙突高さ 90ｍ〕です。ただし、千葉市、市川市については、既存施設の煙突高さがそれぞ

れ 130ｍ、90ｍとなっており、環境影響評価の結果、既存施設の煙突高さを踏襲する計画をされ

ていると推察いたします。今回施設においては、前段に記述しているように大気質への影響予

測・評価の結果を踏まえ煙突高さを設定しており、妥当であると考えます。 

なお、ダウンウォッシュ発生時等の特殊気象条件下における大気質等への影響をできる限り

回避又は低減する観点から、有効煙突高・排出ガス吐出速度等を勘案し、大気質の短期高濃度

予測を実施し、必要な検証を行いました。 

 

（２）今般、国は脱炭素社会の実現に向けて取り組むことを示し、県においても、当該

目標達成のため、県民、事業者及び市町村と協力して、一層の地球温暖化対策を推

進するとしていることを踏まえ、バイオマス利用により更なるコークス使用量の

削減を図るなど、二酸化炭素排出量をできる限り低減すること。 

【事業者の見解】 

地球温暖化対策を推進し、二酸化炭素のさらなる排出低減を図るため、本事業では、低炭素

型シャフト炉を採用することとし、補助燃料のコークス使用量を第１期事業における使用量の

1/2に削減する予定です（低炭素型シャフト炉の概要については、資料編（資料 1.7）参照）。 
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一般廃棄物のガス化溶融技術の一つであるシャフト炉式ガス化溶融炉は、コークス熱源を利

用した多様なごみ処理が可能な方式で、最終処分量を大幅に削減できることを特長としていま

す。 

近年、世界的な温室効果ガスの低減の必要性に応えるため、日鉄エンジニアリング株式会社

において、低炭素型シャフト炉など様々なコークス使用量の削減技術を実用化してきましたが、

さらなる削減を目指し、カーボンニュートラルであるバイオマスを利用することで、コークス

の代替技術の開発に取り組んでいます。例えば、建設廃棄物由来のバイオマスチップと、汚泥

燃料化物を適用することで、コークス代替効果があることが確認されています。 

今後、バイオマスの本施設への適用を検討し、コークス使用量のさらなる削減を図り、二酸

化炭素排出量の一層の低減に努めてまいります。 

 

（３）計画ごみ質について、設定根拠の具体的な内容を明らかにし、その妥当性を検証

すること。 

【事業者の見解】 

計画ごみ質については、環境影響評価方法書（第 2 章 対象事業の名称、目的及び内容）に

記載のとおり、直近のデータ集計期間である平成 26 年度から平成 29 年度、株式会社かずさク

リーンシステム及び鴨川清掃センター・大谷クリーンセンターで定期的に行っているごみ質の

分析調査結果の加重平均値に、灰の発生実績を考慮した値を基準ごみ質として算定しています。

また、低質ごみ（最小値）、高質ごみ（最大値）は、実績データの正規分布より 90％の信頼区間

の両端をもって設定しています。 

この数値は、7自治体から示された「（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業 要求水準

書」（平成元年 9月）に記載されたものであり、各自治体のごみ質分析結果（資料編（資料 1.8）

参照）をもとに、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」（社団法人全国都市清掃会議）に基づ

き算定しています。 

なお、既存の株式会社かずさクリーンシステムのごみ質分析調査には、君津地域 4 市内で発

生する一般廃棄物、君津地域 4 市が条例で受け入れている産業廃棄物及び日本製鉄株式会社東

日本製鉄所君津地区から排出される産業廃棄物・一般廃棄物が含まれており、本施設において

もそのごみ質は変化しないものと考えています。また、新たに加わる鴨川市、南房総市、鋸南

町は同じ房総地域であり、ごみ質は君津地域 4 市と大きく変わらず、ごみの発生量の全体に占

める割合は約 16％であり、比較的小さいものとなっています。 

以上のことから、設定した計画ごみ質は妥当と考えます。 
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（４）ガス化溶融炉から発生する熱分解ガス等について、事故又は災害等の不測の事

態が発生し、燃焼室が停止した場合の処理方法を明らかにすること。 

【事業者の見解】 

事故又は災害等の不測の事態が生じた場合は、自動停止システムの作動により、速やかに施

設を停止します。各弁類が自動的に安全方向へ開又は閉となり、ガス化溶融炉内に不活性ガス

（窒素ガス）を充填することにより、速やかに熱分解反応とコークス燃焼を停止させるなどし

て安全に施設を停止します（処理フローについては、資料編（資料 1.9）参照）。 

また、炉内にわずかに残る未燃ガスは窒素ガスにより炉内から燃焼室へ追い出され、燃焼室

で残存酸素と反応して燃焼されます。燃焼排ガスはバグフィルタを通過後に煙突から大気へ放

散するため炉内圧が上昇することはなく、ばいじんなどを排出することもありません。 

 

２．環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

（１）全般 

ア 「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに

当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための

指針並びに環境の保全のための措置に関する指針を定める規則」（以下「技術指

針」）に基づき、環境影響評価の項目を適切に選定すること。また、技術指針第４

条第１項の規定による参考項目のうち選定しない項目は、同条第５項各号により

「環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場

合」等とされていることを踏まえ、改めて選定の必要性を検討するとともに、選定

しない場合は客観的な理由を示すこと。 

【事業者の見解】 

事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針に基づき、環境影響評価の項目を適切に選定する

とともに、参考項目のうち選定しない項目については、改めて選定の必要性を検討するととも

に、選定しない場合は客観的な理由を示しました。 

改めて検討した結果、環境影響評価方法書と比較し、「工事の実施」及び「土地又は工作物の

存在及び供用」段階における植物及び動物について、環境影響評価項目として追加しました。 
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イ 技術指針及び「千葉県環境影響評価技術細目」（以下「技術細目」という。）に基づ

く適切な手法により、調査、予測及び評価等を行うこと。 

【事業者の見解】 

事業特性及び地域特性、技術指針等を踏まえ、適切と考えられる手法により、調査、予測及

び評価を行いました。 

改めて検討した結果、環境影響評価方法書と比較し、調査、予測及び評価について、主なも

のとして以下の事項を拡充しました。 

・施設の稼働に係る大気質の調査地点の追加 

・施設の稼働に係る大気質の短期高濃度予測について、内部境界層発達によるフュミゲー

ション発生時の検討 

・沿道大気質の調査地点の追加 

・工事の実施に係る水質の文献調査の拡充 

・施設の稼働に係る騒音、振動調査地点の追加 

・施設の稼働に係る超低周波音の調査地域の拡大 

・道路交通騒音及び道路交通振動の調査頻度の拡充 

・施設の稼働に係る悪臭の調査地点の追加 

・施設の稼働に係る悪臭について、内部境界層発達によるフュミゲーション発生時の検討 

・施設の稼働に係る悪臭について、休炉時における予測及び評価 

・植物及び動物について、調査、予測及び評価 

 

ウ 選定する環境影響評価の項目に係る調査について、技術細目で対象とされている「社会環

境」等に関する情報や、「文献その他の資料」により得られる情報等は、該当のない場合を

除き、各項目とも全て網羅すること。 

【事業者の見解】 

選定した環境影響評価の項目に係る調査について、「社会環境」等に関する情報や、「文献そ

の他の資料」により得られる情報は、該当のない場合を除き、収集しました。 
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（２）大気質 

ア 施設の稼働に係る大気質調査地点について、最寄りの気象観測所では秋季から冬季にかけ

て北～北東の風が卓越していることから、事業実施区域の南～南西方向の適切な位置に追

加すること。 

【事業者の見解】 

施設の稼働に係る調査地点については、事業実施区域周辺の状況（土地利用）及び君津人見

測定局の年間の主風向等を配慮して 4 地点選定していますが、これらに加え、事業実施区域の

南西方向にある富津埋立記念館に調査地点を選定しました。 

なお、南～南西方向は発生源も少なく、平成 26年度以前の富津市富津大気環境常時監視測定

局（平成 26年度末廃止）における測定結果から見て、君津人見同測定局、富津下飯野同測定局

と比較し、大気環境は良好と考えられます。 

そこで、調査時期については、北東風が卓越している 1季節 1週間（11月頃）、夏場の大気環

境濃度が高い 1 季節 1 週間（8 月頃）の 2 季実施し、大気環境が良好であることを確認しまし

た。 

なお、事業実施区域周辺の大気環境濃度（浮遊粒子状物質等）が高くなるのは、夏場と晩秋

～初冬であり、また、「千葉県環境影響評価技術指針に係る参考資料」の中で、調査の簡略化の

考え方が記載されており、2季観測が例示されています。令和元年度大気環境調査報告書（千葉

県大気保全課）においても、県内の大気環境について「二酸化窒素は、いずれの年度も大気が

安定しやすい、11月から 1月頃に濃度が上昇する傾向があること」、また、「浮遊粒子状物質は、

経月変化グラフで 8 月が最も高いこと」が示されています。対象事業実施区域周辺の大気環境

測定局においても、こうした傾向が見られています。 

 

イ 施設の稼働に係る大気質の長期平均濃度予測について、煙源条件として平均的なごみ質

（基準ごみ）の処理時における排出諸元を用いるとしているが、ごみ質や排出ガス量の変

動等を考慮し、有効煙突高が高くなる場合及び低くなる場合の予測及び評価も併せて行う

こと。 

【事業者の見解】 

大気質の長期平均濃度予測における煙源条件としては、ごみピット攪拌等によるごみ質均一

化に努めることで、年間を通じて、平均的なごみ質となることから、基準ごみ処理時の排出ガ

ス諸元を用いて予測しました。 

なお、ごみ質や排出ガス量の変動等を考慮した予測は、短期高濃度予測において実施しまし

た。  
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ウ 施設の稼働に係る大気質の短期高濃度予測について、事業区域は臨海部に存在することか

ら、内部境界層発達によるフュミゲーション発生時についても対象とすること。また、予

測条件ごとに、高濃度となる気象条件及び煙源条件等を明らかにするとともに、その根拠

を具体的に示すこと。 

【事業者の見解】 

臨海部において、煙突からの排煙は海風層に排出され内陸側に流れた後、内部境界層＊にぶつ

かると、急速に地表近くまで降下するフュミゲーションが生じ、高濃度となる場合があると言

われています。（＊海上から流れてきた乱れの小さい大気層と地表近くの乱れの大きな大気層が

接する境界の内側） 

このため、上層気象調査結果をもちいて内部境界層の出現状況を整理したうえで、内部境界

層発達によるフュミゲーション発生時を予測対象に加えました。 

また、予測にあたっては、高濃度となる気象条件（大気安定度、風速等）、煙源条件（有効煙

突高等）を明らかにし、根拠を示しました。 

 

エ 沿道大気質の調査地点について、一般環境大気測定局（君津人見測定局）とするとされて

いるが、当該測定局は、予測及び評価の対象となる車両の走行ルートから２００メートル

程度離れており、当該沿道大気質の状況を把握するための地点としては適当でないことか

ら、別途適切な地点を選定の上、必要な調査を行うこと。 

【事業者の見解】 

沿道大気質の調査地点については、廃棄物運搬車両等の主要走行ルートを対象に沿道の住居

等の分布状況を考慮し、走行ルート近傍の 2 地点選定していますが、これらに加え、主要地方

道木更津富津線の道路交通騒音、振動の調査予定地点付近（君津市勤労者総合福祉センター）

に、調査地点を追加しました。 

また、調査時期については、大気環境濃度が高い夏場の１季節１週間（8月頃）、晩秋の１季

節１週間（11月頃）の 2季調査を実施しました。 

なお、事業実施区域周辺の大気環境濃度（浮遊粒子状物質等）が高くなるのは、夏場と晩秋

～初冬であり、また、「千葉県環境影響評価技術指針に係る参考資料」の中で、調査の簡略化の

考え方が記載されており、2季観測が例示されています。令和元年度大気環境調査報告書（千葉

県大気保全課）において、県内の大気環境について「二酸化窒素は、いずれの年度も大気が安

定しやすい、11 月から 1 月頃に濃度が上昇する傾向があること」、また、「浮遊粒子状物質は、

経月変化グラフで 8 月が最も高いこと」が示されています。対象事業実施区域周辺の大気環境

測定局においても、こうした傾向が見られています。 
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オ 施設の稼働に係る光化学オキシダントについて、原因物質の一つである揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）の発生が極めて少ない等の理由により、項目として選定しないとされているが、

事業区域は、ＶＯＣの発生源が集中する京葉臨海地域に位置すること及び事業実施により

窒素酸化物を排出することを考慮し、今後、予測技術等に進展があった場合には、必要な

調査、予測及び評価を行うこと。 

【事業者の見解】 

光化学オキシダントについては、その生成機構（二次汚染物質の生成、国外からの移流）等

が複雑であり、環境省においても対策等を検討しているところですが、今後、適切な予測及び

評価手法が確立された場合には、必要な調査、予測及び評価を行います。また、光化学オキシ

ダントの原因物質である窒素酸化物及び揮発性有機化合物等について、脱硝装置の設置や燃焼

制御等により排出抑制に取り組んでまいります。 

 

（３）水質 

ア 水質及び流況等の現地調査について、技術細目に定められた調査期間及び頻度と異なるこ

とから、特性を把握できるとする根拠及びその妥当性を明らかにすること。 

【事業者の見解】 

新富水路（海域指定）の水質及び流況等の現地調査の頻度は、近年の廃棄物処理施設の事例

を参考に、4回（季）引き潮時、降雨時 2回としました。 

また、一般財団法人千葉県まちづくり公社において、富津地区産業廃棄物処分場環境調査の

一環として、新富水路の水質調査（本事業の排水地点近傍等で実施）を毎月行っており、この

調査結果を参考データとして使用することとしました。 

以上のことから、新富水路の水質等の特性を把握できるものと考えています。 

 

イ 予測について、定性的に行うとされているが、技術細目に基づき、数理モデルによる数値

計算等の適切な手法により行うこと。 

【事業者の見解】 

工事排水の排水量、実施する環境保全対策及び水質管理基準値や新富水路の水質調査結果等

を踏まえ、新富水路の水質への影響は極めて小さいと考えられることから、定性的に予測しま

した。 
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（４）騒音及び超低周波音並びに振動 

ア 施設の稼働に係る調査地点について、調査地域内に工場等があることから、技術細目に基

づき、特定の発生源による影響を受けず、かつ、調査地域の代表的な騒音等の状況を的確

に把握できる地点及び当該工場等による影響を特定できる地点を選定すること。 

【事業者の見解】 

環境影響評価方法書に記載した南側敷地境界の騒音等調査地点については、工場等による影

響を特定できる地点として位置づけ、これに加え、北側敷地境界に調査地域の代表的な騒音等

の状況を的確に反映できる地点を追加しました。 

 

イ 施設の稼働に係る騒音の調査期間について、平日の１日とされているが、技術細目を踏ま

え、設定根拠及びその妥当性を明らかにすること。 

【事業者の見解】 

環境騒音の調査時期については、「千葉県環境影響評価技術指針に係る参考資料」では、「騒

音が 1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定する」とあります。 

騒音の発生源と考えられる南東側の工場は、年間を通じ主に平日に操業していることから、

現地調査については、平日の 1日（24時間）で行うこととしました。 

また、環境騒音の調査結果については、騒音予測の際のバックグラウンド値として使用する

予定ですが、当該工場が稼働しない休日は環境騒音が低いと考えられるため、休日の調査は実

施しません。 

 

ウ 施設の稼働に係る超低周波音の調査地域について、騒音と同様に事業区域から概ね１００

メートルまでの範囲とするとされているが、一般に超低周波音は距離減衰が小さく、騒音よ

りも遠距離まで伝搬することを考慮し、改めて適切に設定すること。また、予測及び評価に

ついては、技術細目に基づく手法により、定量的かつ客観的に行うこと。 

【事業者の見解】 

超低周波音については環境基準が定められていませんが、一般に距離減衰が小さく、騒音よ

りも遠距離まで伝搬しやすいことを考慮し、「騒音」における調査地域の 2倍の 200ｍまでの範

囲としました。 

なお、第 2期事業の施設において、「第 1期事業にはない、若しくは規模の大きい」超低周波

音の発生施設はないため、予測及び評価については、第 1 期事業における調査結果や環境保全

措置の内容を踏まえ、類似事例の引用により予測しました。 
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エ 道路交通騒音及び道路交通振動の調査地点及び予測地点について、車両の走行ルートを対

象に代表的な地点の道路端を選定するとされているが、技術細目に基づき、近傍民家のほか、

周辺に学校、病院又は社会福祉施設等が存在する場合は、当該施設等についても選定するこ

と。また、調査期間について、平日の１日とされているが、車両は休日にも走行するとされ

ていることから、休日を含めることとし、予測及び評価について、道路交通騒音防止対策、

交通条件、道路構造等が異なる区間ごとに予測断面を設定して行うこと。 

【事業者の見解】 

道路交通騒音及び道路交通振動の調査地点及び予測地点について、道路交通騒音防止対策、

交通条件、道路構造等を踏まえ、予測断面を設定して行いました。 

また、主要地方道木更津富津線、富津市道汐入線については、道路構造は概ね平面であり、

遮音壁等はないため、搬入車両が最も集中する区間において、調査及び予測を行いました。 

なお、沿道周辺に学校、病院又は社会福祉施設等は存在しませんが、近傍民家の存在等に配

慮し、具体的な調査地点及び予測地点を選定しました。 

調査期間については、搬入車両が土曜日も走行することから、平日（月曜日から金曜日）の 1

日（24時間）に加え、土曜日も調査を実施しました。 

 

（５）悪臭 

ア 悪臭調査地点について、最寄りの気象観測所では秋季から冬季にかけて北～北東の風が卓

越していることから、事業実施区域の南～南西方向の適切な位置に追加すること。また、技

術細目に基づき、本事業による影響が最も大きく出現しやすい地点、周辺における既存の発

生源からの直接的な影響を受けない地点及び当該発生源からの影響を把握できる地点を選定

すること。 

【事業者の見解】 

悪臭調査地点については、事業実施区域周辺の状況（土地利用）及び年間の風向等を配慮し

て選定していますが、これに加え、事業実施区域の南方向の適切な位置に調査地点を選定しま

した。具体的には、青木第２号公園予定地において、調査を実施しました。 

また、調査地点について、以下のとおり整理し、調査を実施しました。 

・事業による影響が大きく出現しやすい地点（ボサンケ・サットンの拡散式を踏まえて） 

大堀二区集会所、市民ふれあい公園内ビジターセンター 

・周辺における既存の発生源からの直接的な影響を受けない地点 

青木第２号公園予定地 

・既存の発生源からの影響を把握できる地点 

君津人見測定局（製鉄所の近傍） 
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イ 悪臭の状況の調査期間について、技術細目に基づき、短時間における濃度が問題となりや

すい時期（時間帯）とすること。 

【事業者の見解】 

悪臭の状況の調査期間については、短時間における濃度が問題となりやすい時期（時間帯）

としました。具体的には、悪臭物質の発生しやすい夏季及び接地逆転層が生じやすく悪臭物質

が拡散しにくい冬季に、調査を実施しました。 

 

ウ 煙突排出ガスの予測について、事業区域は臨海部に存在することから、内部境界層発達に

よるフュミゲーション発生時についても対象とすること。また、予測条件ごとに、高濃度と

なる気象条件及び煙源条件等を明らかにするとともに、その根拠を具体的に示すこと。 

【事業者の見解】 

（２）大気質のウの見解のとおり 

 

エ 休炉時において、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう脱臭装置を用いるとされて

いるが、定常状態とは悪臭の処理方法が異なるため、併せて予測及び評価を行うこと。 

【事業者の見解】 

休炉時においては、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、脱臭装置により吸引し脱

臭を行うことから、脱臭装置の性能（メーカー保証値等）を踏まえ、休炉時における悪臭の予

測・評価を行いました。 

 

（６）土壌 

調査すべき情報について、技術細目に基づき、発生源の状況、地下資源の利用状況及び気象

の状況を追加すること。また、予測結果の整理について、事業計画に基づく環境保全対策の内

容、事例の引用を踏まえ、行うとされているが、技術細目に基づき、統計処理及び解析につい

ても実施することにより、汚染物質ごとに適切に評価できる形に整理すること。 

【事業者の見解】 

調査すべき情報として、地歴の状況、土地利用の状況に加え、発生源の状況、地下資源の利

用状況、気象の状況について、追加しました。 

また、予測については、本事業の事業計画の内容及び環境保全対策の内容を踏まえ、基本的

に土壌汚染対策法に基づく対応となりますが、汚染物質ごとに適切に評価できる形に整理しま

した。 
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（７）植物、動物、生態系及び海洋生物 

既に実施した現地調査で重要な種等が確認されたものの、今後、必要な現地調査及び環境保

全対策を実施する予定とし、環境影響評価の項目には選定しないとされているが、各項目とも

技術指針第４条第５項各号のいずれかに該当するとは認められないことから、環境影響評価の

項目として選定すること。 

【事業者の見解】 

植物、動物については、環境影響評価の項目に選定し、調査、予測及び評価（施工時・供用

時）を実施しました。なお、生態系については、対象事業実施区域は工業専用地域に位置し、

砕石が敷き均され資材置場として利用されていること、また周辺部は火力発電所、廃棄物最終

処分場、自動車関連のリサイクル工場などが操業していることから植物、動物の予測評価で代

表させ、項目として選定しません。 

また、海洋生物については、本事業では海域を改変することはなく、工事に伴う排水は十分

な保全対策を行った後、対象事業実施区域近傍の排水路（暗渠管）に放流する計画です。排水

は排水路（暗渠管）を約 1.4km 流下しつつ、対象事業実施区域外の排水と混合された後に海域

指定の新富水路に注がれることなどから、本事業に伴う影響は極めて小さいため、項目として

選定しません。なお、施工時の排水については、水質の調査、予測及び評価を実施し、海域の

水質へ与える影響を確認するとともに、施工時の水質（工事に伴う排水及び海域の水質）に関

する事後調査を実施します。 

 

（８）人と自然との触れ合い活動の場 

特定の時間に廃棄物運搬車両を集中させない等の理由から環境影響評価の項目に選定しない

とされているが、本事業においても第１期事業と同様に車両の走行が午前に集中する場合は、

改めて選定の必要性を検討すること。 

【事業者の見解】 

第１期事業における廃棄物運搬車両台数の午前と午後の割合は、それぞれ 55％、45％となっ

ていますが、第２期事業においては、午前と午後の割合をさらに平準化するとともに、8時～9

時台の通勤時間帯の割合を減少させることとしています。 

道路の現状の交通量等から考え、円滑に走行でき、人と自然との触れ合いの活動の場への影

響は極めて小さいため、項目として選定しません。 
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３．その他 

（１）新設される中間処理施設や運搬経路についても、騒音や悪臭等に関し、その周辺

地域における生活環境に十分配慮すること。 

【事業者の見解】 

7自治体（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町）と協議し、

エコドライブの徹底や配車管理、廃棄物の飛散防止などの環境保全対策を実施し、騒音や悪臭

など、周辺地域における生活環境に十分配慮します。 

また、新設される中間処理施設については、本事業の対象範囲外であり、事業実施主

体も各市町となりますが、周辺地域における生活環境に十分配慮するよう、ご意見を伝

えてまいります。 

 

（２）事業実施に伴う周辺環境への影響について、地域住民等に対し、視覚的に分かり

やすい資料を作成するとともに、その内容について丁寧に説明すること。 

【事業者の見解】 

事業の概要や事業実施に伴う周辺環境への影響について、図やグラフなどを活用し、視覚的

に分かりやすい資料を作成するとともに、地域住民等に対し、丁寧に説明します。 
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第 7章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法と結果 

 

7.1 環境影響評価の項目 

7.1.1 活動要素の選定 

「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに該当項目に係

る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のため

の措置に関する指針を定める規則」（以下、「技術指針」という。）に基づく「廃棄物焼却等施設

の新設又は増設」に係る活動要素を基に、本事業による事業特性（「第 2 章 対象事業の名称、

目的及び内容」参照）と地域特性（「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況」参照）を

勘案して選定した活動要素は、表 7.1.1-1 に示すとおりである。また、活動要素の選定理由は、

表 7.1.1-2に示すとおりである。 

 

表 7.1.1-1 廃棄物焼却等施設の新設又は増設に係る活動要素とその選定結果 

活動要素 

の 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業 

の 区 分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

樹
林
の
伐
採 

切
土
又
は
盛
土 

湖
沼
又
は
河
川
の
改
変 

海
岸
又
は
海
底
の
改
変 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

排
水 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音

又
は
振
動
の
発
生 

地
下
水
の
採
取 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

廃棄物焼却等施設

の新設又は増設 
 〇   × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇  〇 〇 × 

注）○は活動要素として選定したことを、×は活動要素として選定しなかったことを表す。 

網掛けは、技術指針別表第一に示される対象事業が一般的な内容によって実施された場合に生じる活動要素

であることを表す。 
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表 7.1.1-2 活動要素の選定理由 

段階 活動要素の区分 
 選定注） 

結果 
選定する理由又は選定しない理由 

工
事
の
実
施 

切土又は盛土 〇 
地盤嵩上げのための盛土を行うため、活動要素として

選定する。 

工作物の撤去又は廃棄 × 
事業実施区域内に既存の工作物等はないため、活動要

素として選定しない。 

資材又は機械の運搬 ○ 
工事に伴い資材や機械の運搬を行うため、活動要素と

して選定する。 

仮設工事 ○ 仮設工事を行うため、活動要素として選定する。 

基礎工事 ○ 
廃棄物溶融施設の設置にあたり基礎工事を行うため、

活動要素として選定する。 

施設の設置工事 ○ 
廃棄物溶融施設の設置工事を行うため、活動要素とし

て選定する。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

施設の存在等 ○ 
廃棄物溶融施設が設置されるため、活動要素として選

定する。 

ばい煙又は粉じんの発生 ○ 
廃棄物の溶融によりばい煙が発生するため、活動要素

として選定する。 

排出ガス（自動車等） ○ 
廃棄物運搬車両の走行により排出ガスが発生するた

め、活動要素として選定する。 

排水 × 

廃棄物溶融施設の稼動により発生する工程排水及び生

活排水は場内で処理後再利用を行い公共用水域への放

流はないため、活動要素として選定しない。 

騒音若しくは超低周波音 

又は振動の発生 
○ 

誘引通風機などの騒音及び振動発生機器の設置並びに

廃棄物運搬車両の走行により、騒音及び振動の発生が

考えられるため、活動要素として選定する。 

悪臭の発生 ○ 
廃棄物溶融施設の稼働に伴い悪臭が発生することが考

えられるため、活動要素として選定する。 

廃棄物の発生 ○ 
廃棄物溶融施設の稼動に伴い溶融飛灰等の廃棄物が発

生するため、活動要素として選定する。 

工作物の撤去又は廃棄 × 
廃棄物溶融施設に係る工作物については、撤去又は廃

棄の計画がないため、活動要素として選定しない。 

注）○は活動要素として選定したことを、×は活動要素として選定しなかったことを表す。 
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7.1.2 環境影響評価項目の選定 

本事業に係る環境影響評価項目は、技術指針の参考項目をもとに、表 7.1.2-1 に示すとおり選

定した。なお、環境影響評価項目として選定した理由、参考項目に対して項目を削除又は追加し

た理由は、表 7.1.2-2に示すとおりである。 

 

表 7.1.2-1(1) 環境影響評価項目の選定結果 

活動要素の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

切
土
又
は
盛
土 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音 

又
は
振
動
の
発
生 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

環境の自然的構

成要素の良好な

状態の保持を旨

として調査、予

測及び評価され

るべき環境要素 

大気質 硫黄酸化物       ○     

 窒素酸化物 × ○ × × ×  ○ ○    

 浮遊粒子状物質 × ○ × × ×  ○ ○    

 粉じん ○  ○ ○ ○       

 有害物質(塩化水素）       ○     

 光化学オキシダント       ×     

 ダイオキシン類       ○     

 その他の物質(水銀）       ○     

水質 生物化学的酸素要求量      ×      

 化学的酸素要求量      ×      

 水素イオン濃度 ○  ○ ○  ×      

 浮遊物質量 ○  ○ ○  ×      

 全窒素      ×      

 全りん      ×      

 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質      ×      

 溶存酸素量      ×      

 大腸菌群数      ×      

 全亜鉛      ×      

 
有害物質等 

（ふっ素、砒素） 
○  ○ ○  ×      

 ダイオキシン類      ×      

 その他の項目      ×      

水文環境 ×   × × ×      

騒音及び超低周波音 ○ ○ ○ ○ ○    ○   

振動 ○ ○ ○ ○ ○    ○   

悪臭          ○  

地形及び地質等 ×  × ×  ×      

地盤 ×   ×        

土壌 ○   ○        

風害、光害及び日照阻害      ×      

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 

網掛けは、一般的な内容で事業が実施された場合、技術指針別表第二に示される活動要素の区分の各欄に掲げ

る要素により影響を受ける環境要素であることを示す。 
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表 7.1.2-1(2) 環境影響評価項目の選定結果 

活動要素の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

切
土
又
は
盛
土 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音 

又
は
振
動
の
発
生 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

生物の多様性の

確保及び自然環

境の体系的保全

を 旨 と し て 調

査、予測及び評

価されるべき環

境要素 

植物 ○  ○ ○ ○ ○      

動物 ○  ○ ○ ○ ○      

陸水生物 ×  × × × ×      

生態系 ×  × × × ×      

海洋生物   × × × ×      

人と自然との豊

かな触れ合いの

確保を旨として

調査、予測及び

評価されるべき

環境要素 

景観   

 

  ○      

人と自然との 

触れ合いの活動の場 
 × 

 

  ×      

環境への負荷の

量の程度により

予測及び評価さ

れるべき環境要

素 

廃棄物   ○ ○ ○      ○ 

残土 ○  ○ ○        

温室効果 

ガス等 

二酸化炭素       ○ ○    

一酸化二窒素       ○ ○    

メタン       ○ ○    

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 

網掛けは、一般的な内容で事業が実施された場合、技術指針別表第二に示される活動要素の区分の各欄に掲

げる要素により影響を受ける環境要素であることを示す。 
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表 7.1.2-2(1) 環境影響評価項目の選定理由（工事の実施） 

環境要素 活動要素 
選定 

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しく

は参考項目に対して削除又は追加を行う理由 

環境の自

然的構成

要素の良

好な状態

の保持を

旨として

調査、予

測及び評

価される

べき環境

要素 

大気質 

窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

× 

オフロード法による排出ガス基準に適合した建

設機械を使用するため、建設機械稼働に伴い排

出される窒素酸化物等の影響は極めて小さいこ

とから、項目として選定しない。 

粉じん 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

〇 

切土又は盛土工事等の実施により粉じんの発生

が考えられるため、項目として選定する。 

窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質 

資材又は機械の

運搬 
○ 

資材運搬車両等の排出ガスによる影響が考えら

れるため、項目として選定する。 

水質 

水素イオン濃度 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事 

○ 

コンクリート打設等の工事の実施によるアルカ

リ排水の発生が考えられるため、項目として選

定する。 

浮遊物質量 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事 

○ 

切土又は盛土工事等の実施による降雨時等の濁

水の流出が考えられるため、項目として選定す

る。 

有害物質等 

（ふっ素、砒素） 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事 

○ 

ごみピット等掘削時に発生する湧水は、土壌汚

染対策法を参考に実施した土壌汚染調査におい

て、環境基準の一部超過が確認されたふっ素及

び砒素の影響が考えられるため、項目として選

定する。 

水文環境 

切土又は盛土、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

× 

基礎工事等（ごみピット掘削時にソイルセメン

ト連続壁造成工法、地盤改良時にサンドコンパ

クション工法を採用予定）を実施するが、地下水

の揚水は行わない。 

地下水位は GL-2ｍ程度であるが、ソイルセメン

ト連続壁造成工法を行う範囲は、ごみピット周

辺に限られており、掘削深さも GL-6ｍ程度で、

地下水脈の遮断への影響は小さい。また、建物が

できる範囲の掘削深さは GL-2ｍ程度と、地下水

位とほぼ同じである。 

対象事業実施区域が海域の埋立地であることも

考え、水文環境への影響は極めて小さいため、項

目として選定しない。 

騒音及び超低周波音 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

○ 

《騒音》 

工事に伴い建設機械が稼動し、騒音が発生する

ことから項目として選定する。 

× 

《超低周波音》 

工事に使用する建設機械が一般的に使用される

機械であり、周辺環境に影響を及ぼすような超

低周波音の発生はないことから、項目として選

定しない。 

資材又は機械の

運搬 

〇 

《騒音》 

資材運搬車両等による道路交通騒音への影響が

考えられるため、項目として選定する。 

× 

《超低周波音》 

資材運搬車両等が走行する国道 16号線等の主要

搬入経路は、対象事業実施区域周辺においては

道路構造が平面であり、超低周波音の影響が懸

念される橋若しくは高架部は非常に少ない。こ

のため、超低周波音の影響は極めて小さいこと

から、項目として選定しない。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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表 7.1.2-2(2) 環境影響評価項目の選定理由（工事の実施） 

環境要素 活動要素 
選定 

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは参考

項目に対して削除又は追加を行う理由 

環境の自然的

構成要素の良

好な状態の保

持を旨として

調査、予測及

び評価される

べき環境要素 

振動 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

○ 

騒音と同様の理由により、項目として選定する。 

資材又は機械の

運搬 
〇 

騒音と同様の理由により、項目として選定する。 

地形及び

地質等 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事 

× 

対象事業実施区域は海域を埋め立てた人工地層から構

成される造成地であり、「重要な地形及び地質等」には

該当せず、名水等の重要な湧水もない。 

また、工事にあたって、地下水の揚水は行わないため、

地下水位の低下による地盤沈下は発生しない。敷地内

の主要な道路は、地盤改良を行うほか、盛土高は GL+0.9

ｍ程度であり、地盤改良後に行うため、土地の安定性は

確保される。 

以上のことから、地形及び地質への影響は極めて小さ

いため、項目として選定しない。 

地盤 
切土又は盛土、 

基礎工事 
× 

ごみピット掘削時にソイルセメント連続壁造成工法、

地盤改良時にサンドコンパクション工法を採用する予

定であるが、地下水の揚水は行わないため、地下水位の

低下による地盤沈下は発生しない。また、盛土工事は、

盛土高さが低く、地盤改良後に行うことを考え、圧密沈

下による影響は極めて小さいことから、項目として選

定しない。 

土壌 
切土又は盛土、 

基礎工事 
○ 

土地の形質変更を行うこと、また、対象事業実施区域内

の土壌については、土地借用に先立ち土壌汚染対策法

を参考に実施した土壌汚染に関する調査が実施され、

ふっ素及び砒素で環境基準の一部超過が確認されてい

ることから項目として選定する。 

生物の多様性

の確保及び自

然環境の体系

的保全を旨と

して調査、予

測及び評価さ

れるべき環境

要素 

植物 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

○ 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専

用地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として

利用されているが、事前に実施した対象事業実施区域

及び近傍の現地調査では、「環境省レッドリスト 2020」

に掲載されているカワヂシャが生育していたことなど

を踏まえ、工事の実施による土地の改変等に伴い、植物

への影響が考えられることから、項目として選定する。 

 

動物 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

○ 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専

用地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として

利用されているが、事前に実施した対象事業実施区域

及び近傍の現地調査では、「千葉県レッドリスト 2019年

改訂版」に掲載されているヒバリ、コチドリ、オオヨシ

キリ、セッカが生息していたことなどを踏まえ、工事の

実施による土地の改変等に伴い、動物への影響が考え

られることから、項目として選定する。 

 

陸水生物 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

× 

対象事業実施区域及びその周辺部には陸水域がなく陸

水生物への影響はないため、項目として選定しない。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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表 7.1.2-2(3) 環境影響評価項目の選定理由（工事の実施） 

環境要素 活動要素 
選定 

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは参考

項目に対して削除又は追加を行う理由 

生物の多様性

の確保及び自

然環境の体系

的保全を旨と

して調査、予

測及び評価さ

れるべき環境

要素 

生態系 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

× 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専

用地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として

利用され、また周辺部は火力発電所、廃棄物最終処分

場、自動車関連のリサイクル工場などが操業されてい

る状況である。 

このため、植物・動物の予測評価で代表させることと

し、項目として選定しない。 

 

海洋生物 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

× 

対象事業実施区域及びその周辺部には自然海岸はな

く、工事中の排水は対象事業実施区域近傍の排水管（暗

渠管）へ放流され、対象事業実施区域外の排水と混合さ

れた後に対象事業実施区域から約 1.4km 南に位置する

海域指定の水路（新富水路）へ合流する計画である。 

本事業では、海域を改変することはなく、基礎工事や掘

削工事等に伴い発生する濁水、アルカリ排水、湧出水

は、水処理施設等の設置など十分な保全対策を行うこ

ととしている。（工事の実施による水質については

7.2.2水質を参照。） 

このため、海洋生物への影響は極めて小さいことから、

項目として選定しない。 

人と自然との

豊かな触れ合

いの確保を旨

として調査、

予測及び評価

されるべき環

境要素 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

資材又は機械の

運搬 
× 

対象事業実施区域南西には人と自然との触れ合い活動

の場に該当する県立都市公園富津公園、富津海岸、富津

海水浴場等があり、利用客は国道16号（交通量15,313台

/12h）、主要地方道木更津富津線等を走行しており、資

材運搬車両等（日最大片道423台/日）の主要な走行ルー

トと重なっている。 

しかしながら、これら道路の現状の交通量と資材運搬

車両台数等から考え、混雑することなく、円滑に走行で

き、影響はほとんどない。 

また、工事は、原則として日曜、祝日は実施しないこと、

特定の時間に車両が集中しないようにすることから、

人と自然との触れ合いの活動の場への影響は極めて小

さいため、項目として選定しない。 

環境への負荷

の量の程度に

より予測及び

評価されるべ

き環境要素 

廃棄物 

仮設工事、 

基礎工事、 

施設の設置工事 

○ 

施設の設置工事等に伴い廃棄物が発生することから、

項目として選定する。 

残土 

切土又は盛土、 

仮設工事、 

基礎工事 

○ 

対象事業実施区域から残土は原則として場外へ排出し

ないこととしているが、工事の状況によっては排出す

る場合も考えられるため、項目として選定する。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。  
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表 7.1.2-2(4) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定 

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは

参考項目に対して削除又は追加を行う理由 

環境の自

然的構成

要素の良

好な状態

の保持を

旨として

調査、予

測及び評

価される

べき環境

要素 

大 

気 

質 

硫黄酸化物 
ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

廃棄物の溶融に伴い、硫黄酸化物が発生すること

から、項目として選定する。 

窒素酸化物 

ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

硫黄酸化物と同様の理由により項目として選定す

る。 

排出ガス 

(自動車等) 
〇 

廃棄物運搬車両の排出ガスによる影響が考えられ

ることから項目として選定する。 

浮遊粒子状物質 

ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

硫黄酸化物と同様の理由により項目として選定す

る。 

排出ガス 

(自動車等) 
〇 

窒素酸化物と同様の理由により項目として選定す

る。 

有害物質 

（塩化水素） 

ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

廃棄物の溶融に伴い、有害物質（塩化水素）が発生

することから、項目として選定する。 

光化学 

オキシダント 

ばい煙又は 

粉じんの発生 
× 

光化学オキシダントは、揮発性有機化合物（VOC）

と窒素酸化物等の原因物質が複雑な光化学反応に

より二次的に生成される物質である。廃棄物溶融

施設の VOC の発生は極めて少なく、窒素酸化物に

ついても脱硝装置の設置等により排出が抑制され

るため、影響は極めて小さいことから項目として

選定しない。 

ダイオキシン類 
ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

廃棄物の溶融に伴い、ダイオキシン類の発生が考

えられることから、項目として選定する。 

その他の物質 

（水銀） 

ばい煙又は 

粉じんの発生 
〇 

廃棄物の溶融に伴い、水銀の排出が考えられるこ

とから、項目として選定する。 

水 

質 

生物化学的酸素 

要求量 
施設の存在等 × 

施設の稼働により発生する工程排水及び生活排水

は場内で処理後再利用を行い公共用水域への放流

はなく、設備は全て建屋内に収納され場内から排

水する雨水が廃棄物と接触することはないこと、

また、地下水位と工事内容等から考えて、ピットの

存在等により湧水が発生することはないため項目

として選定しない。 

化学的酸素要求量 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

水素イオン濃度 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

浮遊物質量 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

全窒素 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

全りん 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

溶存酸素量 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

大腸菌群数 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

全亜鉛 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

有害物質等 

（健康項目） 
施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

ダイオキシン類 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

その他の項目 施設の存在等 × 生物化学的酸素要求量と同様の理由で選定しない。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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表 7.1.2-2(5) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定 

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは

参考項目に対して削除又は追加を行う理由 

環境の自然

的構成要素

の良好な状

態の保持を

旨として調

査、予測及

び評価され

るべき環境

要素 

水文環境 施設の存在等 × 

施設の基礎等を設置するが、地下水の採取は行わ

ない。 

地下水位は GL-2ｍ程度であるが、ソイルセメント

連続壁造成工法を行う範囲は、ごみピット周辺に

限られており、掘削深さも GL-6ｍ程度で、地下水

脈の遮断への影響は小さい。また、建物ができる

範囲の掘削深さは GL-2ｍ程度と、地下水位とほぼ

同じである。 

対象事業実施区域が海域の埋立地であることも考

え、水文環境への影響は極めて小さいため、項目

として選定しない。 

騒音及び 

超低周波音 

騒音の発生 

○ 

《施設の稼動》 

誘引通風機などの騒音発生機器の設置により騒音

が発生するため、項目として選定する。 

○ 

《廃棄物の運搬》 

廃棄物運搬車両により騒音が発生するため、項目

として選定する。 

超低周波音 

の発生 

○ 

《施設の稼動》 

誘引通風機などの騒音発生機器の設置により超低

周波音の発生が考えられるため、項目として選定

する。 

× 

《廃棄物の運搬》 

廃棄物運搬車両等が走行する国道16号線等の主要

搬入経路は、対象事業実施区域周辺においては道

路構造が平面であり、超低周波音の影響が懸念さ

れる橋若しくは高架部は非常に少ない。このため、

超低周波音の影響は極めて小さいことから、項目

として選定しない。 

振動 振動の発生 

○ 

《施設の稼動》 

誘引通風機などの振動発生機器の設置により振動

が発生するため、項目として選定する。 

○ 

《廃棄物の運搬》 

廃棄物運搬車両により振動が発生するため、項目

として選定する。 

悪臭 悪臭の発生 ○ 

施設の稼動に伴い煙突からの悪臭物質の排出及び

施設から悪臭の発生が考えられるため、項目とし

て選定する。 

地形及び地質 施設の存在等 × 

対象事業実施区域は海域を埋め立てた人工地層か

ら構成される造成地であり、「重要な地形及び地質

等」には該当せず、名水等の重要な湧水もない。 

また、地下水の揚水は行わないため、地下水位の

低下による地盤沈下は発生しない。敷地内の主要

な道路は、地盤改良を行うほか、盛土高は GL+0.9

ｍ程度であり、地盤改良後に行うため、土地の安

定性は確保される。 

以上のことから、地形及び地質への影響は極めて

小さいため、項目として選定しない。 

風害、光害及び 

日照阻害 
施設の存在等 × 

対象事業実施区域は臨海部の埋立地（工業専用地

域）にあり、周囲は工場地帯となっており住居等

は存在しないことから項目として選定しない。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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表 7.1.2-2(6) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは参考項

目に対して削除又は追加を行う理由 

生物の多様

性の確保及

び自然環境

の体系的保

全を旨とし

て調査、予測

及び評価さ

れるべき環

境要素 

植物 
施設の 

存在等 
○ 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専用

地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として利

用されているが、事前に実施した対象事業実施区域及び

近傍の現地調査では、「環境省レッドリスト 2020」に掲

載されているカワヂシャが生育していたことなどを踏

まえ、工事の実施による土地の改変等に伴い、植物への

影響が考えられることから、項目として選定する。 

動物 
施設の 

存在等 
○ 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専用

地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として利

用されているが、事前に実施した対象事業実施区域及び

近傍の現地調査では、「千葉県レッドリスト 2019年改訂

版」に掲載されているヒバリ、コチドリ、オオヨシキリ、

セッカが生息していたことなどを踏まえ、工事の実施に

よる土地の改変等に伴い、動物への影響が考えられるこ

とから、項目として選定する。 

陸水生物 
施設の 

存在等 
× 

対象事業実施区域及びその周辺部には陸水域がなく陸

水生物への影響はないため、項目として選定しない。 

生態系 
施設の 

存在等 
× 

対象事業実施区域及びその周辺部は海域の埋め立てに

より造成された土地で、対象事業実施区域内は工業専用

地域に位置し、砕石が敷き均され、資材置き場として利

用され、また周辺部は火力発電所、廃棄物最終処分場、

自動車関連のリサイクル工場などが操業されている状

況である。 

このため、植物・動物の予測評価で代表させることとし、

項目として選定しない。 

 

海洋生物 
施設の 

存在等 
× 

対象事業実施区域及びその周辺部には自然海岸はない。 

本事業では、海域を改変することはなく、施設の稼働に

より発生する工程排水及び生活排水は、場内で処理後再

利用を行うため、公共用水域への放流はない。 

また、雨水排水は、対象事業実施区域近傍の排水管（暗

渠管）へ放流され、対象事業実施区域外の排水と混合さ

れた後に対象事業実施区域から約 1.4km南に位置する海

域指定の水路（新富水路）へ合流する計画であるが、設

備は全て建屋内に収納され、場内からの雨水が廃棄物と

接触することはない。 

このため、海洋生物への影響は極めて小さいことから、

項目として選定しない。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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表 7.1.2-2(7) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定

結果 

環境影響評価項目として選定する理由、若しくは参考項

目に対して削除又は追加を行う理由 

人と自然との

豊かな触れ合

いの確保を旨

として調査、予

測及び評価さ

れるべき環境

要素 

景観 
施設の 

存在等 
〇 

施設の設置に伴い、景観への影響が考えられることか

ら、項目として選定する。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

施設の 

存在等 
× 

対象事業実施区域南西には人と自然との触れ合い活動

の場に該当する県立都市公園富津公園、富津海岸、富津

海水浴場等があり、利用客は国道16号（交通量15,313台

/12h）、主要地方道木更津富津線等を走行しており、廃棄

物運搬車両（日平均片道210台/日）の主要な走行ルート

と重なっている。 

しかしながら、これら道路の現状の交通量と、廃棄物運

搬車両台数から考え、混雑することなく、円滑に走行で

き、影響はほとんどない。 

また、第１期事業における廃棄物運搬車両台数の午前と

午後の割合は、それぞれ 55％、45％となっているが、第

２期事業においては、午前と午後の割合をさらに平準化

するとともに、8 時～9 時台の通勤時間帯の割合を減少

させることとしている。さらに、廃棄物の搬入は、日曜

は実施しないこと、特定の時間に車両が集中しないよう

にすることから、人と自然との触れ合いの活動の場への

影響は極めて小さいため、項目として選定しない。 

環境への負荷

の量の程度に

より予測及び

評価されるべ

き環境要素 

廃棄物 
廃棄物の

発生 
○ 

廃棄物の溶融に伴い溶融飛灰等の廃棄物が発生するた

め、項目として選定する。 

温室効果 

ガス等 

ばい煙又

は粉じん

の発生 

○ 

廃棄物の溶融に伴い二酸化炭素等の温室効果ガスが発

生するため、項目として選定する。 

排出ガス 

（自動車等） 
○ 

廃棄物運搬車両の走行により温室効果ガスが発生する

ことから、項目として選定する。 

注）○は選定した項目であること、×は選定しなかった項目であることを示す。 
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7.2 調査、予測及び評価の手法と結果 

方法書に対する知事意見等を尊重し、最終的に選定した調査・予測・評価の項目及び手法に基

づいて実施した調査・予測・評価の結果を以下に示す。 

7.2.1 大気質 

「工事の実施」 

１．建設機械の稼働による粉じん等 

（１）調査 

a．調査地点 

降下ばいじん量の調査地点は、図 7.2.1-1に示すとおり対象事業実施区域内の 1地点とした。 

b．調査期間 

調査期間は、四季の大気質の特性が把握できるよう、表 7.2.1-1に示すとおりとした。 

 

表 7.2.1-1 大気質の調査期間 

調査事項 調査項目 調査期間・頻度 

大気質 降下ばいじん量 

秋季：令和 2年 10月 26日～11月 26日 

冬季：令和 3年 01月 12日～02月 12日 

春季：令和 3年 04月 16日～05月 18日 

夏季：令和 3年 07月 08日～08月 08日 
 

c．調査結果 

（a）大気質の状況 

降下ばいじん量の現地調査結果は、表 7.2.1-2に示すとおりである。 

対象事業実施区域の降下ばいじん量は、2.7t/㎢/月～4.8t/㎢/月であり、調査期間におい

て、降下ばいじんの濃度が比較的高い地域の値（10t/㎢/月）〔出典「道路環境影響評価の技

術手法（平成 24年度版）」（平成 25年 3月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政

法人 土木研究所）〕を下回っていた。 

 

表 7.2.1-2 降下ばいじん量の調査結果 

調査地点 調査時期 
降下ばいじん量（t/㎢/月） 

水溶性成分量 水不溶性成分量 合計 

対象事業 

実施区域 

秋季 0.7 2.0 2.7 

冬季 2.8 2.0 4.8 

春季 1.5 2.9 4.4 

夏季 1.3 1.5 2.8 
 

（２）予測 

a．予測地点 

予測地点は、図 7.2.1-1 に示すとおり、対象事業実施区域の南側敷地境界及び敷地境界上の

降下ばいじん量が最大となる地点とし、予測地点の高さは地上 1.5ｍとした。 
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図 7.2.1-1 粉じん等（降下ばいじん）調査地点 
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b．予測対象時期 

建設機械による降下ばいじん量の影響が最大となると想定される掘削土砂工事を対象とし、

予測対象時期は、工事開始後 6ヶ月目以降の 1年間とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は、降下ばいじん量とした。 

（b）予測手順 

予測は、発生源の条件として、工事の種別、ユニット数（ユニットとは、予測対象となる

工事の種別において、使用される建設機械の組み合わせ）、施工範囲、平均月間工事日数を設

定し、季節別気象条件を用いて、季節別風向別降下ばいじん量の予測計算を行った。 

季節別降下ばいじん量は、施工範囲と予測地点の位置関係から関連する風向別の季節別降

下ばいじん量を合成することにより算出した。 

（c）予測式 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（平成 25年 3月、国土交通省 国土技術

政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所）より予測する。 

d．予測結果 

建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測結果は表 7.2.1-3に示すとおりである。 

季節別降下ばいじん量の敷地境界最大地点の予測結果は、2.4～3.7t/㎢/月であり、降下ばい

じんに係る参考値を満足する。 

 

表 7.2.1-3 建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測結果 

予測地点 
降下ばいじん量（t/㎢/月） 

春季 夏季 秋季 冬季  参考値注) 

対象事業実施区域 

南側敷地境界 
1.9 1.6 3.1 3.0 

10 以下 

敷地境界最大地点 2.4 3.1 3.7 3.7 

注）建設機械の稼働による降下ばいじんの参考値「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」

(平成 25年 3月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所) 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、建設機械の稼働による粉じんの影響を低減するため、以下に示す措置を講じる

計画である。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・施工区域周辺を防砂ネットやフェンス等で仮囲いする。 

・粉じんの発生が予測されるときは、適宜散水を行う。 

・掘削土を仮置きする場合は全面をシートにより養生し、粉じんの飛散を防止する。 
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・工事現場からの車両の付着土砂による汚れを防止するため、場内にタイヤ洗浄用の高圧洗

浄機を設置する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じることから、事

業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測結果は、最大でも 3.7t/㎢/月（秋季及び冬季）

であり、降下ばいじんに係る参考値 10t/㎢/月注）を満足するものと評価する。 

注）建設機械の稼働による影響分、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（平成 25年 3月、国

土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所） 

 

２．工事用車両の走行による沿道大気質 

（１）調査 

a．調査地点 

（a）大気質の状況 

工事用車両の主要走行ルート「主要地方道木更津富津線（県道 90 号）」を対象に、沿道の

住居等の分布状況を考慮し、調査地点は、走行ルート沿いの君津市勤労者総合福祉センター

（R1地点）及び走行ルート近傍の大気環境常時測定局である君津人見測定局の 2地点とした

（図 7.2.1-2参照）。 

b．調査期間 

調査期間は、表 7.2.1-4に示すとおりである。 

 

表 7.2.1-4 調査期間（工事用車両の走行による沿道大気質） 

調査項目 調査期間 

大気質 

現地調査（窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質） 

夏季：令和 3年 08月 3日～08月 9日 

秋季：令和 3年 11月 1日～11月 7日 

文献調査（窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質） 

夏季：令和 3年 08月 3日～08月 9日 

秋季：令和 3年 11月 1日～11月 7日 

令和 2年度 

 

c．調査結果 

（a）大気質の状況 

ア．二酸化窒素 

二酸化窒素の調査結果は、表 7.2.1-5に示すとおりである。 

R1地点（主要地方道木更津富津線）における二酸化窒素の日平均値の最高値は 0.007ppm～

0.019ppmであり、同一測定期間における君津人見測定局では 0.008ppm～0.019ppmであった。 
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図 7.2.1-2 沿道大気質・気象等調査地点（工事用車両の走行） 
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測定期間中は二酸化窒素に係る環境基準値（1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm

のゾーン内又はそれ以下）及び千葉県環境目標値（日平均値の年間 98％値が 0.04ppm 以下）

を満足していた。 

表 7.2.1-5 二酸化窒素の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均

値(ppm) 

1 時間値の最

高値(ppm) 

日平均値の

最高値(ppm) 

R1（主要地方道木

更津富津線） 

夏季 7 168 0.004 0.021 0.007 

秋季 7 168 0.017 0.036 0.019 

君津人見測定局注 2) 
夏季 7 168 0.004 0.031 0.008 

秋季 7 167 0.015 0.029 0.019 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 
 

イ．浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果は、表 7.2.1-6に示すとおりである。 

R1地点（主要地方道木更津富津線）における日平均値の最高値は、0.033mg/㎥～0.056mg/

㎥であり、1時間値の最高値は、0.068mg/㎥～0.069mg/㎥であった。 

また、同一測定期間における君津人見測定局では、日平均値の最高値は、0.025mg/㎥～

0.032mg/㎥であり、1時間値の最高値は、0.053mg/㎥～0.056mg/㎥であった。 

測定期間中は環境基準値（1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/㎥以下で、かつ、1 時間値が

0.20mg/㎥以下）を満足していた。 

表 7.2.1-6 浮遊粒子状物質の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均値

(mg/㎥) 

1 時間値の最

高値(mg/㎥) 

日平均値の最

高値(mg/㎥) 

R1（主要地方道木

更津富津線） 

夏季 7 168 0.024 0.069 0.056 

秋季 7 168 0.027 0.068 0.033 

君津人見測定局注2) 
夏季 7 168 0.013 0.056 0.032 

秋季 7 168 0.017 0.053 0.025 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 
 

ウ．君津人見測定局における四季の調査結果（令和 2年度） 

君津人見測定局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の四季の調査結果（令和 2 年度）

は、表 7.2.1-7～表 7.2.1-8に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の最高値は、0.017ppm～0.043ppm の範囲にあり、環境基準（1 時間

値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ以下）を満足していた。年間で

見ると、冬季にやや高い値となっている。また、浮遊粒子状物質の日平均値の最高値は、

0.026mg/㎥～0.075mg/㎥、1時間値の最高値は、0.067mg/㎥～0.132mg/㎥の範囲にあり、環境

基準（1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/㎥以下で、かつ、1 時間値が 0.20mg/㎥以下）を満足

していた。四季で見ると、夏季にやや高い値となっている。 
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表 7.2.1-7 二酸化窒素の調査結果（令和 2年度） 

調査地点 調査時期 
有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均

値(ppm) 

1 時間値の最

高値(ppm) 

日平均値の最

高値(ppm) 

君津人見注2) 

測定局 

春季：4月,5月,3月 92 2,199 0.012 0.049 0.027 

夏季：6月～8月 92 2,197 0.006 0.038 0.017 

秋季：9月～11 月 91 2,176 0.013 0.055 0.034 

冬季：12 月～2 月 90 2,150 0.016 0.069 0.043 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 
 

表 7.2.1-8 浮遊粒子状物質の調査結果（令和 2年度） 

調査地点 調査時期 
有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均

値(mg/㎥) 

1 時間値の最

高値(mg/㎥) 

日平均値の最

高値(mg/㎥) 

君津人見注2) 

測定局 

春季：4月,5月,3月 92 2,204 0.015 0.067 0.050 

夏季：6月～8月 92 2,201 0.018 0.132 0.075 

秋季：9月～11 月 91 2,180 0.014 0.101 0.026 

冬季：12 月～2 月 90 2,155 0.014 0.091 0.044 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 
 

（２）予測 

a．予測地点 

予測地点は、工事用車両の主要な走行ルートを対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮して、

現地調査地点（道路及び交通の状況）の道路端から 150ｍまでの範囲とした。なお、予測地点の

高さは、地上 1.5ｍとした。 

b．予測対象時期 

全工事期間を通じて、工事用車両（大型車）台数の発生が最も多くなる時期である工事開始

後 15ヶ月目～26ヶ月目の 1年間とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は二酸化窒素及び浮遊粒子状物質とした。 

（b）予測手順 

予測は、「現況」又は「現況＋工事用車両」の交通量について、それぞれ大気汚染物質排出

量を算定し、道路条件及び年間の気象条件を用いて、拡散式により対象道路からの大気質の

年平均寄与濃度を求めた。対象道路からの年平均寄与濃度にバックグラウンド濃度を加算し、

予測地点の年平均濃度とした。 

（c）予測式 

予測に用いる拡散式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（平成 25年 3月、

国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所）に示されるプルーム式及

びパフ式を用いた。 
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d．予測結果 

（a）年平均値 

工事用車両の走行による二酸化窒素の予測結果は表 7.2.1-9 に、浮遊粒子状物質の予測結

果は表 7.2.1-10 に、それぞれ示すとおりである。 

工事用車両の走行による寄与濃度の最大値は、二酸化窒素が 0.00001ppm（寄与率 0.08％）、

浮遊粒子状物質が 0.00000(0.000001)mg/㎥〔寄与率 0.0(0.007％）)である。 

表 7.2.1-9 二酸化窒素濃度の予測結果（年平均値） 
(単位：ppm) 

予測地点 
工事用車両 

寄与濃度① 

現況車両寄 

与濃度② 

バックグラ 

ウンド濃度③ 

環境濃度 

④=①＋②＋③ 

寄与率(％) 

①/④ 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 0.00001 0.00019 0.012 0.01220 0.08 

南側 0.00001 0.00023 0.012 0.01224 0.08 

 

表 7.2.1-10 浮遊粒子状物質濃度の予測結果（年平均値） 
(単位：mg/㎥) 

予測地点 
工事用車両 

寄与濃度① 

現況車両寄 

与濃度② 

バックグラ 

ウンド濃度③ 

環境濃度 

④=①＋②＋③ 

寄与率(％) 

①/④ 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 
0.00000 

(0.0000009) 
0.00001 0.015 0.01501 

0.0 

（0.006） 

南側 
0.00000 

(0.000001) 
0.00002 0.015 0.01502 

0.0 

（0.007） 
 

（b）日平均値の年間 98％値（又は 2％除外値） 

工事用車両の走行による二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は表 7.2.1-11 に、浮遊粒子

状物質の日平均値の 2％除外値は表 7.2.1-12に、それぞれ示すとおりであり、環境基準及び

千葉県環境目標値を、いずれも満足する。 

表 7.2.1-11 二酸化窒素濃度の予測結果（日平均値の年間 98％値） 
(単位：ppm) 

予測地点 予測結果 環境基準（長期的評価） 千葉県環境目標値 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 0.026 
0.06以下 0.04以下 

南側 0.026 
 

表 7.2.1-12 浮遊粒子状物質濃度の予測結果（日平均値の 2％除外値） 
(単位：mg/㎥) 

予測地点 予測結果 環境基準（長期的評価） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 0.039 
0.10以下 

南側 0.039 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、工事用車両の走行による沿道大気質の影響を低減するために、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行う。 
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【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・可能な限り低公害、低燃費の工事車両を使用する。 

・一般車両の多い通勤時間帯を避けるように工事用車両の運行管理に努める。 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブ

を徹底する。 

・工事用車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事用車両の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じること、

予測値の寄与率が低い〔二酸化窒素が最大 0.08％、浮遊粒子状物質が最大 0.0(0.007)％）〕こ

とから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているもの

と評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

工事用車両の走行による沿道大気質の予測結果は、二酸化窒素の日平均値の年間 98％値が

0.026ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値が 0.039mg/㎥であり、いずれも表 7.2.1-13

に示す環境基準及び千葉県環境目標値を満足するものと評価する。 

表 7.2.1-13 環境基準等 

物質名 環境基準等（長期的評価） 備考 

浮遊粒子状物質 0.10mg/㎥以下 日平均値の 2％除外値 

二酸化窒素 
0.06ppm以下 日平均値の年間 98％値 

0.04ppm 以下 日平均値の年間 98％値（千葉県環境目標値） 

 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

３．廃棄物処理施設の稼働による大気質 

（１）調査 

a．調査地点 

（a）大気質の状況 

ア．文献その他資料調査 

一般局の富津下飯野測定局及び君津人見測定局とする（図 7.2.1-3参照）。各測定局におけ

る調査項目は、表 7.2.1-14に示すとおりである。 

表 7.2.1-14 一般局の調査項目 

測定地点 

調査項目 

二酸化硫黄 窒素酸化物 
光化学 

オキシダント 
浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 

富津下飯野測定局 〇 〇 〇 〇 〇 

君津人見測定局 〇 〇 〇 〇 － 

出典「令和 2年度大気環境常時測定結果」（令和 3年 12月、千葉県環境生活部大気保全課） 
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図 7.2.1-3 大気質・気象調査地点 
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イ．現地調査 

対象事業実施区域周辺の土地利用の状況及び君津人見測定局の年間の住居方向の主風向等

（北～北東の風が卓越している）を配慮して対象事業実施区域（工業専用地域）1地点、周辺

の住居系地域 3 地点〔大堀二区集会所、市民ふれあい公園内の施設であるビジターセンター

（以下、「ビジターセンター」という。）、富津埋立記念館〕及び工業地域 1地点（君津人見測

定局）を現地調査地点とした（前出図 7.2.1-3 参照）。各調査地点における調査項目は、表

7.2.1-15に示すとおりとした。 

 

表 7.2.1-15 大気質の調査地点と調査項目 

測定地点 
現地調査項目 

二酸化硫黄 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 塩化水素 水銀 ダイオキシン類 

対象事業 

実施区域 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

大堀二区 

集会所 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ビジター 

センター 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

富津埋立 

記念館 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

君津人見 

測定局 
－ － － 〇 〇 〇 

 

（b）気象の状況 

ア．現地調査 

地上気象及び上層気象の現地調査は、表 7.2.1-16に示す地点で実施した。 

 

表 7.2.1-16 気象の調査地点と調査項目 

測定地点 
調査項目 

地上気象 上層気象 

対象事業実施区域 
風向、風速、気温、湿度、 

日射量、放射収支量 
風向、風速、気温 

 

b．調査期間 

（a）大気質の状況 

ア．文献その他の資料調査 

調査期間は、平成 23年度から令和 2年度までの 10年間とした。 

イ．現地調査 

調査期間は、表 7.2.1-17に示すとおり、全項目・全地点とも、1季あたり 7 日間連続の調

査を実施した。 
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表 7.2.1-17 大気質現地調査地点と調査期間 

調査項目 調査地点 調査期間・頻度 

二酸化硫黄、窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質、塩化水素、 

水銀、ダイオキシン類 

対象事業実施区域、 

大堀二区集会所、 

ビジターセンター 

秋季：令和 2年 11 月 13日～11月 20日 

冬季：令和 3年 02 月 02日～02月 09日 

春季：令和 3年 05 月 11日～05月 18日 

夏季：令和 3年 08 月 03日～08月 10日 

同上 富津埋立記念館 
夏季：令和 3年 08 月 03日～08月 10日 

秋季：令和 3年 11 月 01日～11月 08日 

塩化水素、水銀、 

ダイオキシン類 
君津人見測定局 

秋季：令和 2年 11 月 13日～11月 20日 

冬季：令和 3年 02 月 02日～02月 09日 

春季：令和 3年 05 月 11日～05月 18日 

夏季：令和 3年 08 月 03日～08月 10日 

 

（b）気象の状況 

ア．現地調査 

地上気象及び上層気象の調査期間は、表 7.2.1-18に示すとおりとした。 

 

表 7.2.1-18 気象現地調査地点と調査期間 

調査項目 調査地点 調査期間・頻度 

地上気象 

（風向、風速、気温、湿度、 

日射量、放射収支量） 

対象事業実施

区域内 1 地点 
令和 2年 11 月 1日～令和 3 年 10月 31 日 

上層気象 

（風向、風速、気温） 

対象事業実施

区域内 1 地点 

秋季：令和 2年 11 月 13日～11月 20日 

冬季：令和 3年 02 月 02日～02月 09日 

春季：令和 3年 05 月 11日～05月 18日 

夏季：令和 3年 08 月 03日～08月 10日 
 

 

c．調査結果 

（a）大気質の状況 

ア．文献その他資料調査 

一般局（君津人見測定局及び富津下飯野測定局）における調査結果は、表 7.2.1-19～表

7.2.1-21に示すとおりである。 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質について、いずれの測定局も環境基準及び県環

境目標値を満足していた。 

二酸化硫黄について、年平均値は君津人見測定局で 0.002～0.005ppm、富津下飯野測定局で

0.002～0.006ppm の範囲にあり、減少傾向を示している。 

二酸化窒素について、年平均値は君津人見測定局で 0.012～0.015ppm、富津下飯野測定局で

0.009～0.014ppm の範囲にあり、概ね横ばい傾向を示している。 

浮遊粒子状物質について、年平均値は君津人見測定局で 0.015～0.023mg/㎥、富津下飯野測

定局で 0.015～0.026mg/㎥の範囲にあり、減少傾向を示している。 

  



70 

表 7.2.1-19 君津人見測定局、富津下飯野測定局の二酸化硫黄の調査結果（過去 10年間） 

年度 

君津人見測定局 富津下飯野測定局 日平均値が

0.4ppmを超

えた日が 2日

以上連続した

ことの有無 

環境基準注） 

との比較 年平均値 

(ppm) 

日平均値の 

2％除外値

(ppm) 

年平均値 

(ppm) 

日平均値の 

2％除外値

(ppm) 

平成 23年度 0.004 0.015 0.005 0.010 無 ○ 

平成 24年度 0.005 0.014 0.006 0.013 無 ○ 

平成 25年度 0.005 0.012 0.003 0.009 無 ○ 

平成 26年度 0.004 0.010 0.003 0.008 無 ○ 

平成 27年度 0.003 0.008 0.003 0.007 無 ○ 

平成 28年度 0.003 0.010 0.003 0.007 無 ○ 

平成 29年度 0.003 0.010 0.002 0.007 無 ○ 

平成 30年度 0.003 0.009 0.002 0.007 無 ○ 

令和元年度 0.002 0.007 0.002 0.006 無 ○ 

令和 2年度 0.002 0.006 0.002 0.005 無 ○ 

注）環境基準との比較：○は長期的評価による環境基準達成局（日平均値の 2％除外値が 0.040ppm以下で、かつ、

1日平均値 0.040ppmを超えた日が 2日以上連続していない測定局） 

出典「平成 23年度～令和 2年度大気環境常時測定結果」（千葉県環境生活部） 

 

表 7.2.1-20 君津人見測定局、富津下飯野測定局の二酸化窒素の調査結果（過去 10年間） 

年度 

君津人見測定局 富津下飯野測定局 

環境基準注1） 

との比較 

県環境目標注 2） 

値との比較 年平均値 

(ppm) 

日平均値の

年間 98％値 

(ppm) 

年平均値 

(ppm) 

日平均値の

年間 98％値 

(ppm) 

平成 23年度 0.015 0.028 0.014 0.028 ○ ○ 

平成 24年度 0.015 0.034 0.013 0.033 ○ ○ 

平成 25年度 0.014 0.029 0.012 0.029 ○ ○ 

平成 26年度 0.014 0.030 0.012 0.028 ○ ○ 

平成 27年度 0.014 0.028 0.011 0.026 ○ ○ 

平成 28年度 0.014 0.031 0.011 0.026 ○ ○ 

平成 29年度 0.014 0.032 0.010 0.026 ○ ○ 

平成 30年度 0.015 0.034 0.011 0.026 ○ ○ 

令和元年度 0.014 0.032 0.010 0.028 ○ ○ 

令和 2年度 0.012 0.027 0.009 0.024 ○ ○ 

注 1）環境基準との比較：○は環境基準達成局（日平均値の年間 98％値が 0.060ppm以下の測定局） 

注 2）県環境目標値との比較：○は県環境目標値達成局（日平均値の年間 98％値が 0.040ppm以下の測定局） 

出典「平成 23年度～令和 2年度大気環境常時測定結果」（千葉県環境生活部） 
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表 7.2.1-21 君津人見測定局、富津下飯野測定局の浮遊粒子状物質の調査結果(過去 10年間) 

年度 

君津人見測定局 富津下飯野測定局 日平均値が

0.100mg/㎥を

超えた日が 2

日以上連続し

たことの有無 

環境基準注） 

との比較 年平均値 

(mg/㎥) 

日平均値の 

2％除外値

(mg/㎥) 

年平均値 

(mg/㎥) 

日平均値の 

2％除外値

(mg/㎥) 

平成 23年度 0.023 0.059 0.023 0.049 無 ○ 

平成 24年度 0.021 0.048 0.021 0.041 無 ○ 

平成 25年度 0.022 0.067 0.024 0.054 無 ○ 

平成 26年度 0.021 0.050 0.026 0.050 無 ○ 

平成 27年度 0.020 0.049 0.024 0.045 無 ○ 

平成 28年度 0.018 0.038 0.024 0.040 無 ○ 

平成 29年度 0.019 0.039 0.015 0.033 無 ○ 

平成 30年度 0.018 0.038 0.017 0.043 無 ○ 

令和元年度 0.017 0.039 0.016 0.039 無 ○ 

令和 2年度 0.015 0.035 0.015 0.033 無 ○ 

注）環境基準との比較：○は長期的評価による環境基準達成局（日平均値の 2％除外値が 0.100mg/㎥以下で、

かつ、日平均値 0.100mg/㎥を超えた日が 2日以上連続していない測定局） 

出典「平成 23年度～令和 2年度大気環境常時測定結果」（千葉県環境生活部） 
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イ．現地調査 

二酸化硫黄 

二酸化硫黄の現地調査結果は、表 7.2.1-22に示すとおりである。 

各地点の日平均値の最高値は、0.000ppm～0.006ppm、1 時間値の最高値は、0.001ppm～

0.043ppmであり、環境基準（1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、1時間値

が 0.1ppm以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-22 二酸化硫黄の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

有効測注1) 

定日数 

測定 

時間 

期間平均値 

(ppm) 

1 時間値

の最高値 

(ppm) 

日平均値 

の最高値 

(ppm) 

対象事業実施区域 

秋季 7 168 0.003 0.036 0.005 

冬季 7 168 0.002 0.013 0.004 

春季 7 168 0.002 0.009 0.003 

夏季 7 168 0.002 0.020 0.003 

年間 28 672 0.002 0.036 0.005 

大堀二区集会所 

秋季 7 168 0.002 0.029 0.004 

冬季 7 168 0.002 0.020 0.005 

春季 7 168 0.001 0.017 0.003 

夏季 7 168 0.000 0.001 0.000 

年間 28 672 0.001 0.029 0.005 

ビジターセンター 

秋季 7 168 0.002 0.043 0.006 

冬季 7 168 0.003 0.022 0.005 

春季 7 168 0.002 0.019 0.005 

夏季 7 168 0.001 0.014 0.002 

年間 28 672 0.002 0.043 0.006 

富津埋立記念館 

夏季 7 168 0.001 0.008 0.001 

秋季 7 168 0.002 0.017 0.004 

年間 14 336 0.002 0.017 0.004 

君津人見測定局注 2) 

秋季 7 167 0.002 0.027 0.004 

冬季 7 168 0.002 0.024 0.004 

春季 7 168 0.000 0.009 0.002 

夏季 7 168 0.001 0.016 0.002 

(秋季) (7) (167) (0.003) (0.011) (0.004) 

年間 28 671 0.001 0.027 0.004 
注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの環境大気」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。なお、(秋

季)の各数値は令和 3年の測定結果であり、年間値の集計結果には含まれていない。 
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二酸化窒素 

二酸化窒素の現地調査結果は、表 7.2.1-23に示すとおりである。 

各地点の日平均値の最高値は、0.006ppm～0.027ppm であり、環境基準（1 時間値の 1 日

平均値が 0.04ppmから 0.06ppmのゾーン内又はそれ以下）、千葉県環境目標値（日平均値の

年間 98％値が 0.04ppm以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-23 二酸化窒素の調査結果 

調査地点 
調査 

時期 

有効測注1) 

定日数 

測定 

時間 

期間平均値 

(ppm) 

1 時間値の

最高値 

(ppm) 

日平均値 

の最高値 

(ppm) 

対象事業実施区域 

秋季 7 168 0.015 0.045 0.024 

冬季 7 168 0.014 0.059 0.026 

春季 7 168 0.008 0.026 0.015 

夏季 7 168 0.004 0.017 0.006 

年間 28 672 0.010 0.059 0.026 

大堀二区集会所 

秋季 7 168 0.012 0.043 0.018 

冬季 7 168 0.012 0.035 0.016 

春季 7 168 0.006 0.026 0.014 

夏季 7 168 0.003 0.016 0.007 

年間 28 672 0.008 0.043 0.018 

ビジターセンター 

秋季 7 168 0.015 0.049 0.021 

冬季 7 168 0.013 0.045 0.020 

春季 7 168 0.008 0.030 0.019 

夏季 7 168 0.004 0.017 0.007 

年間 28 672 0.010 0.049 0.021 

富津埋立記念館 

夏季 7 168 0.004 0.028 0.006 

秋季 7 168 0.011 0.031 0.015 

年間 14 336 0.008 0.031 0.015 

君津人見測定局注 2) 

秋季 7 167 0.018 0.055 0.027 

冬季 7 168 0.015 0.046 0.020 

春季 7 168 0.009 0.038 0.024 

夏季 7 168 0.004 0.031 0.008 

(秋季) (7) (168) (0.015) (0.029) (0.019) 

年間 28 671 0.012 0.055 0.027 
注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの環境大気」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。なお、(秋

季)の各数値は令和 3年の測定結果であり、年間値の集計結果には含まれていない。 
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浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の現地調査結果は、表 7.2.1-24に示すとおりである。 

各地点の日平均値の最高値は、0.018mg/㎥～0.063mg/㎥、1時間値の最高値は、0.040mg/

㎥～0.129mg/㎥であり、環境基準（1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/㎥以下であり、かつ、

1時間値が 0.20mg/㎥以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-24 浮遊粒子状物質の調査結果 

調査地点 
調査 

時期 

有効測注1) 

定日数 

測定 

時間 

期間平均値 

(mg/㎥) 

1 時間値

の最高値 

(mg/㎥) 

日平均値 

の最高値 

(mg/㎥) 

対象事業実施区域 

秋季 7 168 0.023 0.051 0.031 

冬季 7 168 0.016 0.045 0.025 

春季 7 168 0.018 0.040 0.027 

夏季 7 168 0.022 0.068 0.052 

年間 28 672 0.020 0.068 0.052 

大堀二区集会所 

秋季 7 168 0.026 0.078 0.033 

冬季 7 161 0.017 0.053 0.025 

春季 7 168 0.014 0.041 0.021 

夏季 7 168 0.024 0.095 0.063 

年間 28 665 0.020 0.095 0.063 

ビジターセンター 

秋季 7 168 0.028 0.070 0.036 

冬季 7 168 0.018 0.079 0.027 

春季 7 168 0.019 0.046 0.029 

夏季 7 168 0.023 0.078 0.058 

年間 28 672 0.022 0.079 0.058 

富津埋立記念館 

夏季 7 168 0.024 0.074 0.058 

秋季 7 168 0.019 0.055 0.027 

年間 14 336 0.022 0.074 0.058 

君津人見測定局注 2) 

秋季 7 168 0.020 0.062 0.025 

冬季 7 168 0.012 0.054 0.020 

春季 7 167 0.014 0.129 0.018 

夏季 7 168 0.013 0.056 0.032 

(秋季) (7) (168) (0.017) (0.053) (0.025) 

年間 28 671 0.015 0.129 0.032 
注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの環境大気」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1 時間値を集計して算出した。なお、(秋

季)の各数値は令和 3年の測定結果であり、年間値の集計結果には含まれていない。 
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塩化水素 

塩化水素の現地調査結果は、表 7.2.1-25に示すとおりである。 

各地点の日間値の最高値は 0.0005ppm であり、環境庁大気保全局長通達に基づく目標環

境濃度（0.02ppm以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-25 塩化水素の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

有効 

測定日数 

期間平均値 

(ppm) 

日間値 

の最高値 

(ppm) 

日間値 

の最小値 

(ppm) 

対象事業実施区域 

秋季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

冬季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

春季 6 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

夏季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

年間 27 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

大堀二区集会所 

秋季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

冬季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

春季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

夏季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

年間 28 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

ビジターセンター 

秋季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

冬季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

春季 7 <0.0005  0.0005 <0.0005 

夏季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

年間 28 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

富津埋立記念館 

夏季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

秋季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

年間 14 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

君津人見測定局 

秋季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

冬季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

春季 6 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

夏季 7 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

年間 27 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
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水銀 

水銀の現地調査結果は、表 7.2.1-26に示すとおりである。 

各地点の期間平均値は 1.9ngHg/㎥～2.9ngHg/㎥であり、中央環境審議会に基づく指針値

（年平均値 40ngHg/㎥以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-26 水銀の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

有効測

定日数 

期間平均値 

(ngHg/㎥) 

日間値 

の最高値 

(ngHg/㎥) 

日間値 

の最小値 

(ngHg/㎥) 

対象事業実施区域 

秋季 7 2.1 2.3 1.8 

冬季 7 2.5 3.6 1.7 

春季 6 2.4 2.7 2.0 

夏季 7 2.0 2.6 1.8 

年間 27 2.3 3.6 1.7 

大堀二区集会所 

秋季 7 2.0 2.4 1.5 

冬季 7 2.4 2.8 1.9 

春季 7 2.1 2.6 1.9 

夏季 7 1.9 2.7 1.4 

年間 28 2.1 2.8 1.4 

ビジターセンター 

秋季 7 2.2 2.5 1.7 

冬季 7 2.9 4.9 2.2 

春季 7 2.3 3.8 1.5 

夏季 7 2.2 2.9 1.7 

年間 28 2.4 4.9 1.5 

富津埋立記念館 

夏季 6 1.9 2.5 0.3 

秋季 7 2.1 2.3 1.7 

年間 13 2.0 2.5 0.3 

君津人見測定局 

秋季 7 2.3 2.7 1.7 

冬季 7 2.5 2.7 2.3 

春季 6 1.9 2.3 1.6 

夏季 7 1.9 3.5 1.5 

年間 27 2.2 3.5 1.5 
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ダイオキシン類 

ダイオキシン類の現地調査結果は、表 7.2.1-27に示すとおりである。 

各地点の年間の毒性等量は、0.010pg-TEQ/㎥～0.013pg-TEQ/㎥であり、環境基準（年平

均値が 0.6pg-TEQ/㎥以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-27 ダイオキシン類の調査結果 

調査地点 
調査

時期 

実測濃度 

(pg/㎥) 

毒性等量 

(pg-TEQ/㎥) 

対象事業実施区域 

秋季 3.5 0.025 

冬季 1.9 0.014 

春季 1.5 0.0067 

夏季 1.9 0.0047 

年間 2.2 0.013 

大堀二区集会所 

秋季 2.6 0.017 

冬季 1.7 0.014 

春季 1.7 0.0080 

夏季 2.0 0.0038 

年間 2.0 0.011 

ビジターセンター 

秋季 2.7 0.018 

冬季 1.6 0.016 

春季 2.2 0.0085 

夏季 1.9 0.0054 

年間 2.1 0.012 

富津埋立記念館 

夏季 1.9 0.0037 

秋季 2.5 0.017 

年間 2.2 0.010 

君津人見測定局 

秋季 3.5 0.022 

冬季 1.9 0.011 

春季 2.1 0.0083 

夏季 3.2 0.0050 

年間 2.7 0.012 

 

（b）気象の状況 

ア．現地調査 

地上気象 

対象事業実施区域内における風向、風速の現地調査結果は、表 7.2.1-28に示すとおりで

ある。 

年平均風速は 3.5m/s、最多風向は NNEであり、その出現率は 20.3％であった。 

風配図は図 7.2.1-4に示すとおりである。 
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表 7.2.1-28 風向、風速調査結果（対象事業実施区域） 

調査時期 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

風速（m/s） 最多風向 

と出現率 
静穏率

（％） 
1 時間値 日平均値 

平均 最高 最低 最高 最低 16 方位 (％) 

令和2年 
11月 30 720 3.3 8.3 0.2 5.6 1.6 NNE 30.6 1.7 

12月 31 744 3.2 13.0 0.2 5.9 1.4 NNE 23.8 1.7 

令和3年 

1月 31 744 3.7 10.4 0.1 8.6 1.3 NNE 27.8 3.2 

2月 28 672 3.9 11.2 0.2 7.7 1.9 NNE 22.8 0.3 

3月 31 744 3.9 12.7 0.2 7.5 1.9 NNE 22.8 1.1 

4月 30 720 3.6 10.2 0.1 6.5 1.9 NNE 12.8 1.9 

5月 31 744 3.5 9.6 0.3 6.5 1.6 SSW 31.5 0.9 

6月 30 719 2.8 8.7 0.2 5.4 1.5 S 18.8 1.1 

7月 31 744 2.6 8.7 0.1 5.4 1.2 S 22.4 3.0 

8月 31 744 3.4 10.7 0.3 6.8 1.7 S 23.4 1.1 

9月 30 720 3.9 8.5 0.2 6.5 1.6 NNE 36.3 1.4 

10月 31 744 4.0 15.2 0.1 10.5 1.7 NNE 34.0 1.2 

年間 365 8,759 3.5 15.2 0.1 10.5 1.2 NNE 20.3 1.6 

注）静穏率は、風速 0.4m/s以下の出現率を示す。 

 

 

 

 

図 7.2.1-4 風配図（対象事業実施区域） 
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上層気象 

上層気温の観測結果から分類した逆転層の出現頻度は、表 7.2.1-29 に示すとおりであ

る。なお、逆転層区分高度は煙突実体高（煙突高さ）を考慮した高度（100ｍ）及び有効煙

突高（最大 405ｍ）を考慮した高度（450ｍ）とした。 

年間の逆転層の出現頻度は、区分高度 100ｍで逆転なしが 62.9％、下層逆転が 3.1％、上

層逆転が 31.3％、全層・二段逆転が 2.7％であった。 

区分高度 450ｍで逆転なしが 62.9％、下層逆転が 21.4％、上層逆転が 11.2％、全層・二

段逆転が 4.5％であった。 

 

表 7.2.1-29 逆転層の出現頻度 

区分 

高度 

逆転層 

区分 

秋季 冬季 春季 夏季 年間 

回数 

(回) 

頻度 

(％) 

回数 

(回) 

頻度 

(％) 

回数 

(回) 

頻度 

(％) 

回数 

(回) 

頻度 

(％) 

回数 

(回) 

頻度 

(％) 

100ｍ 

逆転層なし 27 48.2 42 75.0 36 64.3 36 64.3 141 62.9 

下層逆転 2 3.6 1 1.8 2 3.6 2 3.6 7 3.1 

上層逆転 25 44.6 11 19.6 16 28.6 18 32.1 70 31.3 

全層・ 

二段逆転 
2 3.6 2 3.6 2 3.6 0 0 6 2.7 

450ｍ 

逆転層なし 27 48.2 42 75.0 36 64.3 36 64.3 141 62.9 

下層逆転 21 37.5 9 16.1 12 21.4 6 10.7 48 21.4 

上層逆転 3 5.4 3 5.4 6 10.7 13 23.2 25 11.2 

全層・ 

二段逆転 
5 8.9 2 3.6 2 3.6 1 1.8 10 4.5 

注）逆転層は、「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」（平成 12年 12月、公害研究対策センター）の記載で

ある「0.01℃/ｍ以上が気温逆転層である。」を参考に、50ｍごとの気温勾配(0.5℃/50ｍ以上)から判定し

た。 

・逆転層分類は、区分高度と逆転層の位置関係から、区分高度より下にあるものを下層逆転、区分高度より

上にあるものを上層逆転、区分高度にまたがるものを全層逆転、区分高度の上と下にあるものを二段逆転

として集計した。 

・頻度は、観測回数に対する比率(％)を示す。 

 

（２）予測 

a．予測地点 

予測地域の面的な影響濃度分布を予測するほか、最大着地濃度地点や現地調査地点とした。

なお、各予測地点の予測の高さは地上 1.5ｍとした。 

b．予測対象時期 

（a）長期平均濃度予測 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期（1年間）とした。 

（b）短期高濃度予測 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期において、予測条件に設定した気象

条件の出現時とした。 
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c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は、表 7.2.1-30に示すとおりであり、環境基準等の設定内容に応じ長期平均濃度

及び短期高濃度、又は、そのいずれかとした。 

 

表 7.2.1-30 大気質予測項目 

項目 

区分 
二酸化硫黄 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 塩化水素 水銀 ダイオキシン類 

長期平均濃度 〇 〇 〇 － 〇 〇 

短期高濃度 〇 〇 〇 〇 － － 

 

（b）予測方法 

ア．長期平均濃度予測 

予測手順 

予測は、有効煙突高、汚染物質排出量を算出し、地上気象調査結果を用いて、拡散式に

より年平均寄与濃度の算出を行った。さらに、年平均寄与濃度にバックグラウンド濃度を

加算し、年平均値予測濃度とした。 

予測式等 

予測に用いる拡散式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12年 12月、公

害研究対策センター）に基づく拡散式とした。 

イ．短期高濃度予測 

煙突排出ガスにより、周辺環境へ高濃度の影響が想定される条件を設定して、短時間（1時

間値）の予測を行った。 

事業計画及び地域特性を踏まえ、次の 5つの事象を対象とした。（図 7.2.1-5参照） 

・大気安定度不安定時 

・上層逆転層発生時（リッド状態） 

・接地逆転層崩壊時（フュミゲーション時） 

・ダウンウォッシュ時 

・ダウンドラフト時 

大気安定度不安定時、上層逆転層発生時（リッド状態）、ダウンウォッシュ時、ダウンドラ

フト時について、予測に用いる拡散式は、「窒素酸化物規制マニュアル（新版）」（平成 12 年

12月、公害研究対策センター）に基づく大気拡散式（プルーム式）とした。また、接地逆転

層崩壊時（フュミゲーション時）については、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」

（昭和 61年 6月、社団法人全国都市清掃会議）における大気拡散式（TVAモデル（カーペン

ターモデル））とした。  
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出典 

①大気安定度不安定時 

図・解説 「新・公害防止の技術と法規 2020 大気編」（2020年 2月、一般社団法人 産業環境管理協会） 

②上層逆転層発生時、③接地逆転層崩壊時 

図・解説 「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61年 6月、社団法人 全国都市清掃会議） 

④ダウンウォッシュ時、⑤ダウンドラフト時 

図・解説 「新・公害防止の技術と法規 2020 大気編」（2020年 2月、一般社団法人 産業環境管理協会） 

【 ①大気安定度不安定時 】 

 

煙は上下に大きく蛇行、煙源近くに瞬間的に

高濃度が現れる。晴れた日中によくみられる。 

 

【 ②上層逆転層発生時 】 
混合層の上端には安定層が形成されている。

それより以下で排出された大気汚染物質は逆

転層より上方への拡散を抑制される。 

 

【 ④ダウンウォッシュ時 】 

【 ⑤ダウンドラフト時 】 

 

吐出速度が風速より小さい場合、煙は煙突の

背後に生じる渦や、付近の構造物によって発生

する渦に巻き込まれ、急激に地上に下降するこ

とがある。この現象はダウンウォッシュ(建造物

についてはダウンドラフトという場合もある)

と呼ばれる。煙突頂部で起こるダウンウォッシ

ュはスタックチップダウンウォッシュと呼ばれ

ることがある。 

この現象が起こると着地濃度が高くなるので

避けることが必要である。それには、吐出速度

を上げ（風速の 1.5 倍以上）、煙突高さを付近

の建造物より高くする(2.5 倍以上がよいとい

われる)のが望ましい。 

 

【 ③接地逆転層崩壊時 】 

 

接地逆転層が日出から日中にかけて地表面近

くから崩壊する。このとき、上層の安定層内に放

出された排出ガスが地表近くの不安定層内に取

り込まれ、急激な混合が生じて高濃度を起こす可

能性がある。 

 

 

図 7.2.1-5 高濃度が予想される条件の説明図 
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d．予測結果 

（a）長期平均濃度 

ア．年平均値 

廃棄物処理施設の稼働による大気質の予測結果は表 7.2.1-31に、二酸化硫黄における等濃

度線図は図 7.2.1-6に示すとおりである。 

煙突排ガスの最大着地濃度地点の環境濃度（年平均値）は、二酸化硫黄が 0.00211ppm（寄

与率 5.2％）、二酸化窒素が 0.01016ppm（寄与率 1.6％）、浮遊粒子状物質が 0.02005mg/㎥（寄

与率 0.3％）、水銀が 2.458ngHg/㎥（寄与率 6.4％）、ダイオキシン類が 0.01353pg-TEQ/㎥（寄

与率 3.9％）であった。 

また、水銀については、環境濃度が 2.458ngHg/㎥であり、指針値（環境中の有害大気汚染

物質による健康リスクの低減を図るための指針値である年平均値が 40ngHg/㎥以下）を満足

する。ダイオキシン類についても、環境濃度が 0.01353pg-TEQ/㎥であり、環境基準（年平均

値が 0.6pg-TEQ/㎥以下）を満足する。 

イ．日平均値の 2％除外値又は年間 98％値 

二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値、二酸化窒素の日平均値の年間

98％値の予測結果は、表 7.2.1-32に示すとおりである。 

二酸化硫黄の日平均値の 2％除外値は 0.0047ppm～0.0068ppm、二酸化窒素の日平均値の年

間 98％値は 0.023ppm～0.028ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値は 0.0036mg/㎥～

0.0048mg/㎥であり、環境基準及び千葉県環境目標値を満足する。 
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表 7.2.1-31 廃棄物処理施設の稼働による大気質の予測結果（年平均値） 

項目 地点 
寄与濃度 

(A) 

バック 

グラウンド 

濃度(B) 

環境濃度

(C=A+B) 

寄与率(％) 

(A/C×100) 

二酸化硫黄(ppm) 

最大着地濃度地点 0.00011 0.002 0.00211 5.2 

対象事業実施区域 0.00001 0.002 0.00201 0.5 

大堀二区集会所 0.00001 0.001 0.00101 1.0 

ビジターセンター 0.00002 0.002 0.00202 1.0 

富津埋立記念館 0.00006 0.002 0.00206 2.9 

君津人見測定局 0.00001 0.001 0.00101 1.0 

二酸化窒素(ppm) 

最大着地濃度地点 0.00016 0.010 0.01016 1.6 

対象事業実施区域 0.00002 0.010 0.01002 0.2 

大堀二区集会所 0.00001 0.008 0.00801 0.1 

ビジターセンター 0.00003 0.010 0.01003 0.3 

富津埋立記念館 0.00009 0.008 0.00809 1.1 

君津人見測定局 0.00001 0.012 0.01201 0.1 

浮遊粒子状物質 

(mg/㎥) 

最大着地濃度地点 0.00005 0.020 0.02005 0.3 

対象事業実施区域 0.00001 0.020 0.02001 0.1 

大堀二区集会所 
0.00000 

(0.000005) 
0.020 0.02000 

0.0 

(0.03) 

ビジターセンター 0.00001 0.022 0.02201 0.0 

富津埋立記念館 0.00003 0.022 0.02203 0.1 

君津人見測定局 
0.00000 

(0.000003) 
0.015 0.01500 

0.0 

(0.02) 

水銀 

(ngHg/㎥) 

最大着地濃度地点 0.158 2.3 2.458 6.4 

対象事業実施区域 0.020 2.3 2.320 0.9 

大堀二区集会所 0.014 2.1 2.114 0.7 

ビジターセンター 0.034 2.4 2.434 1.4 

富津埋立記念館 0.088 2.0 2.088 4.2 

君津人見測定局 0.010 2.2 2.210 0.5 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/㎥) 

最大着地濃度地点 0.00053 0.013 0.01353 3.9 

対象事業実施区域 0.00007 0.013 0.01307 0.5 

大堀二区集会所 0.00005 0.011 0.01105 0.5 

ビジターセンター 0.00011 0.012 0.01211 0.9 

富津埋立記念館 0.00029 0.010 0.01029 2.8 

君津人見測定局 0.00003 0.012 0.01203 0.2 

注）最大着地濃度地点の出現距離は 1.3km、出現方向は南南西である。 
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表 7.2.1-32 廃棄物処理施設の稼働による大気質の予測結果 

（日平均値の 2％除外値又は年間 98％値） 

項目 地点 
環境濃度 

年平均値 

日平均値の

2％除外値又は

年間 98％値 

環境基準等 

（長期的評価） 

二酸化硫黄

(ppm) 

最大着地濃度地点 0.00211 0.0068 

（環境基準）

0.04以下 

対象事業実施区域 0.00201 0.0066 

大堀二区集会所 0.00101 0.0047 

ビジターセンター 0.00202 0.0067 

富津埋立記念館 0.00206 0.0067 

君津人見測定局 0.00101 0.0047 

二酸化窒素

(ppm) 

最大着地濃度地点 0.01016 0.026 
（環境基準）

0.06以下 

 

（千葉県環境 

目標値） 

0.04以下 

対象事業実施区域 0.01002 0.026 

大堀二区集会所 0.00801 0.023 

ビジターセンター 0.01003 0.026 

富津埋立記念館 0.00809 0.023 

君津人見測定局 0.01201 0.028 

浮遊粒子状物質 

(mg/㎥) 

最大着地濃度地点 0.02005 0.045 

（環境基準）

0.10以下 

対象事業実施区域 0.02001 0.045 

大堀二区集会所 0.02000 0.045 

ビジターセンター 0.02201 0.048 

富津埋立記念館 0.02203 0.048 

君津人見測定局 0.01500 0.036 
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図 7.2.1-6 長期平均濃度予測結果（寄与濃度、二酸化硫黄） 
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（b）短期高濃度 

廃棄物処理施設の稼働による大気質の短期高濃度予測結果（最大寄与濃度）にバックグラ

ウンド濃度を加えた環境濃度は、表 7.2.1-33に示すとおりである。 

塩化水素以外は接地逆転層崩時の予測結果が最大となり、二酸化硫黄が 0.04254ppm、二酸

化窒素が 0.08486ppm、浮遊粒子状物質が 0.13733mg/㎥、塩化水素の最大値は内部境界層発達

によるフュミゲーション発生時で 0.0178ppmとなり、環境基準等をいずれも満足する。 

 

表 7.2.1-33 廃棄物処理施設の稼働による大気質の予測結果及び基準等 

（短期高濃度、最大環境濃度） 

区分 項目 
大気安定度 

不安定時 

上層逆転層 

発生時 

接地逆転層 

崩壊時 

ダウンウォ

ッシュ時 

ダウン 

ドラフト時 

ﾌｭﾐｹﾞｰ注4) 

ｼｮﾝ発生時 
基準等 

最大 

環境 

濃度 

二酸化 

硫黄 

(ppm) 

0.03470 0.03743 0.04254 0.03295 0.03569 0.0125 1 時間値注1) 

が 0.1ppm 

以下 

(0.00270) (0.00543) (0.0105) (0.00095) (0.00369) (0.0115) 

[0.032] [0.032] [0.032] [0.032] [0.032] [0.001] 

二酸化 

窒素 

(ppm) 

0.07307 0.07718 0.08486 0.07043 0.07455 0.0283 1 時間値注2) 

が 0.1～ 

0.2ppm以下 

(0.00407) (0.00818) (0.01586) (0.00143) (0.00555) (0.0173) 

[0.069] [0.069] [0.069] [0.069] [0.069] [0.011] 

浮遊粒子 

状物質 

(mg/㎥) 

0.13337 0.13474 0.13733 0.13248 0.13387 0.0148 1 時間値注1) 

が 0.20 

mg/㎥以下 

(0.00137) (0.00274) (0.00533) (0.000477) (0.00187) (0.0058) 

[0.132] [0.132] [0.132] [0.132] [0.132] [0.009] 

塩化水素 

(ppm) 

0.00457 0.00868 0.0164 0.00193 0.00605 0.0178 1 時間値注3) 

が 0.02ppm 

以下 

(0.00407) (0.00818) (0.0159) (0.00143) (0.00555) (0.0173) 

[0.0005] [0.0005] [0.0005] [0.0005] [0.0005] [0.0005] 

出現 

条件 

大気安定度 A A 強逆転 C A B-C 
－ 

風速(m/s) 1.0 1.0 1.0 14.8 1.0 3.8 

注）網掛けは、全ての予測の中の最大値を示す。 

( )内は、最大寄与濃度を示す。 

[ ]内は、バックグラウンド濃度を示す。バックグラウンド濃度は、対象事業実施区域の最寄りの一般局（君津人

見測定局）の令和 2 年度の 1 時間値の最高値とした。なお、塩化水素は、1 時間毎の測定ではないため、日間値の

最高値とした。 

注 1）環境基準値 

注 2）二酸化窒素については、「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について」（昭和 53年 3月、中央公害対策

審議会答申）に示される短期暴露指針値(0.1～0.2ppmを超えないこと)を基準等として設定した。 
注 3）塩化水素については、環境庁大気保全局長通達（昭和 52年 6月環大規第 136号）において、排出基準を定める際

に示された目標環境濃度(0.02ppm)を基準等として設定した。 
注 4）本項目は内部境界層発達によるフュミゲーション発生時である。 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による大気質の影響を低減するために、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・ばいじんは、バグフィルタで捕集する。 

・塩化水素及び硫黄酸化物は、乾式消石灰吹き込みにより除去する。 
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・窒素酸化物は、燃焼制御によりできる限り発生を抑えるとともに、触媒脱硝装置により除

去する。 

・ダイオキシン類は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を遵守し、

適切な燃焼管理を行うとともに、活性炭の吹き込みにより吸着し、バグフィルタで除去す

る。また、触媒脱硝装置により、窒素酸化物と合わせてダイオキシン類を分解する。 

・水銀は、活性炭の吹き込みにより吸着し、バグフィルタで除去する。 

・法、条例の基準値と同等又は、それよりも厳しい自主基準値を設定し、大気汚染物質の排

出抑制を図る。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・ごみ質の均一化を図り適正負荷により安定した燃焼を維持し、排出ガス中の大気汚染物質

の低減に努める。 

・煙突排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、酸素、一酸化炭素濃度等の

監視を行い自主基準値が遵守されているか確認する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物処理施設の稼働にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

と、長期平均濃度予測値における寄与率が低い（最大着地濃度地点で二酸化硫黄 5.2％、二酸化

窒素 1.6％、浮遊粒子状物質 0.3％、水銀 6.4％、ダイオキシン類 3.9％）ことから、事業者の

実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 

b．環境基準等と予測結果との比較による評価 

（a）長期平均濃度 

廃棄物処理施設の稼働による大気質の長期平均濃度の予測結果は、最大着地濃度地点にお

いて、二酸化硫黄の日平均値の 2％除外値が 0.0068ppm、二酸化窒素の日平均値の年間 98％

値が 0.026ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値が 0.045mg/㎥、水銀の年平均値が

2.458ngHg/㎥、ダイオキシン類の年平均値が 0.01353pg-TEQ/㎥であり、各項目について表

7.2.1-34に示す環境基準等を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.1-34 環境基準等（長期平均濃度予測関係） 

項目 環境基準等 備考 

二酸化硫黄 【環境基準】0.04ppm以下 日平均値の 2％除外値 

二酸化窒素 
【環境基準】0.06ppm以下 

【千葉県環境目標値】0.04ppm以下 
日平均値の年間 98％値 

浮遊粒子状物質 【環境基準】0.10mg/㎥以下 日平均値の 2％除外値 

水銀 【指針値】40ngHg/㎥以下 

年平均値〔環境中の有害大気汚染物質によ

る健康リスクの低減を図るための指針とな

る数値、平成 15年 7月中央環境審議会〕 

ダイオキシン類 【環境基準】0.6pg-TEQ/㎥以下 年平均値 
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（b）短期高濃度 

廃棄物処理施設の稼働による大気質の短期高濃度の予測結果は、塩化水素以外の項目で接

地逆転層崩壊時の予測結果が最大となり、二酸化硫黄が 0.04254ppm、二酸化窒素が

0.08486ppm、浮遊粒子状物質が 0.13733mg/㎥であり、塩化水素の最大値は内部境界層発達に

よるフュミゲーション発生時で 0.01178ppm となり、各項目について表 7.2.1-35 に示す環境

基準等を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.1-35 環境基準等（短期高濃度予測関係） 

項目 環境基準等 備考 

二酸化硫黄 【環境基準】0.1ppm 以下 1 時間値 

二酸化窒素 【指針値】0.1～0.2ppm 以下 
1 時間値〔二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等

について(昭和 53年 3 月中央公害対策審議会答申)〕 

浮遊粒子状物質 【環境基準】0.20mg/㎥以下 1 時間値 

塩化水素 【目標環境濃度】0.02ppm以下 
1 時間値〔環境庁大気保全局長通達（昭和 52 年 6月環

大規第 136号）〕 

 

４．廃棄物運搬車両の走行による沿道大気質 

（１）調査 

a．調査地点 

（a）大気質の状況 

木更津市、君津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町に係る廃棄物運搬車両の主要

走行ルート〔主要地方道木更津富津線（県道 90 号）〕を対象に、沿道の住居等の分布状況を

考慮し、走行ルート沿いの君津市勤労者総合福祉センター（R1地点）及び走行ルート近傍の

大気環境常時測定局（以下、一般局という。）である君津人見測定局の 2地点とした（図 7.2.1-7

参照）。 

また、富津市に係る廃棄物運搬車両の主要走行ルート（富津市道汐入線）については、沿

道の住居等の分布状況を考慮し、走行ルート沿いの富津市民ふれあい公園内ビジターセンタ

ー（R2地点）とした（図 7.2.1-7参照）。 
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図 7.2.1-7 沿道大気質・気象等調査地点（廃棄物運搬車両の走行） 
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b．調査期間 

調査期間は、表 7.2.1-36に示すとおりである。 

 

表 7.2.1-36 調査期間（廃棄物運搬車両の走行による沿道大気質） 

調査項目 調査期間 

大気質 

現地調査 

（窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

夏季：令和 3年 08月 03日～08月 09日 

秋季：令和 3年 11月 01日～11月 07日 

R2（富津市道汐

入線） 

秋季：令和 2年 11月 13日～11月 19日 

冬季：令和 3年 02月 02日～02月 08日 

春季：令和 3年 05月 11日～05月 17日 

夏季：令和 3年 08月 03日～08月 09日 

文献調査 

（窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

秋季：令和 2年 11月 13日～11月 19日 

冬季：令和 3年 02月 02日～02月 08日 

春季：令和 3年 05月 11日～05月 17日 

夏季：令和 3年 08月 03日～08月 09日 

秋季：令和 3年 11月 01日～11月 07日 

令和 2年度 

 

c．調査結果 

（a）大気質の状況 

ア．二酸化窒素 

二酸化窒素の調査結果は、表 7.2.1-37に示すとおりである。 

R1地点（主要地方道木更津富津線）における二酸化窒素の日平均値の最高値は、0.007ppm

～0.019ppm であり、R2 地点（富津市道汐入線）における二酸化窒素の日平均値の最高値は、

0.007ppm～0.021ppmであった。 

また、同一測定期間における君津人見測定局では、0.008ppm～0.027ppmであった。測定期

間中は全地点、二酸化窒素に係る環境基準値（1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm

のゾーン内又はそれ以下）及び千葉県環境目標値（日平均値の年間 98％値が 0.04ppm 以下）

を満足していた。 

 

表 7.2.1-37 二酸化窒素の調査結果 

調査地点 調査時期 
有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均値

(ppm) 

1 時間値の最

高値(ppm) 

日平均値の最

高値(ppm) 

R1（主要地方道木更 

津富津線） 

令和 3年夏季 7 168 0.004 0.021 0.007 

令和 3年秋季 7 168 0.017 0.036 0.019 

R2（富津市道汐入線） 

令和 2年秋季 7 168 0.015 0.049 0.021 

令和 3年冬季 7 168 0.013 0.045 0.020 

令和 3年春季 7 168 0.008 0.030 0.019 

令和 3年夏季 7 168 0.004 0.017 0.007 

君津人見測定局注 2) 

令和 2年秋季 7 168 0.018 0.055 0.027 

令和 3年冬季 7 168 0.015 0.046 0.020 

令和 3年春季 7 168 0.009 0.038 0.024 

令和 3年夏季 7 168 0.004 0.031 0.008 

令和 3年秋季 7 168 0.015 0.029 0.019 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 
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イ．浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の調査結果は、表 7.2.1-38に示すとおりである。 

R1地点（主要地方道木更津富津線）における日平均値の最高値は、0.033mg/㎥～0.056mg/

㎥であり、1時間値の最高値は、0.068mg/㎥～0.069mg/㎥であった。 

R2地点（富津市道汐入線）における日平均値の最高値は、0.027mg/㎥～0.058mg/㎥であり、

1時間値の最高値は、0.046mg/㎥～0.079mg/㎥であった。 

また、同一測定期間における君津人見測定局では、日平均値の最高値は、0.018mg/㎥～

0.032mg/㎥であり、1時間値の最高値は、0.053mg/㎥～0.129mg/㎥であった。 

測定期間中は全地点、環境基準値（1時間値の 1日平均値が 0.10mg/㎥以下で、かつ、1時

間値が 0.20mg/㎥以下）を満足していた。 

 

表 7.2.1-38 浮遊粒子状物質の調査結果 

調査地点 調査時期 
有効注1) 

測定日数 

測定 

時間 

期間平均値 

(mg/㎥) 

1 時間値の 

最高値(mg/㎥) 

日平均値の 

最高値(mg/㎥) 

R1（主要地方道木更 

津富津線） 

令和 3年夏季 7 168 0.024 0.069 0.056 

令和 3年秋季 7 168 0.027 0.068 0.033 

R2（富津市道汐入線） 

令和 2年秋季 7 168 0.028 0.070 0.036 

令和 3年冬季 7 168 0.018 0.079 0.027 

令和 3年春季 7 168 0.019 0.046 0.029 

令和 3年夏季 7 168 0.023 0.078 0.058 

君津人見測定局注 2) 

令和 2年秋季 7 168 0.020 0.062 0.025 

令和 3年冬季 7 168 0.012 0.054 0.020 

令和 3年春季 7 168 0.014 0.129 0.018 

令和 3年夏季 7 168 0.013 0.056 0.032 

令和 3年秋季 7 168 0.017 0.053 0.025 

注 1）有効測定日数とは、1日に 20時間以上測定された日の総和 

注 2）「ちばの大気環境」（千葉県環境生活部大気保全課）の 1時間値を集計して算出した。 

 

ウ．君津人見測定局における四季の調査結果（令和 2年度） 

「7.2.1 大気質 2.工事用車両の走行による沿道大気質」参照 

（２）予測 

a．予測地点 

予測地点は、廃棄物運搬車両等の主要な走行ルートを対象に、沿道の住居等の分布状況を考

慮して、現地調査地点の道路端から 150ｍまでの範囲とした。なお、予測地点の高さは、地上

1.5ｍとした。 

b．予測対象時期 

施設が定常の稼働状態となった時期（1年間）とした。 
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c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は二酸化窒素及び浮遊粒子状物質とした。 

（b）予測手順 

予測は、「現況」又は「現況＋廃棄物運搬車両等」の交通量について、それぞれ大気汚染物

質排出量を算定し、道路条件及び年間の気象条件を用いて、拡散式により対象道路からの大

気質の年平均寄与濃度を求めた。対象道路からの年平均寄与濃度にバックグラウンド濃度を

加算し、予測地点の年平均濃度とした。 

（c）予測式 

予測に用いる拡散式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（平成 25年 3月、

国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所）に示されるプルーム式及

パフ式を用いた。 

d．予測結果 

（a）年平均値 

廃棄物運搬車両の走行による二酸化窒素の予測結果は表 7.2.1-39に、浮遊粒子状物質の

予測結果は表 7.2.1-40に、それぞれ示すとおりである。 

廃棄物運搬車両による寄与濃度の最大値は、二酸化窒素が 0.00001ppm（寄与率 0.08％）、

浮遊粒子状物質が 0.00000（0.000002）mg/㎥〔寄与率 0.0(0.01)％〕である。 

 

表 7.2.1-39 二酸化窒素濃度の予測結果（年平均値） 
(単位:ppm) 

予測地点 
廃棄物運搬車両

等寄与濃度① 

現況車両寄

与濃度② 

バックグラウ

ンド濃度③ 

環境濃度 

④=①＋②＋③ 

寄与率(％) 

①/④ 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 0.00001 0.00019 0.012 0.01220 0.08 

南側 0.00001 0.00023 0.012 0.01224 0.08 

R2（富津市道 

汐入線） 

東側 
0.00000 

(0.000001) 
0.00003 0.012 0.01203 

0.0 

（0.008） 

西側 
0.00000 

(0.000002) 
0.00005 0.012 0.01205 

0.0 

（0.02） 
 

表 7.2.1-40 浮遊粒子状物質濃度の予測結果（年平均値） 
(単位:mg/㎥) 

予測地点 
廃棄物運搬車両

等寄与濃度① 

現況車両寄

与濃度② 

バックグラウ

ンド濃度③ 

環境濃度 

④=①＋②＋③ 

寄与率(％) 

①/④ 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

北側 
0.00000 

(0.000001) 
0.00001 0.015 0.01501 

0.0 

（0.007） 

南側 
0.00000 

(0.000002) 
0.00002 0.015 0.01502 

0.0 

（0.01） 

R2（富津市道 

汐入線） 

東側 
0.00000 

(0.0000003) 

0.00000 

(0.000004) 
0.015 0.01500 

0.0 

（0.002） 

西側 
0.00000 

(0.0000004) 

0.00000 

(0.000005) 
0.015 0.01500 

0.0 

（0.003） 
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（b）日平均値の年間 98％値（又は 2％除外値） 

廃棄物運搬車両の走行による二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は表 7.2.1-41 に、浮遊

粒子状物質の日平均値の 2％除外値は表 7.2.1-42に、それぞれ示すとおりである。 

環境基準及び千葉県環境目標値を、いずれも満足している。 

 

表 7.2.1-41 二酸化窒素濃度の予測結果（日平均値の年間 98％値） 
(単位:ppm) 

予測地点 予測結果 
環境基準 

(長期的評価) 
千葉県環境目標値 

R1（主要地方道木更津 

富津線） 

北側 0.026 

0.06以下 0.04以下 
南側 0.026 

R2（富津市道汐入線） 
東側 0.026 

西側 0.026 

 

表 7.2.1-42 浮遊粒子状物質濃度の予測結果（日平均値の 2％除外値） 
(単位:mg/㎥) 

予測地点 予測結果 環境基準（長期的評価） 

R1（主要地方道木更津 

富津線） 

北側 0.039 

0.10以下 
南側 0.039 

R2（富津市道汐入線） 
東側 0.039 

西側 0.039 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物運搬車両の走行による沿道大気質の影響を低減するために、以下に示す

措置を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・効率的な運搬方法を用いて、廃棄物運搬車両の低減に努める。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・可能な限り低公害、低燃費の廃棄物運搬車両を使用する。 

・廃棄物運搬車両が通勤時間帯や特定の時間に集中しないよう、車両の運行管理に努める。 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブ

を徹底する。 

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物運搬車両等の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じる

こと、予測値の寄与率が低い〔二酸化窒素が最大 0.08％、浮遊粒子状物質が最大 0.0(0.01)％〕

ことから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているも

のと評価する。 
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b．基準等と予測結果との比較による評価 

廃棄物運搬車両等の走行による沿道大気質の予測結果は、二酸化窒素の日平均値の年間 98％

値が 0.026ppm、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値が 0.039mg/㎥であり、いずれも表

7.2.1-43に示す環境基準及び千葉県環境目標値を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.1-43 環境基準等 

物質名 
環境基準等 

（長期的評価） 
備考 

浮遊粒子状物質 0.10mg/㎥以下 日平均値の 2％除外値 

二酸化窒素 
0.06ppm以下 日平均値の年間 98％値 

0.04ppm 以下 日平均値の年間 98％値（千葉県環境目標値） 
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7.2.2 水質 

「工事の実施」 

１．工事の実施による水質 

（１）調査の手法 

a．調査地点 

（a）水質等の状況 

調査地点は、図 7.2.2-1に示すとおり、施工時に排水が流入する新富水路の 2地点とした。 

（b）流況等の状況 

水質等の状況（現地調査）と同様とした。 

b．調査期間 

（a）水質等の状況 

水質等の状況の特性が把握できるように表 7.2.2-1に示すとおりとした。 

 

表 7.2.2-1 水質等に係る現地調査の調査期間・頻度 

調査事項 調査項目 調査期間・頻度 

水質等の状況 
浮遊物質量、水素イオン濃度(pH)、

ふっ素、砒素、一般観測項目 

晴天時：4回(季)、引き潮時 

令和 3年 02 月 24日 22時 

令和 3年 04 月 28日 11時 

令和 3年 07 月 26日 12時 

令和 3年 10 月 06日 10時 

降雨時：2回 

令和 3年 10 月 01日 07時 

令和 3年 11 月 09日 14時 

流況等の状況 流量（流速、水深） 

 

c．調査結果 

（a）水質等の状況 

水質の晴天・引き潮時における調査結果は表 7.2.2-2 に、降雨時における調査結果は表

7.2.2-3に示すとおりである。 

晴天・引き潮時では、浮遊物質量が 12mg/L～95mg/L、水素イオン濃度(pH)が 7.1～7.9、ふ

っ素が 0.72mg/L～1.2mg/L、砒素が 0.001mg/L～0.005mg/Lとなっており、海域の環境基準が

設定されている砒素については、環境基準を満足しているが、水素イオン濃度(pH)について

は、満足していない。 

降雨時では、浮遊物質量が 20mg/L～67mg/L、水素イオン濃度(pH)が 7.2～7.7、ふっ素が

0.39mg/L～0.95mg/L、砒素が 0.001mg/L となっており、砒素については、環境基準を満足し

ているが、水素イオン濃度(pH)については満足していない。 
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図 7.2.2-1 水質等調査地点（工事の実施） 
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表 7.2.2-2 水質・流況の状況の調査結果（晴天・引き潮時） 

調査日時 場所 
浮遊物質量

(mg/L) 

水素イオン

濃度(pH) 

ふっ素

(mg/L) 

砒素

(mg/L) 

流量 

(㎥/秒) 

令和 3年 2月 24日 22 時 
上流 95 7.2 0.72 0.005 0.032 

下流 55 7.1 0.82 0.004 － 

令和 3年 4月 28日 11 時 
上流 12 7.2 1.1 0.002 0.24 

下流 16 7.2 1.0 0.002 － 

令和 3年 7月 26日 12 時 
上流 19 7.6 0.93 0.002 0.48 

下流 15 7.4 1.2 0.002 － 

令和 3年 10 月 6日 10 時 
上流 17 7.7 0.97 0.001 1.8 

下流 14 7.9 1.0 0.001 － 

 

表 7.2.2-3 水質・流況の状況の調査結果（降雨時） 

調査日時 場所 
浮遊物質量 

(mg/L) 

水素イオン 

濃度(pH) 

ふっ素 

(mg/L) 

砒素 

(mg/L) 

流量 

(㎥/秒) 

令和 3年 10 月 1日 07 時 
上流 31 7.7 0.95 0.001 1.8 

下流 67 7.7 0.80 0.001 － 

令和 3年 11 月 9日 14 時 
上流 30 7.6 0.47 0.001 24 

下流 20 7.2 0.39 0.001 － 

 

（b）流況等の状況 

流量の晴天・引き潮時における調査結果は前出表 7.2.2-2 に、降雨時における調査結果は

前出表 7.2.2-3に示すとおりである。 

晴天・引き潮時では、流量が 0.032㎥/秒～1.8㎥/秒、降雨時では、1.8㎥/秒～24㎥/秒と

なっており、潮汐の影響により変動が大きい状況にある。 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様とした。 

b．予測対象時期 

工事の影響が最大となる時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は、工事排水による新富水路の水質〔水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量、ふっ素

及び砒素〕への影響とした。 

なお、工事排水には、雨水排水及び掘削工事等による地下水の湧出水排水があり、予測項

目について、表 7.2.2-4に示すとおりとした。 
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表 7.2.2-4 排水区分別の環境保全措置、予測項目 

排水区分 環境保全措置 予測項目 

工事排水 

雨水排水 
沈砂池で濁りを沈降させた

後、濁水処理施設で処理 水素イオン濃度(pH)、 

浮遊物質量、ふっ素、砒素 
湧出水排水 濁水処理施設で処理 

 

（b）予測方法 

ア．雨水排水 

水素イオン濃度(pH)、ふっ素、砒素について、環境保全措置を踏まえ、定性的に予測した。 

浮遊物質量については、一定の降雨条件をもとに、土砂の沈降試験結果及び流出防止対策

を踏まえ、予測した。 

イ．湧出水排水 

水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量、ふっ素、砒素について、環境保全措置を踏まえ、定性

的に予測した。 

d．予測結果 

（a）雨水排水 

降雨時における新富水路の水質は、浮遊物質量が 20mg/L～67mg/L（平均 37mg/L）、水素イ

オン濃度(pH)が 7.2～7.7、また、流量は 1.8㎥/秒～24㎥/秒となっている。 

これに対し、「（３）環境保全措置」に示す措置を講じることにより、雨水排水の浮遊物質

量は 30mg/L以下、濁水発生量は 0.053㎥/秒（192㎥/時）と想定される。排水濃度・排水量

を考え、新富水路の水質への影響は極めて小さいものと予測される。 

また、本事業の工事計画では、コンクリート打設等が予定されており、雨水排水がアルカ

リ性となることが想定されるが、水素イオン濃度(pH)を連続的に監視し、水質管理基準値

(pH5.0～9.0)を満足しない場合は、中和処理を行ったうえで排水することとしている。 

なお、ふっ素、砒素については、月 1 回程度の頻度で水質分析を行い、排水水質を管理す

ることとしている。 

さらに、工事中の排水は対象事業実施区域近傍の排水管（暗渠管）へ放流され、対象事業

実施区域外の排水と混合された後に新富水路へ流入することとなる。 

以上より、雨水排水による新富水路の水質への影響は極めて小さいものと予測される。 

（b）湧出水排水 

晴天・引き潮時における新富水路の水質は、浮遊物質量が 12mg/L～95mg/L（平均 30mg/L）、

水素イオン濃度(pH)が 7.1～7.9、また、流量は 0.032㎥/秒～1.8㎥/秒となっている。 

これに対し、「（３）環境保全措置」に示す措置を講じることにより、湧出水排水の浮遊物

質量は 30mg/L以下、工事開始後 6ヶ月目から半年間ほどに限定される。排水濃度を考え、新
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富水路の水質への影響は極めて小さいものと予測される。 

また、本事業の工事計画では、ごみピット設置に係るコンクリート打設等が予定されてお

り、湧出水がアルカリ性となることが想定されるが、水素イオン濃度(pH)を連続的に監視し、

水質管理基準値(pH5.0～9.0)を満足しない場合は、中和処理を行ったうえで排水することと

している。 

また、ふっ素、砒素については、月 1 回程度の頻度で水質分析を行い、排水水質を管理す

ることとしている。 

以上のとおり、適切な排水処理を施すことにより、工事排水による新富水路への影響は極

めて小さいものと予測される。 

（３）環境保全措置 

本事業では、工事の実施による新富水路の水質への影響を低減するため、以下に示す措置を

講じる計画である。 

a．雨水排水 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・雨水による濁水を防止するため、改変範囲内の雨水を沈砂池に集水し、濁りを沈降させた

後、濁水処理施設（ろ過）により処理し排水する。 

・排水は、水素イオン濃度(pH)及び濁度等を連続的に監視する。水素イオン濃度(pH)が水質

管理基準値を満足しない場合は、中和処理を行ったうえで排水する。また、浮遊物質量に

ついては、水質管理基準値を満足できる濁度等を指標に、連続的に監視する。 

・ふっ素、砒素については、月 1 回程度の頻度で水質分析を行い、排水水質を管理する。ま

た、水質管理基準値を超過した場合は、速やかに水処理施設を設置することとし、事前に

水処理施設の仕様や調達先を検討する。 

・沈砂池の容量を確保するため、必要に応じて堆砂を除去する。 

・台風、集中豪雨等の一時的な豪雨による濁水の発生を抑制するため、必要に応じ裸地をシ

ートで覆うなどの対策を行う。 

b．湧出水排水 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・湧出水は、濁水処理施設（ろ過）により処理し排水する。 

・濁水処理施設からの排水は、水素イオン濃度(pH)及び濁度を連続的に監視する。水素イオ

ン濃度(pH)が水質管理基準値を満足しない場合は、中和処理を行ったうえで排水する。ま

た、浮遊物質量については、水質管理基準値を満足できる濁度等を指標に、連続的に監視

する。 

・ふっ素、砒素については、月 1 回程度の頻度で水質分析を行い、排水水質を管理する。ま
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た、水質管理基準値を超過した場合は、速やかに水処理施設を設置することとし、事前に

水処理施設の仕様や調達先を検討する。 

・濁水処理施設は、必要な点検を実施する。 

・ごみピット設置の工事等において掘削する際は、掘削範囲に遮水工等の対策を講じ、湧出

量を抑制する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じること、水質汚

濁防止法特定事業場の排水基準等を参考に水質管理基準を設定し、工事排水を管理することか

ら、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評

価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

水質汚濁防止法特定事業場の排水基準等を参考に水質管理基準を設定し、沈砂池や濁水処理

施設の設置等により工事排水を管理し、表 7.2.2-5 に示す水質管理基準値を遵守していくこと

としている。 

工事排水濃度及び排水量と新富水路の水質等を比較し、同水路の水質への影響は極めて小さ

いものと評価する。 

 

表 7.2.2-5 工事の実施による水質の予測結果と比較した基準 

予測項目  設定根拠注) 排水基準 

水素イオン濃度(pH)、

浮遊物質量、 

砒素、ふっ素 

水質汚濁防止法特定事業場の

法排水基準及び県条例の上乗

せ基準を参考に設定した。 

また、浮遊物質量は新富水路

の水質を参考に設定した。 

水素イオン濃度(pH)：5.0～9.0 

浮遊物質量：30mg/L 

ふっ素：10mg/L 

砒素：0.05mg/L 

注）工事中は、水質汚濁防止法の特定施設はないため、同法の排水基準は適用されないが、排水先の水域を第

1種水域（海域）、排水量 100㎥/日として、設定した。 
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7.2.3 騒音及び超低周波音 

「工事の実施」 

１．建設機械の稼働による騒音 

（１）調査 

a．調査地点 

対象事業実施区域及び周辺は、都市計画法に基づく工業専用地域となっている。近傍の道路

の影響等を考慮し、調査地域の代表的な騒音の状況を把握できる地点等を選定することとし、

調査地点は、図 7.2.3-1に示すとおり対象事業実施区域北側及び南側の敷地境界 2地点とした。 

b．調査期間 

騒音の状況の現地調査は、代表的な騒音の状況を把握することができる平日の 1日（24時間）

とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）騒音の状況 

等価騒音レベルの調査結果は表 7.2.3-1に示すとおり、昼間 49dB～53dB、夜間 45dB～51dB

であり、北側敷地境界の夜間を除き、環境基準を満足していた。 

時間率騒音レベル（騒音レベルの 90％レンジの上端値 L5）の調査結果の最大値は、表 7.2.3-

2 に示すとおり、59dB であり、騒音規制法及び富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る

規制基準を満足していた。 

 

表 7.2.3-1 騒音の状況の調査結果（等価騒音レベル Leq） 

調査地点  時間区分注1) 等価騒音レベル Leq(dB)  環境基準注2) 

対象事業実施区域

北側敷地境界 

昼間（6時～22 時） 53 

昼間 60dB以下 

夜間 50dB以下 

夜間（22 時～6 時） 51 

〃 

南側敷地境界 

昼間（6時～22 時） 49 

夜間（22 時～6 時） 45 

注 1）時間区分は環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の区分とした。 

注 2）騒音に係る環境基準（C地域）と調査結果を比較した。 

 

表 7.2.3-2 騒音の状況の調査結果（時間率騒音レベル Lx） 

調査地点  時間区分注1) 
時間率騒音レベル Lx（dB） 

L5  規制基準注2) L50 L95 

対象事業実施区域

北側敷地境界 

7 時～19 時 59 

85 以下 

56 54 

19 時～7 時 56 53 51 

〃 

南側敷地境界 

7 時～19 時 55 52 50 

19 時～7 時 52 50 48 

注 1）時間区分は建設機械の稼働予定の時間帯（7時～19時）とそれ以外の時間帯とした。なお、各時

間区分の調査結果は、各時間の測定結果の最大値を示した。 

注 2）騒音規制法及び富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る規制基準 
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図 7.2.3-1 環境騒音調査地点（建設機械の稼働） 
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（２）予測 

a．予測地点 

敷地境界から概ね 100ｍの範囲内において、面的な騒音レベルの分布を予測するとともに、敷

地境界上の最大地点を予測した。なお、予測の高さは地上 1.2ｍとした。 

b．予測対象時期 

工事期間の中から、工事の種類や使用建設機械の種類、台数等を考慮のうえ、周辺環境への

影響が大きくなると想定される工事開始後 9 ヶ月目を選定し、予測ケースは、表 7.2.3-3 に示

すとおりとした。 

表 7.2.3-3 予測ケース 

予測時期 工事内容 建設機械 稼働台数(台) 

工事開始後 9ヶ月目 
土木工事 

（建築工事） 

・杭打機 

・バックホウ 

・クローラクレーン 

・ラフタークレーン 

・コンクリートポンプ車 

・コンクリートミキサー車 

1 

8 

4 

2 

1 

2 

 

c．予測手法 

（a）予測項目 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルとする。 

（b）予測式 

各建設機械からの騒音レベルは、社団法人日本音響学会による建設工事騒音の予測モデル

である ASJ CN-Model 2007に基づき算出した。 

d．予測結果 

建設機械の稼働による騒音の予測結果は、表 7.2.3-4 に示すとおりである。敷地境界におけ

る騒音レベルの最大値は、78dBであり、規制基準を満足する。 

 

表 7.2.3-4 建設機械の稼働による騒音の予測結果 
(単位：dB) 

予測地点 
 暗騒音レベル注1) 

（現況値 L5） 

騒音レベル予測値 

（建設機械寄与値） 
合成値  規制基準注2) 

敷地境界における 

騒音レベル最大地点 
59 78 78 85 以下 

注 1）現地調査日（稼働予定の時間帯）における 1時間値の最大値を示す。 

注 2）騒音規制法及び富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る規制基準 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、建設機械の稼働による騒音の影響を低減するため、以下に示す措置を講じる計

画である。 
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【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・作業区域の周辺に仮囲い（高さ 3.0ｍ）を設置する。 

・低騒音型の建設機械を使用する。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・騒音が極力小さくなる施工方法の採用に努める。 

・建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・不要なアイドリングや空ぶかしをしないよう徹底する。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じることから、事

業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

建設機械の稼働による騒音レベルの予測結果の最大値（敷地境界）は 78dBであり、騒音規制

法及び富津市環境条例に基づく規制基準（85dB以下）を満足するものと評価する。 

 

２．工事用車両の走行による道路交通騒音 

（１）調査 

a．調査地点 

調査地点は、図 7.2.3-2 に示すとおり、工事用車両の主要な走行ルート〔主要地方道木更津

富津線（県道 90号)〕を対象に、君津市勤労者総合福祉センター前（R1地点）の道路端の 1地

点とした。 

b．調査期間 

騒音等の現地調査は、調査地域の代表的な騒音等の状況を把握することができる平日及び休

日の 1日（24時間）とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時、令和 3年 6月 5日

(土)7時～6月 6日(日)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）騒音の状況 

等価騒音レベルの調査結果は、表 7.2.3-5に示すとおり、昼間 71dB～72dB、夜間 65dBであ

り、夜間の環境基準を満足するが、昼間の環境基準は超過した。 
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表 7.2.3-5 騒音の状況の調査結果（等価騒音レベル Leq） 
(単位：dB) 

調査地点  時間区分注1) 等価騒音レベル Leq 環境基準注2) 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 

平日 
昼間（6時～22 時） 72 70 以下 

夜間（22 時～6 時） 65 65 以下 

休日 
昼間（6時～22 時） 71 70 以下 

夜間（22 時～6 時） 65 65 以下 

注 1）時間区分は環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の区分とした。 

注 2）幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準。「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般

国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4車線以上の区間に限る）等をいう。「近接する

空間」とは、2車線以下の道路では道路端から 15ｍ、2車線を超える道路では 20ｍの区域をいう。 

 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様の道路端 1地点とし、予測の高さは地上 1.2ｍとした。 

b．予測対象時期 

工事期間を通じて工事用車両台数（大型車）の発生が最も多くなると想定される工事開始後

12ヶ月目とした。 

また、予測については、「現況」の騒音レベルは平日の方が休日と比べて高いこと、工事用車

両の発生台数は、平日も休日も同じであることから、平日について行うこととした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

工事用車両の走行に伴う等価騒音レベル（Leq）とした。 

（b）予測式 

社団法人日本音響学会による道路交通騒音の予測モデル ASJ RTN-Model 2018を用いた。 

d．予測結果 

工事用車両の走行による道路交通騒音の予測結果は、表 7.2.3-6に示すとおりである。 

工事用車両走行時における予測騒音レベルは、72(72.4)dBとなり環境基準を満足していない。

これは、現況騒音レベル（72dB）が既に環境基準を超過していたことによる。また、工事用車

両による騒音レベルの増加量は、0.4dBと予測された。 

表 7.2.3-6 工事用車両の走行による道路交通騒音の予測結果（Leq） 
（単位：dB） 

予測地点 
時間注1) 

区分 

現況騒音 

レベル① 

予測結果 
予測騒音 

レベル 

①＋④ 

環境注3) 

基準 
現況交通量 

による 

予測結果② 

 将来交通量注2) 

による 

予測結果③ 

増加量④ 

（③－②） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 
昼間 72 69.9 70.3 0.4 72(72.4) 70 以下 

注 1）騒音レベルは、騒音に係る環境基準の昼間（6時～22時）における等価騒音レベル（Leq）を示す。 

注 2）将来交通量は、現況交通量に工事用車両を加えた交通量を示す。 

注 3）「幹線交通を担う道路に近接する空間」における環境基準 
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図 7.2.3-2 道路交通騒音・交通量調査地点（工事用車両の走行） 
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（３）環境保全措置 

本事業では、工事用車両の走行による道路交通騒音の影響を低減するため、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行う。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・一般車両の多い通勤時間帯を避けるように工事用車両の走行管理に努める。 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブ

を徹底する。 

・工事用車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事用車両の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じること、

予測結果は、表 7.2.3-7 に示す環境基準を満足していないものの騒音レベルの増加量が小さい

ことから（0.4dB）、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減され

ているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

R1地点（主要地方道木更津富津線）では予測結果が 72dB（72.4dB）と、環境基準（70dB以下）

を満足していないが、これは現況（72dB）で既に環境基準を満足していないためであり、工事

用車両の走行による増加量は 0.4dB と小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は小さいものと

評価する。 

表 7.2.3-7 工事用車両の走行による道路交通騒音の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠 環境基準注) 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 

騒音に係る環境基準 

（道路に面する地域のうち「幹線交通

を担う道路に近接する空間」の基準） 

70dB以下 

注）昼間（6時～22時）における等価騒音レベル（Leq）を示す。 

 

 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

３．廃棄物処理施設の稼働による騒音 

（１）調査 

a．調査地点 

対象事業実施区域及び周辺は、都市計画法に基づく工業専用地域となっている。近傍の道路

の影響等を考慮し、調査地域の代表的な騒音の状況を把握できる地点を選定することとし、調

査地点は前出図 7.2.3-1に示すとおり対象事業実施区域北側及び南側敷地境界 2地点とした。 
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b．調査期間 

騒音の状況の現地調査は、代表的な騒音の状況を把握することができる平日の 1日（24時間）

とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）騒音の状況 

等価騒音レベルの調査結果は前出表 7.2.3-1 に示すとおり、北側敷地境界の夜間を除き、

環境基準を満足していた。 

時間率騒音レベル（騒音レベルの 90％レンジの上端値 L5）の調査結果の最大値は、表 7.2.3-

8 に示すとおり、59dB であり、騒音規制法、富津市環境条例に基づく騒音に係る規制基準を

満足していた。 

表 7.2.3-8 騒音の状況の調査結果（時間率騒音レベル Lx） 

調査地点  時間区分注1) 
 時間率騒音レベル Lx(dB)注 2) 

L5 規制基準注3) L50 L95 

対象事業実施区域

北側敷地境界 

朝（6 時～8 時） 54 65 以下 50 48 

昼間（8時～19 時） 59 70 以下 56 54 

夕（19時～22時） 56 65 以下 53 51 

夜間（22 時～6 時） 54 60 以下 52 50 

〃 

南側敷地境界 

朝（6 時～8 時） 48 65 以下 42 41 

昼間（8時～19 時） 55 70 以下 52 50 

夕（19時～22時） 52 65 以下 50 48 

夜間（22 時～6 時） 49 60 以下 46 45 

注 1）時間区分は騒音規制法に基づく特定工場に係る規制基準の区分とした。 

注 2）調査結果は、各時間帯の 1時間値の最大値を示す。 

注 3）騒音規制法及び富津市環境条例に基づく規制基準を示す。 

 
 

（２）予測 

a．予測地点 

敷地境界から概ね 100ｍの範囲内において、面的な騒音レベルの分布を予測するとともに、敷

地境界上の最大地点を予測した。なお、予測の高さは地上 1.2ｍとした。 

b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物処理施設の稼働に伴う騒音レベルとした。 

（b）予測式 

予測式は、「廃棄物処理施設生活環境影響評価指針」（平成 18 年 9 月、環境省）を参考に、

壁の透過損失、距離による減衰、回折による減衰を考慮し、設置する設備ごとに予測計算を

行った。 
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d．予測結果 

廃棄物処理施設の稼働による騒音の予測結果は、表 7.2.3-9 及び図 7.2.3-3 に示すとおりで

ある。 

敷地境界における騒音レベル予測値（施設稼働寄与値）の最大値は、南側敷地境界で 56dBで

ある。 

また、騒音レベル予測値と暗騒音レベル値との合成値は、敷地境界における最大地点で朝 58dB、

昼間 61dB、夕 59dB、夜間 58dB であり、騒音規制法、富津市環境条例に基づく規制基準を満足

する。 

表 7.2.3-9 廃棄物処理施設の稼働による騒音の予測結果 
(単位：dB) 

予測地点 
時間 

区分 

 暗騒音レベル注1) 

（現況値 L5） 

騒音レベル予測値 

（施設稼働寄与値） 
合成値 

規制注2) 

基準 

敷地境界における 

騒音レベル最大地点 

朝 54 56 58 65 以下 

昼間 59 56 61 70 以下 

夕 56 56 59 65 以下 

夜間 54 56 58 60 以下 

注 1）現地調査日における各時間帯の 1時間値の最大値を示す。 

注 2）騒音規制法及び富津市環境条例に基づく規制基準 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による騒音の影響を低減するため、以下に示す措置を講

じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・建屋内への設備機器配置を基本とし、騒音の低減に努める。 

・外部への騒音の漏洩を防ぐため工場棟出入口にシャッターを設け、可能な限り閉鎖する。 

・騒音の大きな設備機器類を内側に吸音処理を施した独立部屋に収納する。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・低騒音型の設備機器使用に努める。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 
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図 7.2.3-3 廃棄物処理施設の稼働による騒音の予測結果 
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（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物処理施設の稼働にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

とから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているもの

と評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

廃棄物処理施設の稼働による騒音レベルの予測結果の最大値（敷地境界）は、朝 58dB、昼間

61dB、夕 59dB、夜間 58dBであり、表 7.2.3-10に示す騒音規制法及び富津市環境条例に基づく

規制基準を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.3-10 廃棄物処理施設の稼働による騒音の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠 時間区分 規制基準 

対象事業実施区域

敷地境界 

騒音規制法及び富津市環境条例に

基づく規制基準 

朝 65dB以下 

昼間 70dB以下 

夕 65dB以下 

夜間 60dB以下 

 

４．廃棄物運搬車両の走行による道路交通騒音 

（１）調査 

a．調査地点 

調査地点は、図 7.2.3-4 に示すとおり、廃棄物運搬車両の主要な走行ルート〔主要地方道木

更津富津線（県道 90号）及び富津市道汐入線〕を対象に、君津市勤労者総合福祉センター前（R1

地点）及び大堀 4丁目（R2地点、第一種住居地域）の道路端の 2地点とした。 

b．調査期間 

騒音等の現地調査は、調査地域の代表的な騒音等の状況を把握することができる平日及び休

日の 1日（24時間）とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時、令和 3年 6月 5日

(土)7時～6月 6日(日)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）騒音の状況 

等価騒音レベルの調査結果は、表 7.2.3-11 に示すとおり、R1（主要地方道木更津富津線）

で昼間 71dB～72dB、夜間 65dB、R2（富津市道汐入線）で昼間 63dB、夜間 52dB～53dBであっ

た。R1（主要地方道木更津富津線）の昼間を除き、環境基準を満足していた。 
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図 7.2.3-4 道路交通騒音・交通量調査地点（廃棄物運搬車両の走行） 
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表 7.2.3-11 騒音の状況の調査結果（等価騒音レベル Leq） 
(単位：dB) 

調査地点  時間区分注1) 等価騒音レベル Leq 環境基準注2) 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 

平日 
昼間（6時～22時） 72 70以下 

夜間（22 時～6時） 65 65以下 

休日 
昼間（6時～22時） 71 70以下 

夜間（22 時～6時） 65 65以下 

R2（富津市道汐入線） 

平日 
昼間（6時～22時） 63 70以下 

夜間（22 時～6時） 53 65以下 

休日 
昼間（6時～22時） 63 70以下 

夜間（22 時～6時） 52 65以下 

注 1）時間区分は、環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の区分とした。 

注 2）幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準。「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国

道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4車線以上の区間に限る）等をいう。「近接する空間」

とは、2車線以下の道路では道路端から 15ｍ、2車線を超える道路では 20ｍの区域をいう。 

 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様の R1地点（主要地方道木更津富津線）及び R2地点（富津市道汐入線）の各

道路端 1地点とし、予測の高さは地上 1.2ｍとした。 

b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。 

また、予測については、「現況」の等価騒音レベルは、平日の方が休日と比べて高いこと、廃

棄物運搬車両等の発生台数は、平日も休日も同じであることから、平日について行うこととし

た。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物運搬車両の走行に伴う等価騒音レベル（Leq）とした。 

（b）予測式 

社団法人日本音響学会による道路交通騒音の予測モデル ASJ RTN-Model2018を用いた。 

d．予測結果 

廃棄物運搬車両の走行による道路交通騒音の予測結果は、表 7.2.3-12 に示すとおりである。 

廃棄物運搬車両走行時における予測騒音レベルは、R1 地点（主要地方道木更津富津線）で

72(72.3)dB、R2 地点（富津市道汐入線）で 63(63.2)dB であり、R2 地点（富津市道汐入線）で

は環境基準を満足するが、R1地点（主要地方道木更津富津線）では環境基準を満足していない。

これは、R1地点（主要地方道木更津富津線）の現況騒音レベル（72dB）が既に環境基準を超過

していたことによる。 

また、廃棄物運搬車両による騒音レベルの増加量は、R1地点（主要地方道木更津富津線）で

0.3dB、R2地点（富津市道汐入線）で 0.2dBと予測された。 
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表 7.2.3-12 廃棄物運搬車両の走行による道路交通騒音の予測結果（Leq） 
（単位：dB） 

予測地点 
時間注1) 

区分 

現況騒音 

レベル 

(Leq)① 

予測結果 
予測騒音 

レベル 

①＋④ 

環境注3) 

基準 
現況交通量 

による 

予測結果② 

 将来交通量注2) 

による 

予測結果③ 

増加量④ 

（③－②） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 
昼間 72 69.9 70.2 0.3 72(72.3) 70 以下 

R2（富津市道汐

入線） 
昼間 63 64.9 65.1 0.2 63(63.2) 70 以下 

注 1）騒音レベルは、騒音に係る環境基準の昼間（6時～22時）における等価騒音レベル（Leq）を示す。 

注 2）将来交通量は、現況交通量に廃棄物運搬車両等を加えた交通量を示す。 

注 3）「幹線交通を担う道路に近接する空間」における環境基準 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物運搬車両の走行による道路交通騒音の影響を低減するため、以下に示す

措置を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・効率的な運搬方法を用いて、廃棄物運搬車両の低減に努める。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両が通勤時間帯や特定の時間に集中しないよう、車両の分散に努める。 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブ

を徹底する。 

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物運搬車両の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

と、R1地点（主要地方道木更津富津線）の予測結果は、表 7.2.3-13に示す環境基準を満足して

いないものの騒音レベルの増加量が小さい（0.3dB）ことから、事業者の実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

R1地点（主要地方道木更津富津線）では予測結果が 72dB（72.3dB）と、環境基準（70dB以下）

を満足していないが、これは現況（72dB）で既に環境基準を満足していないためであり、廃棄

物運搬車両の走行による増加量は 0.3dB と小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は小さいも

のと評価する。 

R2 地点（富津市道汐入線）における予測結果は 63dB であり騒音に係る環境基準を満足する

ものと評価する。 
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表 7.2.3-13 廃棄物運搬車両の走行による道路交通騒音の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠  環境基準注) 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 
騒音に係る環境基準 

（道路に面する地域のうち「幹線交通を担う道

路に近接する空間」の基準） 

70dB以下 

R2（富津市道汐入線） 

注）昼間（6時～22時）における等価騒音レベル（Leq）を示す。 

 

５．廃棄物処理施設の稼働による超低周波音 

（１）調査 

a．調査地点 

対象事業実施区域及び周辺は工業専用地域となっており、前出図 7.2.3-1 に示すとおり、近

傍の道路の影響を考慮し、調査地点は、対象事業実施区域北側及び南側の敷地境界 2 地点とし

た。 

b．調査期間 

低周波音の状況の現地調査は、代表的な低周波音の状況を把握することができる平日の 1 日

（24時間）とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）低周波音の状況 

1～80Hz の 50％時間率音圧レベル（L50）の調査結果は、表 7.2.3-14 に示すとおり 67dB～

90dBであり、最大値は低周波空気振動調査報告書に示されている「一般環境中に存在する低

周波音圧レベル（90dB）」と同値以下であった。 

1～20Hz における G 特性 5％時間率音圧レベル（LG5）の調査結果は、表 7.2.3-15 に示すと

おり 70dB～89dBであり、ISO7196による平均的な被験者が感知できるとされている 100dBを

下回っていた。 

  



 

116 

表 7.2.3-14 1～80Hzの 50％時間率音圧レベル（L50） 
（単位：dB） 

時間帯 

調査結果（L50） 

時間帯 

調査結果（L50） 

北側 

敷地境界 

南側 

敷地境界 

北側 

敷地境界 

南側 

敷地境界 

0 時台 70 67 12 時台 77 81 

1 時台 69 67 13 時台 78 83 

2 時台 69 67 14 時台 78 87 

3 時台 70 68 15 時台 78 90 

4 時台 70 68 16 時台 83 90 

5 時台 71 69 17 時台 84 88 

6 時台 71 69 18 時台 78 87 

7 時台 76 75 19 時台 77 75 

8 時台 72 71 20 時台 74 70 

9 時台 76 77 21 時台 74 70 

10 時台 77 78 22 時台 72 68 

11 時台 75 76 23 時台 71 68 

参考値 90以下注） 

注）「低周波空気振動調査報告書」（昭和 59 年 12 月、環境庁大気保全局）において、参

考となる指標として示された「一般環境中に存在する低周波音圧レベル」 

 

表 7.2.3-15 1～20Hzの G特性 5％時間率音圧レベル（LG5） 
（単位：dB） 

時間帯 

調査結果（LG5） 

時間帯 

調査結果（LG5） 

北側 

敷地境界 

南側 

敷地境界 

北側 

敷地境界 

南側 

敷地境界 

0 時台 72 70 12 時台 76 78 

1 時台 72 70 13 時台 77 82 

2 時台 74 72 14 時台 77 85 

3 時台 75 72 15 時台 77 88 

4 時台 74 72 16 時台 82 89 

5 時台 75 73 17 時台 83 87 

6 時台 74 72 18 時台 75 85 

7 時台 74 74 19 時台 74 73 

8 時台 74 73 20 時台 73 71 

9 時台 75 76 21 時台 73 71 

10 時台 76 76 22 時台 72 70 

11 時台 75 74 23 時台 73 70 

参考値 100以下注） 

注）ISO7196に規定され平均的な被験者が知覚できる G特性音圧レベル（1～20Hz） 

 

（２）予測 

a．予測地点 

低周波音に係る環境影響を適切に把握できる地点とし、敷地境界付近とした。また、予測の

高さは地上 1.2ｍとした。 
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b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物処理施設の稼働に伴う低周波音とした。 

（b）予測方法 

類似事例として現在稼働している第１期施設の超低周波音レベルの現地調査結果を参考と

し、計画施設における環境保全措置の内容を踏まえ予測した。 

d．予測結果 

第 1 期施設における低周波音の測定地点は、計画施設で発生源が設置されている建屋の壁か

ら最近傍の敷地境界までの距離を考慮し、図 7.2.3-5 に示すとおり第 1 期施設の建屋の壁から

24ｍ程度離れた場所に複数設定した。 

低周波音については、環境基準や規制規準は定められていないが、第 1 期施設の現地測定結

果（令和 3年 10月 28日）は、表 7.2.3-16に示すとおり、全地点、ISO7196による超低周波音

を感じるとされている G特性音圧レベル 100dB（感覚閾値）を下回った。 

なお、1～80Hzの 50％時間率音圧レベル（L50）において調査地点 No.6で一般環境中に存在す

る低周波音圧レベル 90dBを超過したが、第 1期施設の環境影響評価書（平成 11年 11月）にお

いて、稼働前に同程度（L5099dB）の値が測定されていることから、当該施設の影響ではないも

のと考える。 

また、G特性音圧レベルが他地点と比較して高く、感覚閾値（100dB）に近い 90dB以上を示し

た調査地点 No.5 及び No.6 について、心理的影響及び物的影響を考慮した参考値と比較した結

果を表 7.2.3-17に示す。心理的影響を考慮した参考値については、全地点満足していた。また、

物的影響を考慮した参考値についても、1/3オクターブバンド中心周波数 16Hz等において上回

っているものの、概ね満足していた。 

計画施設については、第 1 期施設にない新たな設備は設置しない計画であり、同様に低周波

音対策を講じることから、ISO7196 で規定された G 特性音圧レベル 100dB（感覚閾値）、心理的

影響及び物的影響を考慮した参考値を、概ね満足するものと予測される。 
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図 7.2.3-5 類似施設（第 1期施設）における低周波音調査地点 

 

表 7.2.3-16 第 1期施設の低周波音の調査結果 
(単位：dB) 

調査地点 
G 特性音圧レベル 

LG5(1～20Hz) 

時間率音圧レベル 

L50(1～80Hz) 

1 80 79 

2 80 76 

3 80 79 

4 82 81 

5 90 89 

6 96 95 

7 88 87 

8 82 80 

参考値  100以下注1)  90以下注2) 

注1）感覚閾値：ISO7196に規定された平均的な被験者が知覚でき

る G特性音圧レベル 

注2）「低周波空気振動調査報告書」（昭和59年12月、環境庁大気

保全局）において、参考となる指標として示された「一般環

境中に存在する低周波音圧レベル」 

 

 

 

 



 

119 

表 7.2.3-17 第 1期施設の低周波音の調査結果（No.5、No.6） 
(単位：dB) 

項目 
1/3オクターブバンド中心周波数(Hz) G 特性音圧 

5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 レベル(LG5) 

調査地点 No.5 76 74 72 70 75 79 69 68 65 63 66 61 59 90 

調査地点 No.6 63 61 62 65 71 86 76 71 72 72 72 70 70 96 

参
考
値 

感覚閾値 － － － － － － － － － － － － － 100 

心理的影響 115 111 108 105 101 97 93 88 83 78 78 80 84 － 

物的影響 70 71 72 73 75 76 80 83 86 93 99 － － － 

注）感覚閾値：ISO7196に規定された平均的な被験者が知覚できる G特性音圧レベル（1～20Hz） 

心理的影響：低周波音による圧迫感、振動感を感じる値（中村らの実験結果） 

物的影響：低周波音により建屋ががたつきはじめる値 

出典「低周波音防止対策事例集」（平成 29年、環境省水・大気環境局大気生活環境室） 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による低周波音の影響を低減するため、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・低騒音型・低振動型の設備機器使用に努める。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物処理施設の稼働にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

とから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているもの

と評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

廃棄物処理施設の稼働による敷地境界の G 特性音圧レベルは、感覚閾値の参考値を満足する

ものと評価する。また、計画施設については、第 1 期施設にない若しくは規模の大きい設備は

設置しない計画であり、さらに環境保全措置を講じることから、表 7.2.3-18に示す心理的影響

及び物的影響を考慮した参考値を、概ね満足するものと評価する。 

なお、対象事業実施区域から最も近い住宅地までは約 1.4km の距離があり、低周波音の減衰

も見込まれることから、周辺環境へ与える影響は極めて小さいものと評価する。 

 

 

 

 

 

注) 



 

120 

表 7.2.3-18 施設の稼働による低周波音の予測結果と比較した参考値 
(単位：dB) 

低周波音の 

測定量 

基準値等 
根拠 

感覚閾値 心理的影響 物的影響 

1/3 

オクターブ

バンド中心

周波数(Hz) 

5 － 115 70 「低周波音防止対策事例集」（平

成 29 年、環境省）に記載されて

いる以下の参考値。 

感覚閾値：ISO7196に規定された平

均的な被験者が知覚できる G 特

性音圧レベル（1～20Hz） 

心理的影響：低周波音による圧迫

感、振動感を感じる値（中村らの

実験結果） 

物的影響：低周波音により建屋が

がたつきはじめる値 

6.3 － 111 71 

8 － 108 72 

10 － 105 73 

12.5 － 101 75 

16 － 97 76 

20 － 93 80 

25 － 88 83 

31.5 － 83 86 

40 － 78 93 

50 － 78 99 

63 － 80 － 

80 － 84 － 

G 特性音圧レベル 100 － － 
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7.2.4 振動 

「工事の実施」 

１．建設機械の稼働による振動 

（１）調査 

a．調査地点 

対象事業実施区域及び周辺は、都市計画法に基づく工業専用地域となっている。近傍の道路

の影響等を考慮し、調査地域の代表的な振動の状況を把握できる地点等を選定することとし、

調査地点は、前出図 7.2.3-1 に示すとおり、対象事業実施区域北側及び南側の敷地境界 2 地点

とした。 

b．調査期間 

振動の状況の現地調査は、代表的な振動の状況を把握することができる平日の 1日（24時間）

とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）振動の状況 

時間率振動レベル（振動レベルの 80％レンジの上端値 L10）の調査結果は、表 7.2.4-1に示

すとおり、建設機械の稼働予定時間帯で 40dB～43dB、それ以外の時間帯で<30dB～31dB であ

り、現況では富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る規制基準を満足していた。 

 

表 7.2.4-1 振動の状況の調査結果（時間率振動レベル Lx） 

調査地点  時間区分注1) 
時間率振動レベル Lx（dB） 

L10  規制基準注2） L50 L90 

対象事業実施区域

北側敷地境界 

7 時～19 時 40 

75 以下 

36 33 

19 時～7 時 <30 <30 <30 

〃 

南側敷地境界 

7 時～19 時 43 39 36 

19 時～7 時 31 <30 <30 

注 1）時間区分は建設機械の稼働予定の時間帯（7時～19時）とそれ以外の時間帯とした。なお、各時間

区分の調査結果は、各時間の測定結果の最大値を示した。 

注 2）調査地点は工業専用地域であり、富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る規制基準と比較した。 

 

（２）予測 

a．予測地点 

敷地境界から概ね 100ｍの範囲内において、面的な振動レベルの分布を予測するとともに、敷

地境界上の最大地点を予測した。 

b．予測対象時期 

工事期間の中から、工事の種類や使用建設機械の種類、台数等を考慮のうえ、周辺環境への

影響が大きくなると想定される工事開始後 35ヶ月目を選定し、予測ケースは、表 7.2.4-2に示

すとおりとした。 
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表 7.2.4-2 予測ケース 

予測時期 工事内容 建設機械 稼働台数(台) 

工事開始後 35ヶ月目 外構工事 

・バックホウ 

・タイヤローラー 

・マカダムローラー 

・アスファルトフィニッシャー 

・ブルドーザー 

2 

4 

2 

2 

2 

 

c．予測手法 

（a）予測項目 

建設機械の稼働に伴う振動レベルとした。 

（b）予測式 

「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61年 5月、社団法人全国都市清掃会

議）を参考に、伝播理論式を用いて算出した。 

d．予測結果 

建設機械の稼働による振動の予測結果は、表 7.2.4-3に示すとおりである。敷地境界におけ

る振動レベルの最大値は、61dBであり、規制基準を満足する。 

 

表 7.2.4-3 建設機械の稼働による振動の予測結果 
（単位：dB） 

予測地点 
 暗振動レベル注1) 

（現況値 L10） 

振動レベル予測値 

（建設機械寄与値） 
合成値  規制基準注2) 

敷地境界における 

振動レベル最大地点 
43 61 61 75 以下 

注 1）現地調査日（稼働予定の時間帯）における 1時間値の最大値を示す。 

注 2）対象事業実施区域は工業専用地域に位置しており、富津市環境条例に基づく特定建設作業に係る規制基

準と予測結果を比較した。 
 

（３）環境保全措置 

本事業では、建設機械の稼働による振動の影響を低減するため、以下に示す措置を講じる計

画である。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・低振動型の建設機械を使用する。 

・振動が極力小さくなる施工方法の採用に努める。 

・建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努める。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じることから、事

業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 
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b．基準等と予測結果との比較による評価 

建設機械の稼働による振動レベルの予測結果の最大値（敷地境界）は 61dBであり、富津市環

境条例に基づく規制基準（75dB以下）を満足するものと評価する。 

 

２．工事用車両の走行による道路交通振動 

（１）調査 

a．調査地点 

調査地点は、前出図 7.2.3-2に示すとおり、工事用車両の主要な走行ルート〔主要地方道木

更津富津線（県道 90号）〕を対象に、君津市勤労者総合福祉センター前（R1地点）の道路端

の 1地点とした。 

b．調査期間 

振動等の現地調査は、調査地域の代表的な振動等の状況を把握することができる平日及び休

日の１日（24時間）とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時、令和 3年 6月 5日

(土)7時～6月 6日(日)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）振動の状況 

時間率振動レベル（振動レベルの 80％レンジの上端値 L10）の調査結果は、表 7.2.4-4に

示すとおり、昼間で 36dB～48dB、夜間で<30dB～44dBあり、道路交通振動の要請限度を満足

していた。 

表 7.2.4-4 振動の状況の調査結果 

調査地点  時間区分注1) 
時間率振動レベル Lx(dB) 

L10 要請限度注2） L50 L90 

R1（主要地

方道木更津

富津線） 

平日 
昼間(8時～19時)  40～48 

昼間:70以下 

夜間:65以下 

 32～37 <30～31 

夜間(19時～8時) <30～44 <30～35 <30～30 

休日 
昼間(8時～19時)  36～46 <30～33 <30 

夜間(19時～8時) <30～42 <30～32 <30 

注 1）時間区分は、振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度の区分とした。 

注 2）R1 地点の南側は準工業地域として指定されており、道路交通振動の要請限度（第 2 種区域）があては

められる。 
 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様の道路端 1地点とした。 

b．予測対象時期 

工事期間を通じて工事用車両台数（大型車）の発生が最も多くなると想定される工事開始後

12ヶ月目とした。 

また、予測については、「現況」の振動レベルは平日の方が休日と比べて高いこと、工事用車
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両の発生台数は、平日も休日も同じであることから、平日について行うこととした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）とした。 

（b）予測式 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土交通省）に示す

計算式とした。 

d．予測結果 

工事用車両の走行による道路交通振動の予測結果は、表 7.2.4-5に示すとおりである。 

予測振動レベルの最大値は、昼間 49dB、夜間 45dBであり、道路交通振動の要請限度を満足す

る。また、工事用車両による振動レベルの増加量は、昼間 0.5dB、夜間 0.6dBと予測された。 

表 7.2.4-5 工事用車両の走行による道路交通振動の予測結果（L10） 
（単位：dB） 

予測地点 
時間 

区分 

現況振動 

レベル 

(L10)① 

予測結果 
 予測注2) 

振動レベル 

①＋④ 

注3) 

要請 

限度 

現況交通量 

による 

予測結果② 

 将来交通量注1) 

による 

予測結果③ 

増加量④ 

（③－②） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

昼 

間 

13時 

14時 

48 

48 

52.3 

52.5 

52.8 

53.0 

0.5 

0.5 

49(48.5) 

49(48.5) 
70 以下 

夜 

間 

6時 

7時 

44 

44 

51.9 

52.2 

52.5 

52.8 

0.6 

0.6 

45(44.6) 

45(44.6) 
65 以下 

注 1）将来交通量は、現況交通量に工事用車両を加えた交通量を示す。 

注 2）予測振動レベルは、各時間区分における時間帯の最大値を示す。 

注 3）準工業地域（第 2種区域）における要請限度 
 

（３）環境保全措置 

本事業では、工事用車両の走行による道路交通振動の影響を低減するため、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行う。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・一般車両の多い通勤時間帯を避けるように工事用車両の走行管理に努める。 

・急発進、急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブを徹底する。 

・工事用車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

工事用車両の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じること、

振動レベルの増加量が小さいことから（昼間 0.5dB、夜間 0.6dB）、事業者の実行可能な範囲で

対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 
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b．基準等と予測結果との比較による評価 

工事用車両の走行による道路交通振動の予測結果の最大値は、昼間 49dB、夜間 45dBであり、

表 7.2.4-6 に示す道路交通振動に係る要請限度（昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下）を満足する

ものと評価する。 

表 7.2.4-6 工事用車両の走行による道路交通振動の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠 
要請限度注） 

昼間 夜間 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 

振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

（準工業地域（第 2種区域）） 
70dB以下 65dB以下 

注）時間区分は、昼間（8時～19時）、夜間（19時～8時） 

 

 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

３．廃棄物処理施設の稼働による振動 

（１）調査 

a．調査地点 

対象事業実施区域及び周辺は、都市計画法に基づく工業専用地域となっている。近傍の道路

の影響等を考慮し、調査地域の代表的な振動の状況を把握できる地点を選定することとし、調

査地点は前出図 7.2.3-1に示すとおり、対象事業実施区域北側及び南側敷地境界 2地点とした。 

b．調査期間 

振動の状況の現地調査は、代表的な振動の状況を把握することができる平日の 1日（24時間）

とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）振動の状況 

時間率振動レベル（振動レベルの 80％レンジの上端値 L10）の調査結果は、表 7.2.4-7に示

すとおり、昼間<30dB～43dB、夜間<30dB～41dBであり、現況では富津市環境条例に基づく振

動に係る規制基準（参考値）を満足していた。 

表 7.2.4-7 振動の状況の調査結果（時間率振動レベル Lx） 

調査地点  時間区分注 1) 
時間率振動レベル Lx（dB） 

L10 参考値注 2） L50 L90 

対象事業実施区域

北側敷地境界 

昼間(8時～19時) <30～40 
昼間 

65 以下 

夜間 

60 以下 

<30～36 <30～33 

夜間(19時～8時) <30～38 <30～32 <30 

〃 

南側敷地境界 

昼間(8時～19時)  30～43 <30～39 <30～36 

夜間(19時～8時) <30～41 <30～35 <30～31 

注 1）時間区分は、富津市環境条例に基づく区分 

注 2）調査地点は工業専用地域で、振動の規制基準のあてはめはないが、参考値として富津市環境条例に基

づく規制基準（工業地域）と比較した。  
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（２）予測 

a．予測地点 

敷地境界から概ね 100ｍの範囲内において、面的な振動レベルの分布を予測するとともに、敷

地境界上の最大地点を予測した。 

b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物処理施設の稼働に伴う振動レベルとした。 

（b）予測式 

「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61 年 5 月、社団法人全国都市清掃会

議）を参考に、伝搬理論式を用いて算出した。 

d．予測結果 

廃棄物処理施設の稼働による振動の予測結果は、表 7.2.4-8 及び図 7.2.4-1 に示すとおりで

ある。敷地境界における振動レベルの最大値は、昼間 53dB、夜間 53dBであり、参考値を満足す

る。 

表 7.2.4-8 廃棄物処理施設の稼働による振動の予測結果 
(単位：dB) 

予測地点  時間区分注1) 
暗振動レベル注2) 
（現況値 L10） 

振動レベル予測値 
(施設稼働寄与値) 

合成値 参考値注3） 

敷地境界における 

振動レベル最大地点 

昼間(8時～19時) 43 53 53 65以下 

夜間(19時～8時) 41 53 53 60以下 

注 1）時間区分は、富津市環境条例に基づく区分 

注 2）現地調査日における各時間帯の 1時間値の最大値を示す。（敷地境界の値） 

注 3）調査地点は工業専用地域に位置し、振動の規制基準のあてはめはないが、参考値として富津市環境条例に

基づく規制基準（工業地域）と予測結果を比較した。 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による振動の影響を低減するため、以下に示す措置を講

じる計画である。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・低振動型の設備機器使用に努める。 

・振動の著しい設備機器類の基礎構造は強固にするとともに、必要に応じて基礎部への防振

ゴム設置等の防振対策を施す。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 
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図 7.2.4-1 廃棄物処理施設の稼働による振動の予測結果 
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（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物処理施設の稼働にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

とから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているもの

と評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

廃棄物処理施設の稼働による振動レベルの予測結果の最大値（敷地境界）は、昼間及び夜間

ともに 53dBであり、表 7.2.4-9に示す参考値として設定した基準（昼間 65dB以下、夜間 60dB

以下）を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.4-9 廃棄物処理施設の稼働による振動の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠 

振動レベル注） 

昼間 

（8時～19時） 

夜間 

（19時～8時） 

敷地境界 
富津市環境条例に基づく規制基準

（工業地域）の値を準用 
65dB以下 60dB以下 

注）時間区分は、富津市環境条例に基づく区分 

 

４．廃棄物運搬車両の走行による道路交通振動 

（１）調査 

a．調査地点 

調査地点は、前出図 7.2.3-4 に示すとおり、廃棄物運搬車両の主要な走行ルート〔主要地方

道木更津富津線（県道 90号）及び富津市道汐入線〕を対象に、君津市勤労者総合福祉センター

前（R1地点）及び大堀 4丁目（R2地点、第一種住居地域）の道路端の 2地点とした。 

b．調査期間 

振動等の現地調査は、調査地域の代表的な振動等の状況を把握することができる平日及び休

日の１日（24時間）とし、令和 3年 6月 10日(木)7時～6月 11日(金)7時、令和 3年 6月 5日

(土)7時～6月 6日(日)7時に実施した。 

c．調査結果 

（a）振動の状況 

時間率振動レベル（振動レベルの 80％レンジの上端値 L10）の調査結果は、表 7.2.4-10 に

示すとおり、昼間で<30dB～48dB、夜間で<30dB～44dBあり、道路交通振動の要請限度を満足

していた。 
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表 7.2.4-10 振動の状況の調査結果 

調査地点  時間区分注1) 
時間率振動レベル Lx(dB) 

L10 要請限度注2） L50 L90 

R1（主要地

方道木更津

富津線） 

平日 
昼間(8時～19時)  40～48 

昼間:70以下 

夜間:65以下 

 32～37 <30～31 

夜間(19時～8時) <30～44 <30～35 <30～30 

休日 
昼間(8時～19時)  36～46 <30～33 <30 

夜間(19時～8時) <30～42 <30～32 <30 

R2（富津市

道汐入線） 

平日 
昼間(8時～19時)  33～35 

昼間:65以下 

夜間:60以下 

<30 <30 

夜間(19時～8時) <30～35 <30 <30 

休日 
昼間(8時～19時) <30～34 <30 <30 

夜間(19時～8時) <30～32 <30 <30 

注 1）時間区分は、振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度の区分とした。 

注 2）R1 地点の南側は準工業地域として指定されており、道路交通振動の要請限度（第 2 種区域）があては

められる。R2 地点の西側は第 1 種住居地域として指定されており、道路交通振動の要請限度（第 1 種

区域）があてはめられる。 

 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様の R1 地点（主要地方道木更津富津線）及び R2 地点（富津市道汐入線）の各

道路端 1地点とした。 

b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。 

また、予測については、「現況」の時間率振動レベル（振動レベルの 80％レンジの上端値 L10）

は、平日の方が休日と比べて高いこと、廃棄物運搬車両等の発生台数は、平日も休日も同じで

あることから、平日について行うこととした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物運搬車両の走行に伴う振動レベル（L10）とした。 

（b）予測式 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土交通省）に示す

計算式とした。 

d．予測結果 

廃棄物運搬車両等の走行による道路交通振動の予測結果は、表 7.2.4-11 に示すとおりであ

る。 

予測振動レベルの最大値は、昼間 36dB～49dB デシベル、夜間 35dB～44dB であり、道路交通

振動の要請限度を満足する。また、廃棄物運搬車両による振動レベルの増加量は、昼間 0.8dB、

夜間 0.1dBと予測された。 
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表 7.2.4-11 平日：廃棄物運搬車両の走行による道路交通振動の予測結果（L10） 
(単位：dB) 

予測地点 
時間 

区分 

現況振動 

レベル 

(L10)① 

予測結果  予測注2) 

振動レベル 

①＋④ 

要請注3) 

限度 
現況交通量に 

よる予測結果② 

将来交通量注1) 

による予測結果③ 

増加量④ 

（③－②） 

R1（主要地方道

木更津富津線） 

昼間 48 52.5 53.3 0.8 
49(48.8) 
(10時台) 

70以下 

夜間 44 52.2 52.3 0.1 
44(44.1) 
(7時台) 

65以下 

R2（富津市道汐

入線） 

昼間 35 40.0 40.8 0.8 
36(35.8) 
(9時台) 

65以下 

夜間 35 41.4 41.5 0.1 
35(35.1) 
(7時台) 

60以下 

注 1）将来交通量は、現況交通量に廃棄物運搬車両を加えた交通量を示す。 

注 2）予測振動レベルは、各時間区分における時間帯の最大値を示す。 

注 3）R1地点は準工業地域（第 2種区域）、R2地点は第 1種住居地域（第 1種区域）における要請限度 
 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物運搬車両の走行による道路交通振動の影響を低減するため、以下に示す

措置を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・効率的な運搬方法を用いて、廃棄物運搬車両の低減に努める。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両が通勤時間帯や特定の時間に集中しないよう、車両の分散に努める。 

・急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブを徹底する。 

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物運搬車両の走行にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

と、振動レベルの増加量が小さいことから（昼間 0.8dB、夜間 0.1dB）、事業者の実行可能な範

囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

廃棄物運搬車両の走行による道路交通振動の予測結果の最大値は、昼間 36dB～49dB、夜間

35dB～44dB であり、表 7.2.4-12 に示す道路交通振動に係る要請限度を満足するものと評価す

る。 

表 7.2.4-12 廃棄物運搬車両の走行による道路交通振動の予測結果と比較した基準 

予測地点 設定根拠 
要請限度注） 

昼間 夜間 

R1（主要地方道 

木更津富津線） 

振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

（準工業地域（第 2種区域）） 
70dB以下 65dB以下 

R2（富津市道汐

入線） 

振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

（第 1種住居地域（第 1種区域）） 
65dB以下 60dB以下 

注）時間区分は、昼間（8時～19時）、夜間（19時～8時） 
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7.2.5 悪臭 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

１．廃棄物処理施設からの悪臭 

（１）調査 

a．調査地点 

（a）悪臭の状況 

悪臭の状況は、対象事業実施区域周辺の土地利用の状況及び年間の風向等を配慮して対象

事業実施区域（工業専用地域）1地点、周辺の住居系地域 3地点（大堀二区集会所、ビジター

センター、青木第 2 号公園予定地）及び工業地域 1 地点（君津人見測定局）を現地調査地点

とした（図 7.2.5-1参照）。 

また、第 1 期施設（工業専用地域）においても、予測の際の参考とするため、現地調査を

行った。 

b．調査期間 

（a）悪臭の状況 

調査期間は、表 7.2.5-1に示すとおりとした。 

 

表 7.2.5-1 悪臭現地調査地点と調査期間 

調査項目 調査地点 調査期間 

特定悪臭物質（22物質）、 

臭気濃度（臭気指数）、 

臭気強度及び臭気質 

対象事業実施区域、 

大堀二区集会所、 

ビジターセンター、 

青木第 2 号公園予定地、 

君津人見測定局 

冬季：令和 3年 02 月 16日 

夏季：令和 3年 08 月 19日 

第 1期施設 
夏季：令和 3年 08 月 19日 

冬季：令和 3年 12 月 13日 

注）第 1期施設の特定悪臭物質（22物質）の調査は冬季のみ実施。 

 

c．調査結果 

（a）悪臭の状況 

調査結果は、表 7.2.5-2～表 7.2.5-4に示すとおりである。 

対象事業実施区域及び周辺の各地点において、特定悪臭物質濃度について、冬季・夏季と

もに、悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準（参考基準値）を満足していた。 

また、臭気指数については、冬季・夏季ともに 10未満であり、敷地境界における自主基準

値（13以下、第 1期事業の環境保全協定値）を満足していた。 

第 1 期施設の敷地境界においては、冬季・夏季ともに、悪臭防止法に基づく敷地境界の規

制基準（参考基準値）、自主基準値（第 1期事業の環境保全協定値）を満足していた。 
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図 7.2.5-1 悪臭・地上気象調査地点図 
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表 7.2.5-2 悪臭の状況の調査結果（冬季） 

項目 
単

位 

対象事業 

実施区域 

敷地境界 

大堀二区 

集会所 

ビジター 

センター 

青木第 

2号公園 

予定地 

君津人見 

測定局 

参考注1) 

基準値 

採取時刻 － 10:05 13:21 10:42 11:42 14:02 － 

天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 － 

風向 － 西 西南西 西南西 南西 西北西 － 

風速 m/s 5.0 1.9 2.6 3.4 1.8 － 

気温 ℃ 12.1 15.5 13.4 15.4 13.5 － 

湿度 ％ 47.8 35.7 40.1 35.4 37.9 － 

注1) 

特 

定 

悪 

臭 

物 

質 

アンモニア ppm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1 

メチルメルカプタン ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002 

硫化水素 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.02 

硫化メチル ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.01 

二硫化メチル ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.009 

トリメチルアミン ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 

アセトアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05 

プロピオンアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.009 

イソブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.009 

イソバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 

イソブタノール ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.9 

酢酸エチル ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3 

メチルイソブチルケトン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 

トルエン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10 

スチレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.4 

キシレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 

プロピオン酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.03 

ノルマル酪酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001 

ノルマル吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0009 

イソ吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001 

臭気濃度 － <10 <10 <10 <10 <10 15～25注2) 

臭気指数 － <10 <10 <10 <10 <10  13注3) 

臭気強度 － 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) － 

臭気質 － 判別不能 判別不能 判別不能 判別不能 判別不能 － 

注 1）対象事業実施区域は工業専用地域に位置し、特定悪臭物質の規制基準は適用されないが、参考値として

悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準値を設定した。 

注 2）臭気濃度は、住居系地域～工業系地域の敷地境界における千葉県指導目標値 

注 3）臭気指数は、敷地境界における自主基準値（第 1期事業の環境保全協定値） 
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表 7.2.5-3 悪臭の状況の調査結果（夏季） 

項目 単位 
対象事業 

実施区域 

敷地境界 

大堀二区 

集会所 

ビジター 

センター 

青木第 

2号公園 

予定地 

君津人見 

測定局 

参考注1) 

基準値 

採取時刻 － 9:32 11:25 10:05 10:44 12:10 － 

天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 － 

風向 － 南南西 南西 南南西 南西 南南西 － 

風速 m/s 3.4 3.2 1.2 2.4 1.8 － 

気温 ℃ 30.3 30.8 30.8 30.6 33.4 － 

湿度 ％ 69.7 66.7 68.1 71.4 58.6 － 

注1) 

特 

定 

悪 

臭 

物 

質 

アンモニア ppm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1 

メチルメルカプタン ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002 

硫化水素 ppm 0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.02 

硫化メチル ppm 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.01 

二硫化メチル ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.009 

トリメチルアミン ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 

アセトアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05 

プロピオンアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.009 

イソブチルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.009 

イソバレルアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 

イソブタノール ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.9 

酢酸エチル ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3 

メチルイソブチルケトン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 

トルエン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10 

スチレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.4 

キシレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1 

プロピオン酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.03 

ノルマル酪酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001 

ノルマル吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0009 

イソ吉草酸 ppm <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001 

臭気濃度 － <10 <10 <10 <10 <10 15～25注2) 

臭気指数 － <10 <10 <10 <10 <10  13注3) 

臭気強度 － 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) 0(無臭) － 

臭気質 － 判別不能 判別不能 判別不能 判別不能 判別不能 － 

注 1）対象事業実施区域は工業専用地域に位置し、特定悪臭物質の規制基準は適用されないが、参考値として

悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準値を設定した。 

注 2）臭気濃度は、住居系地域～工業系地域の敷地境界における千葉県指導目標値 

注 3）臭気指数は、敷地境界における自主基準値（第 1期事業の環境保全協定値） 
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表 7.2.5-4 第 1期施設における悪臭の状況の調査結果 

項目 単位 
敷地境界  参考注1) 

基準値 夏季 冬期 

採取時刻 － 14:14 9:51 － 

天候 － 晴 晴 － 

風向 － 南南西 北北東 － 

風速 m/s 2.4 2.5 － 

気温 ℃ 33.8 13.2 － 

湿度 ％ 56.2 38.8 － 

注1) 

特 

定 

悪 

臭 

物 

質 

アンモニア ppm － <0.1 1 

メチルメルカプタン ppm － <0.0001 0.002 

硫化水素 ppm － 0.0002 0.02 

硫化メチル ppm － <0.0001 0.01 

二硫化メチル ppm － <0.0001 0.009 

トリメチルアミン ppm － <0.0005 0.005 

アセトアルデヒド ppm － <0.002 0.05 

プロピオンアルデヒド ppm － <0.002 0.05 

ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ppm － <0.002 0.009 

イソブチルアルデヒド ppm － <0.002 0.02 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ppm － <0.002 0.009 

イソバレルアルデヒド ppm － <0.002 0.003 

イソブタノール ppm － <0.01 0.9 

酢酸エチル ppm － <0.01 3 

メチルイソブチルケトン ppm － <0.01 1 

トルエン ppm － <0.01 10 

スチレン ppm － <0.01 0.4 

キシレン ppm － <0.01 1 

プロピオン酸 ppm － <0.0001 0.03 

ノルマル酪酸 ppm － 0.0001 0.001 

ノルマル吉草酸 ppm － <0.0001 0.0009 

イソ吉草酸 ppm － <0.0001 0.001 

臭気濃度 － <10 <10 15～25注2) 

臭気指数 － <10 <10  13注3) 

臭気強度 － 0(無臭) 0(無臭) － 

臭気質 － 判別不能 判別不能 － 

注 1）第 1期施設は工業専用地域に位置し、特定悪臭物質の規制基準は適用されないが、参

考値として悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準値を設定した。 

注 2）臭気濃度は、住居系地域～工業系地域の敷地境界における千葉県指導目標値 

注 3）臭気指数は、敷地境界における自主基準値（第 1期事業の環境保全協定値） 
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（２）予測 

a．予測地点 

悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄

物の影響については敷地境界、廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）による影響については

最大着地濃度出現地点とした。 

b．予測対象時期 

廃棄物処理施設が定常の稼働状態となった時期とした。また、休炉時についても、予測対象

とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

ア．廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響 

廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物からは、種々の悪臭物質の発生が考えられるた

め、特定悪臭物質及び臭気濃度（臭気指数）を予測対象とした。 

イ．廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）による影響 

煙突排出ガスについては、炉内において高温で燃焼するため臭気成分は分解・除去される。

その後の排ガス処理における脱硝工程ではアンモニアを噴霧することから、未反応分のアン

モニアが残留し、煙突排出ガスとして排出される可能性がある。このため、特定悪臭物質の

アンモニア濃度及び臭気指数を予測対象とした。 

（b）予測方法 

ア．廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響 

現地調査結果、既存施設の類似事例の参照及び悪臭防止対策の内容等を勘案し、定性的に

予測した。 

イ．廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）による影響 

大気拡散モデルにより、短期間の影響濃度を予測した。なお、予測は大気質において短期

高濃度予測の対象とした 5つの予測ケースとした。 

予測式は、「３．廃棄物処理施設の稼働による大気質（２）予測 イ．短期高濃度予測」に

示した拡散式等と同様とした。 

d．予測結果 

（a）廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響 

現地調査結果では、第 1 期施設の敷地境界において、特定悪臭物質濃度については悪臭防

止法に基づく敷地境界の規制基準（参考基準値）を満足しており、臭気指数についても敷地

境界における自主基準値（第 1期事業の環境保全協定値）を満足していた。 

本計画では、第 1期施設と比較し、充実した悪臭対策を実施する予定である。 
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計画施設においては、休炉時に、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、新たに脱

臭装置を設置し、吸引脱臭を行うこととしている。 

以上のことから、廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響として、特定悪臭物質

については悪臭防止法に基づく規制基準（参考基準値）を満足し、臭気指数についても自主

基準値（第 1期事業の環境保全協定値）を満足するものと予測される。 

（b）廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）による影響 

廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）によるアンモニア濃度及び臭気指数の最大着地濃

度は、表 7.2.5-5に示すとおりである。 

アンモニアの予測結果は 1ppm未満であり、悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準（参考

基準値、1ppm未満）を満足していた。 

また、臭気指数の予測結果はすべてのケースで 10未満であり、敷地境界の自主基準値（第

1期事業の環境保全協定値）を満足していた。 

 

表 7.2.5-5 廃棄物処理施設の稼働(煙突排出ガス)による悪臭の予測結果(最大着地濃度) 

予測ケース 
アンモニア濃度注1) 

(ppm) 
臭気指数 

最大着地濃度が 

出現する風下距離(ｍ) 

大気安定度不安定時 <1（0.007） <10 590 

上層逆転層発生時 <1（0.01） <10 600 

接地逆転層崩壊時 <1（0.03） <10 590 

ダウンウオッシュ時 <1（0.002） <10 630 

ダウンドラフト時 <1（0.01） <10 540 

 ﾌｭﾐｹﾞｰｼｮﾝ発生時注2) <1（0.03） <10 100 

参考基準値 1 以下 13 以下 － 

注 1）（ ）内の数値は寄与濃度を示す。 

注 2）本事項は内部境界層発達によるフュミゲーション発生時である。 

 

（３）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による悪臭の影響を低減するため、以下に示す措置を講

じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・廃棄物の保管場所、処理設備等は建屋内への配置を基本とし、搬入や荷下ろし等の作業を

屋内で行うことで、臭気の漏洩を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口には、エアカーテン等を設置し、搬出

入時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断することにより、外気の通り抜けによる臭

気の漏洩を防止する。 

・ごみピットは、防臭性の高い隔壁工法を採用し投入口の扉は密閉性に優れた扉とする。 
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・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部への臭気の漏洩を防

止する。また、ごみピット、プラットホームの空気をガス化溶融炉の燃焼用空気として炉

内に吹き込むことで、燃焼による臭気成分の分解を行う。 

・休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、脱臭装置により吸引し脱臭を

行う。また、ごみピット、プラットホームには、休炉時など必要に応じ消臭剤を噴霧する。 

・プラットホームの洗浄を適宜行う。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両の走行に伴う悪臭の発生を防止するため、廃棄物の飛散防止を徹底する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

廃棄物処理施設の稼働にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じるこ

とから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減されているもの

と評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

（a）廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響 

廃棄物処理施設に搬入・貯留される廃棄物の影響は、悪臭防止対策の内容等を勘案し定性

的に予測した結果、特定有害物質について、参考値として設定した悪臭防止法の敷地境界に

おける規制基準値を満足するものと評価する。 

また、臭気指数についても、自主基準値（第 1 期事業の環境保全協定値）を満足するもの

と評価する。 

（b）廃棄物処理施設の稼働（煙突排出ガス）による影響 

廃棄物処理施設の稼働によるアンモニアの予測結果は 1ppm未満であり、参考値として設定

した悪臭防止法の敷地境界における規制基準値を満足するものと評価する。 

また、臭気指数の予測結果はすべてのケースで 10未満であり、自主基準値（第 1期事業の

環境保全協定値）を満足するものと評価する。 

 

表 7.2.5-6 悪臭の予測結果と比較した基準 

項目 設定根拠  参考基準値等注) 

廃棄物処理施設に

搬入・貯留される廃

棄物の影響 

特定悪臭物質濃度 
悪臭防止法に基づく 

規制基準の値を準用 

表 7.2.5-2～ 

表 7.2.5-4参照 

臭気指数 
自主基準値（第 1期事 

業の環境保全協定値） 
13 以下 

廃棄物処理施設の

稼働（煙突排出ガ

ス）による影響 

アンモニア濃度 
悪臭防止法に基づく

規制基準の値を準用 
1ppm以下 

臭気指数 
自主基準値（第 1期事

業の環境保全協定値） 
13 以下 

注）敷地境界における値 
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7.2.6 土壌 

「工事の実施」 

対象事業実施区域周辺において、埋立土砂（浚渫土）に起因する土壌汚染がみられることから、

対象事業実施区域内の土壌について、土壌汚染調査を実施した。 

これらの調査結果（ふっ素及び砒素で環境基準の一部超過を確認）をとりまとめ、予測・評価

を行った。 

１．工事の実施による土壌 

（１）調査 

a．調査地点 

図 7.2.6-1 に示すとおり、対象事業実施区域内において、土壌汚染対策法を参考に土壌汚染

調査を実施した。 

（a）土壌汚染の状況 

ア．表層調査 

対象事業実施区域内について、1 検体/900 ㎡（30ｍ格子）の密度で表 7.2.6-1 に示すとお

り調査地点を設定した。 

 

表 7.2.6-1 土壌汚染に係る調査地点（表層調査） 

調査項目 調査地点 調査内容 調査検体数 

 第一種特定有害物質注1) 

（揮発性有機化合物） 
30ｍ格子内の 1 地点 土壌ガス調査 

40 

 第二種特定有害物質注2) 

（重金属等） 

30ｍ格子内の対象区画で 

複数地点均等混合 

（5地点均等混合法を基本） 

土壌溶出量調査 

土壌含有量調査 

 第三種特定有害物質注3) 

（農薬等） 土壌溶出量調査 

1,4-ジオキサン 

銅 
土壌含有量調査 

ダイオキシン類 

注 1）第一種特定有害物質とは、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレ

ン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-

トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンを指す。 

注 2）第二種特定有害物質とは、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、砒

素、ふっ素、ほう素の各化合物を指す。 

注 3）第三種特定有害物質とは、シマジン、チオベンガルブ、チウラム、PCB、有機りん化合物を指す。 

 

イ．深度方向調査 

掘削予定範囲を対象として、1検体/900㎡（30ｍ格子）の密度で調査地点を設定した。 

調査深度は、各 30ｍ格子内の最大掘削深度＋1ｍまでとし、試料採取は、1ｍごとに（最

大深さ 9ｍ）実施した。 
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図 7.2.6-1 土壌汚染調査地域（工事の実施） 
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表 7.2.6-2 土壌汚染に係る調査地点（深度方向調査） 

調査項目 調査地点 深度 

(試料採取 1ｍごと) 

調査 

検体数 第二種特定有害物質注） 

（土壌溶出量調査、土壌含有量調査） 

銅（土壌含有量調査のみ） 

4 7ｍ 28 

2 9ｍ 18 

注）第二種特定有害物質とは、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、アルキル水銀、セレン、

鉛、砒素、ふっ素、ほう素の各化合物を指す。 
 

b．調査期間 

土壌汚染の状況についての現地調査は、表 7.2.6-3に示すとおりである。 

表 7.2.6-3 土壌汚染の状況の調査期間 

調査項目 調査日 

土壌汚染 

土壌の汚染に係る環境基準として定

める物質、土壌汚染対策法に基づく

汚染状態に関する基準として定める

物質、ダイオキシン類 

令和元年 11月 11日～15日、11月 20日 

 

c．調査結果 

（a）土壌汚染の状況 

ア．表層調査 

表層の調査結果は、表 7.2.6-4～表 7.2.6-6に示すとおりである。 

第一種特定有害物質の土壌ガス調査については不検出、第三種特定有害物質、1,4-ジオキ

サン、銅、ダイオキシン類について、全ての調査地点で環境基準及び土壌汚染対策法に基づ

く汚染状態に関する基準を下回った。なお、第二種特定有害物質については、ふっ素及びそ

の化合物の土壌溶出量で基準を上回ったが、その他の項目は基準を下回った。 

図 7.2.6-2に、基準を上回った地点の位置図を示す。 

 
  

凡 例 
― 30ｍ区画線 
― 10ｍ区画線 
○ 土壌試料採取地点 
（複数地点均等混合法） 

□ ふっ素（土壌溶出量） 
 基準不適合エリア 

図 7.2.6-2 土壌汚染調査結果（表層調査：ふっ素及びその化合物が基準を上回った地点） 
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表 7.2.6-4 土壌汚染調査結果一覧表（表層調査、溶出量） 

調査項目 

環境基準、土壌汚染

対策法に基づく土壌

溶出量基準等 

調査 

検体数 

基準を 

上回る 

地点数 

測定値 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

クロロエチレン 0.1volppm 未満 

40 

0 不検出 

四塩化炭素 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

ジクロロメタン 0.1volppm 未満 0 不検出 

テトラクロロエチレン 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.1volppm 未満 0 不検出 

トリクロロエチレン 0.1volppm 未満 0 不検出 

ベンゼン 0.05volppm未満 0 不検出 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 0 不検出 

六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 0 不検出 

シアン化合物 検出されないこと 0 不検出 

水銀及びその化合物 

0.0005mg/L 以下、 

かつ、アルキル水銀

が検出されないこと 

0 不検出 

セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 0 不検出～0.001mg/L 

鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 0 不検出 

砒素及びその化合物 0.01mg/L 以下 0 不検出～0.007mg/L 

ふっ素及びその化合物 0.8mg/L以下 14 0.2～2.3mg/L 

ほう素及びその化合物 1mg/L 以下 0 不検出 

第
三
種
特
定
有
害
物
質 

シマジン 0.003mg/L 以下 0 不検出 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 0 不検出 

チウラム 0.006mg/L 以下 0 不検出 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0 不検出 

有機りん化合物 検出されないこと 0 不検出 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下  0 不検出 

注 1）第一種特定有害物質の基準は土壌ガス判定基準であり、測定値は土壌ガス調査の結果である。 

注 2）基準は、検液 1L中の濃度である。 

注 3)「検出されないこと」とは、告示の測定方法の欄に記載される方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

注 4）1,4-ジオキサンは、環境基準のみ定められている。 
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表 7.2.6-5 土壌汚染調査結果一覧表（表層調査、含有量） 

調査項目 

土壌汚染対策法に

基づく土壌含有量

基準 

調査 

検体数 

基準を 

上回る 

地点数 

測定値 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 45mg/kg以下 

40 

0 不検出 

六価クロム化合物 250mg/kg 以下 0 不検出 

シアン化合物 50mg/kg以下 0 不検出 

水銀及びその化合物 15mg/kg以下 0 不検出 

セレン及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出 

鉛及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出～21mg/kg 

砒素及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出 

ふっ素及びその化合物 4,000mg/kg 以下 0 不検出～630mg/kg 

ほう素及びその化合物 4,000mg/kg 以下 0 不検出 

銅注) 125mg/kg 未満 0 不検出～4mg/kg 

注）農用地（田に限る）における環境基準。 

 

表 7.2.6-6 土壌汚染調査結果一覧表（表層調査、ダイオキシン類） 

調査項目 環境基準 
調査 

検体数 

基準を 

上回る 

地点数 

測定値 

ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g以下 40 0 0.025～4.8pg-TEQ/g 

注 1）基準は 2.3.7.8－四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

注 2）土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施する。 

 

イ．深度方向調査 

深度方向の調査結果は、表 7.2.6-7～表 7.2.6-8に示すとおりである。 

砒素及びその化合物の土壌溶出量について 4ｍ以深、ふっ素及びその化合物については 1～

2ｍの深さで、環境基準及び土壌汚染対策法に基づく汚染状態に関する基準を上回った。 

砒素及びその化合物については主に埋立層下部、ふっ素及びその化合物については埋立層

上部で、基準を上回っている。 

対象事業実施区域は、「地歴調査」の結果より、埋立以降の事業活動に伴う、特定有害物質

の取り扱いは確認されなかったことから、人為由来の土壌汚染の可能性はないと考えられる。 

このため、砒素及びふっ素化合物の基準不適合は、公有水面の埋立土砂に由来するものと

考えられる。 

なお、その他の第二種特定有害物質及び銅については、すべての深度で基準を下回った。 

図 7.2.6-3～図 7.2.6-4、表 7.2.6-9～表 7.2.6-10 に、砒素及びふっ素の深度別の調査結

果を示す。 
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表 7.2.6-7 土壌汚染調査結果一覧表（深度方向調査、溶出量） 

調査項目 

環境基準、 

土壌汚染対策法に基づ

く土壌溶出量基準 

調査 

検体数 

基準を

上回る

地点数 

測定値 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 

46 

0 不検出 

六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 0 不検出 

シアン化合物 検出されないこと 0 不検出 

水銀及びその化合物 

0.0005mg/L 以下、 

かつ、アルキル水銀が 

検出されないこと 

0 不検出 

セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 0 不検出～0.005mg/L 

鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 0 不検出 

砒素及びその化合物 0.01mg/L 以下 24 不検出～0.11mg/L 

ふっ素及びその化合物 0.8mg/L以下 8 不検出～2.7mg/L 

ほう素及びその化合物 1mg/L 以下 0 不検出～0.3mg/L 

注 1）基準は、検液 1L中の濃度である。 

注 2）「検出されないこと」とは、告示の測定方法の欄に記載される方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

 

表 7.2.6-8 土壌汚染調査結果一覧表（深度方向調査、含有量） 

調査項目 
土壌汚染対策法に 

基づく土壌含有量基準 

調査 

検体数 

基準を

上回る 

地点数 

測定値 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 45mg/kg以下 

46 

0 不検出 

六価クロム化合物 250mg/kg 以下 0 不検出 

シアン化合物 50mg/kg以下 0 不検出 

水銀及びその化合物 15mg/kg以下 0 不検出 

セレン及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出 

鉛及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出 

砒素及びその化合物 150mg/kg 以下 0 不検出 

ふっ素及びその化合物 4,000mg/kg 以下 0 不検出～3500mg/kg 

ほう素及びその化合物 4,000mg/kg 以下 0 不検出 

銅注) 125mg/kg 未満 0 不検出～4mg/kg 

注）農用地（田に限る）における環境基準。 
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図 7.2.6-3 土壌汚染調査地点（深度方向調査：砒素及びその化合物） 

 

表 7.2.6-9 深度別の調査結果(砒素及びその化合物、溶出量 mg/L) 

深度（ｍ） C-3地点 D-3地点 C-4地点 D-4地点 C-5地点 D-5地点 

1.0 不検出 0.005 不検出 不検出 不検出 不検出 

2.0 0.005 不検出 不検出 不検出 0.005 0.006 

3.0 0.006 0.008 0.006 0.005 0.006 0.009 

4.0 0.011 0.009 0.009 0.006 0.016 0.007 

5.0 0.017 0.018 0.013 0.016 0.024 0.014 

6.0 0.034 0.019 0.029 0.065 0.027 0.019 

7.0 0.044 0.035 0.11 0.037 0.020 0.042 

8.0 0.082 0.022 － － － － 

9.0 0.074 0.048 － － － － 

注）網掛けは基準超過を示す。 

凡 例 

― 30ｍ区画線 

― 10ｍ区画線 

○ 7.0ｍボーリング地点 

○ 9.0ｍボーリング地点 
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図 7.2.6-4 土壌汚染調査地点（深度方向調査：ふっ素及びその化合物） 

 

表 7.2.6-10 深度別の調査結果(ふっ素及びその化合物、溶出量 mg/L) 

深度（ｍ） C-3地点 D-3地点 C-4地点 D-4地点 C-5地点 D-5地点 

1.0 2.4 1.5 0.9 0.9 2.7 1.7 

2.0 0.3 0.1 1.9 0.3 1.0 0.3 

3.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 

4.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 

5.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 

6.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 

7.0 0.4 0.3 0.6 0.2 不検出 0.2 

8.0 0.8 0.5 － － － － 

9.0 0.2 0.7 － － － － 

注）網掛けは基準超過を示す。  

凡 例 

― 30ｍ区画線 

― 10ｍ区画線 

○ 7.0ｍボーリング地点 

○ 9.0ｍボーリング地点 
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（b）地歴の状況 

対象事業実施区域における過去の土地利用、事業活動の状況等について、関係者へのヒア

リング、空中写真等の資料により調査した。 

対象事業実施区域の利用履歴は、表 7.2.6-11に示すとおりである。 

対象事業実施区域は、昭和 57年頃には埋め立てられ、平成 3年以降、工事用資材置場、鉄

構製品加工・置場、使用済自動車置場、鋼管置場として利用され、現在も、鉄構製品置場、使

用済自動車置場等として利用されている。 

平成 18 年～平成 22 年頃に、鉄構製品の加工（溶接・切断・組立）を行っていたが、有害

物質の取扱いは確認されなかった。 

 

表 7.2.6-11 対象事業実施区域の利用履歴 

年次 利用事業所 利用内容 
有害物質の 

取り扱いの有無 

平成 3年～平成 9年 Ｔ社 工事用資機材置場 無 

平成 18年～平成 22年 Ｓ社 鉄構製品加工・置場 無 

平成 21年～平成 27年 Ｍ社 鉄構製品置場 無 

平成 29年～ ＫＯ社 鉄構製品置場 無 

平成 29年～令和元年 ＫＩ社 工事用資機材置場 無 

平成 30年～ Ｈ社 使用済自動車置場 無 

平成 30年～ Ｎ社 鋼管置場 無 

 

なお、対象事業実施区域近傍においては、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域

として、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物について指定されている。 

（２）予測 

a．予測地点 

調査地点と同様とした。 

b．予測対象時期 

工事期間において、土地の改変等により影響が生じるおそれがあると想定される時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

対象事業実施区域における土地の改変等による影響とした。 

（b）予測方法 

現況調査結果を踏まえ、本事業の事業計画の内容及び環境保全対策の実施内容を勘案し、

定性的に予測した。 

d．予測結果 

土壌汚染の調査の結果、特定有害物質（ふっ素及びその化合物、砒素及びその化合物）につ
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いて、土壌汚染対策法に基づく汚染状態に関する基準を上回る地点がみられたことから、対象

事業実施区域全体について、同法に基づく自主的な区域指定の申請を行い、令和 3年 11月 9日

に形質変更時要届出区域に指定された。 

対象事業実施区域は、地表から 9ｍ程度まで埋土層、その下位に沖積粘土層、沖積砂層等が存

在する。地下水位は地表から 1.2ｍ～1.9ｍ付近にあり、自由地下水で近隣の潮位によって変化

していると考えられる。 

本事業では、工事の実施にあたって、汚染土壌の存在が確認されている区画を含む範囲にお

いて、造成工事、土木工事等に伴う掘削、埋戻し、土砂の場内移動を行うほか、場合によって

は、土砂の場外搬出を行うことから、これらによる汚染土壌の飛散等のおそれがある。 

このため、本事業では、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を実施する計画であり、

対象事業実施区域における土地の改変等による土壌汚染物質の拡散等に伴う影響はないものと

予測される。 

（３）環境保全措置 

本事業では、工事の実施による土壌の影響を低減するために、以下に示す措置を講じる計画

である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・形質変更時要届出区域における工事の実施にあたっては、土壌汚染対策法に基づく届出等

の必要な手続きを実施するとともに、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイ

ドライン（改訂第 3 版）」（平成 31 年 3 月、環境省水・大気環境局土壌環境課）に基づき、

適切な環境保全措置を行う。 

・掘削土砂は原則として場内で再利用するが、場外に搬出する場合は、土壌汚染対策法に基

づく届出等の必要な手続きを実施するとともに、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン

（改訂第 4版）」（平成 31年 3月、環境省水・大気環境局土壌環境課）に基づき、土壌の性

状を考慮した適切な運搬容器の使用や、シートカバーの使用により、土砂の飛散等が起こ

らないよう配慮する。 

・工事中における雨水及び湧出水の排水に伴う汚染土壌の拡散を防止するため、改変範囲内

の雨水を沈砂池に集水し、濁りを沈降させた後、濁水処理施設により処理し排水する。 

・湧出水は、濁水処理施設により処理し排水する。 

・ふっ素、砒素については、月 1回程度の頻度で水質分析を行い、排水水質を管理する。 

また、水質管理基準値（第 7章 7.2.2 水質 参照）を超過した場合は、速やかに水処理施

設を設置することとし、事前に水処理施設の仕様や調達先を検討する。 

・浮遊物質量については、水質管理基準値を満足できる濁度等を指標に、連続的に監視する。 

・沈砂池の容量を確保するため、必要に応じて堆砂を除去する。 
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・台風、集中豪雨等の一時的な豪雨による濁水の発生を抑制するため、必要に応じ裸地をシ

ートで覆うなどの対策を行う。 

・濁水処理施設は、必要な点検を実施する。 

・ごみピット設置の工事等において掘削する際は、掘削範囲の遮水工等の対策を講じ、湧出

量を抑制する。 

（４）評価 

a．環境の保全が適切に図られているかの評価 

土壌汚染の状況に係る調査の結果、特定有害物質（ふっ素及びその化合物、砒素及びその化

合物）の基準を上回る地点がみられた。なお、ダイオキシン類など他の項目については、全て

基準を満足していた。 

このため、工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示す環境保全措置を講じる計

画である。また、対象事業実施区域について、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域

に指定されていることから、工事の実施に際し、必要な手続きを講ずるものとする。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減され

ているものと評価する。 

b．基準等と予測結果との比較による評価 

土壌汚染の状況に係る調査の結果、特定有害物質（ふっ素及びその化合物、砒素及びその化

合物）の基準を上回る地点がみられた。なお、ダイオキシン類など他の項目については、全て

基準を満足していた。 

このため、工事の実施にあたっては、「（３）環境保全措置」に示したとおり、環境保全措置

を講じる計画であり、周辺の土壌環境への影響は極めて小さいものと評価する。 
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植物 

「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」 

１．工事の実施及び施設の存在等による植物 

（１）調査 

a．植物の現況 

植物相及び植生の状況について以下に示す項目の調査を行った。 

・種子植物及びシダ植物に関する植物相及び植生の状況 

・重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

・地域の特性を把握する上で注目される種の分布状況 

・植生自然度 

b．調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域から概ね 200ｍの範囲とした。 

c．調査期間 

調査期間は、植物及び植生の特性を踏まえ、表 7.2.7-1に示すとおりとした。 

 

表 7.2.7-1 植物調査期間 

調査項目 調査時期 調査期間 

植物 植物相 初夏季（R2） 令和 2年 06月 08日 

秋季（R2） 11月 16日 

春季 令和 3年 05月 28日 

初夏季（R3） 06月 21日 

夏季 08月 18日 

秋季（R3） 10月 11日 

植生 夏季 令和 3年 08月 18日 

秋季 10月 11日 

 

d．調査結果 

（a）植物相及び植生の現況 

ア．植物相 

植物相の調査結果は表 7.2.7-2に示すとおり、合計 67科 268種の植物が確認された。確認

種の多くは関東の平地に普通にみられる種であるが、臨海部の埋立地という立地を反映して、

ハマアオスゲ、イソヤマテンツキ等の海岸付近に生育する種もみられた。また、ウバメガシ、

マテバシイ、シャリンバイ等の植栽樹がみられたほか、外来の草本類が多く、全確認種のお

よそ３分の１を占めていた。 
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表 7.2.7-2 植物確認種数（分類群別） 

分類群 科数 種数 

シダ植物 2 科 4 種 

種子植物 裸子植物 1 科 1 種 

被子植物 双子葉植物 離弁花類 38 科 109種 

合弁花類 15 科 60 種 

単子葉植物 11 科 94 種 

合計 67 科 268種 

 

イ．植生 

植生の調査結果は、合計 10の植物群落・土地利用が確認された。植生図は図 7.2.7-1に示

すとおりである。 

対象事業実施区域の大半が荒地雑草群落及び宅地・道路・裸地等となっており、面積は両

者の合計で 70％以上を占めていた。高茎草本群落はススキ・オギ群落が 10.29％、ヨシ・ヒ

メガマ群落が 8.26％、セイタカアワダチソウ群落が 2.22％といずれも割合は小さいが、湿地

状の環境である側溝に沿うようにして分布していた。その他の草本群落としては、クズ群落

（3.87％）、チガヤ群落（0.30％）がわずかにみられた。まとまった木本群落は存在せず、植

栽樹群（1.03％）がわずかにみられた程度であった。なお、対象事業実施区域内に開放水域

は存在しなかった。 

対象事業実施区域外を含めた調査地域でみると、大半は事業所等の敷地であることから、

宅地・道路・裸地等が半分近く（45.11％）を占めていた。草本群落としては、北側にチガヤ

群落とセイタカアワダチソウ群落、南東側にクズ群落やセイタカアワダチソウ群落がまとま

って分布していたが、対象事業実施区域内と比較すると、植物群落の割合が低かった。対象

事業実施区域内にみられなかった開放水域は東側（工事ヤード内調整池）や西側（富津火力

発電所内放水路）に分布していた。 
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図 7.2.7-1 植生図（現況） 
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（b）重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況の把握 

ア．選定根拠及び基準 

重要な種の選定は、それぞれ表 7.2.7-3 に示す法令及び文献による評価を基準とした。重

要な群落の選定は、「1/2.5万植生図をもとにした植生自然度について」（平成 28年 3月、環

境省）における基準に従い、植生自然度 10～8に該当する群落とした。 

 

表 7.2.7-3 重要な種の選定基準（カテゴリー） 

 

 

  

文献 カテゴリー 

① 

「文化財保護法」 

（昭和 25年 5月、法律第 214 号） 

「千葉県文化財保護条例」 

（昭和 30年、千葉県条例第 8号） 

「君津市文化財の保護に関する条例」 

（昭和 46年、君津市条例 18 号） 

「富津市文化財の保護に関する条例」 

（昭和 46年、富津市条例第 60 号） 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県：千葉県指定天然記念物 

君：君津市指定天然記念物 

富：富津市指定天然記念物 

② 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律施行令」 

（平成 4 年 6月、法律第 75 号） 

I：国内希少野生動植物種 

I-1：特定第一種国内希少野生動植物種 

I-2：特定第二種国内希少野生動植物種 

II：国際希少野生動植物種 

III：緊急指定種 

③ 
「環境省レッドリスト 2020」 

（令和 2 年、環境省） 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR+EN：絶滅危惧 I 類 

CR：絶滅危惧 I A類 

EN：絶滅危惧 I B類 

VU：絶滅危惧 II類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

④ 

「千葉県レッドリスト 植物・菌類編＜2017 年改

訂版＞」 

（平成 29年 3月、千葉県環境生活部自然保護課） 

X：消息不明・絶滅生物 

EW：野生絶滅生物 

A：最重要保護生物 

B：重要保護生物 

C：要保護生物 

D：一般保護生物 

javascript:void(0)
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イ．重要な種 

確認された植物のうち、表 7.2.7-4に示すとおり、合計 3科 3種が重要な種に該当した。 

 

表 7.2.7-4 植物の重要な種一覧 

No. 科名 和名 
重要な種・カテゴリー注） 

① ② ③ ④ 

1 ゴマノハグサ科 カワヂシャ   NT  

2 ヒルムシロ科 ツツイトモ    B 

3 カヤツリグサ科 イソヤマテンツキ    D 

計 3 科 3 種 0 種 0 種 1 種 2 種 

注）重要な種に関するカテゴリーは前出の表 7.2.7-3に示すとおりである。 

 

ウ．重要な群落 

調査地域では、植生自然度 10～8に該当する重要な植物群落は確認されなかった。 

（c）地域の特性を把握する上で注目される種の分布状況 

現地調査において確認された種のうち、地域の特性を把握する上で注目される種は、表

7.2.7-5に示すとおり、ハマアオスゲの 1種を選定した。 

 

表 7.2.7-5 地域の特性を把握する上で注目される種 

No. 科名 和名 選定理由 

1 カヤツリグサ科 ハマアオスゲ 

海岸の砂地や草原に生育する種であり注）、臨海部

の埋立地である調査地域の特性を反映した種と考

えられるため。 

計 1 科 1 種  

注）参考文献：「千葉県の自然誌 別編 4 千葉県植物誌」（平成 15年、千葉県） 

 

（d）植生自然度 

植生自然度の判別においては、「1/2.5 万植生図をもとにした植生自然度について」（平成

28 年 3 月、環境省）における基準に従い、最高 10～最低 1 の合計 10 段階に区分した。植生

調査結果をもとに植生自然度を判別した結果は、表 7.2.7-6に示すとおりである。 

対象事業実施区域内は、多くが植生自然度 4（二次草原（背の低い草原））及び植生自然度

1（市街地等）の区分で占められていた。なお、植生自然度 10～6に該当する植物群落・土地

利用はなかった。 
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表 7.2.7-6 植生自然度の判別結果 

植生 

自然度 
該当する確認植物群落・土地利用区分 

対象事業 

実施区域 
調査地域 

面積 

(ha) 

比率 

(％) 

面積 

(ha) 

比率 

(％) 

10 － － － － － 

9 － － － － － 

8 － － － － － 

7 － － － － － 

6 － － － － － 

5 ススキ・オギ群落、ヨシ・ヒメガマ群落、クズ群落 0.91 22.43 2.09 6.14 

4 チガヤ群落、荒地雑草群落、その他の草地 1.73 42.77 8.47 24.83 

3 植栽樹群 0.04 1.03 4.35 12.75 

2 セイタカアワダチソウ群落 0.09 2.22 2.66 7.79 

1 宅地・道路・裸地等 1.28 31.55 15.39 45.11 

 開放水域 0.00 0.00 1.15 3.38 

合計 4.05 100.00 34.11 100.00 

注 1）面積は植生図をもとに算出した概算値である。また、面積・比率は小数点第 3位でそれぞれ四捨五入してい

るため、表中の和と合計が必ずしも一致しない。 

注 2）「その他の草地」は、事業所等に付随する芝地等の管理された草地のほか、立入禁止や遮蔽物等により目視

で確認できなかった敷地の草地も含めた。 

 

（２）予測 

a．予測地域 

調査地域と同様とした。 

b．予測対象時期 

供用開始後の定常状態及び工事の実施による影響が最大になる時期とした。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

植物の予測は、以下に示す項目について行った。 

・植物相の変化 

・重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の生育状況の変化 

・植物群落の変化 

・植生自然度の変化 

（b）予測方法 

予測は、事業計画の内容を踏まえ、土地の改変等が保全対象である植物に及ぼす直接的な

影響及び植物の生育環境の変化に伴う間接的な影響について予測した。 
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d．予測結果 

（a）植物相の変化 

施工時には、対象事業実施区域内に生育する植物は工事に伴い消失し、そのうち 47種（外

来種 19 種、植栽種 1 種を含む）は対象事業実施区域外では確認されていない種であるため、

これらの生育地は予測地域から消失するおそれがある。供用時には、環境保全措置に示すと

おり、湿性等草地環境（湿生植物等の生育環境）の創出や重要な種の移植などを行う。対象

事業実施区域周辺の植物生育環境への間接的な影響（光条件等）は小さい。以上により、予

測地域の植物相の変化は小さいものと予測される。 

（b）重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の生育状況の変化 

施工時には、対象事業実施区域内の生育地が失われる。供用時には、環境保全措置として

生育環境を創出し、当該環境に移植・播種を行うことから、重要種等として選定された 4 種

の生育は維持されると予測される。 

（c）植物群落の変化 

施工時には、対象事業実施区域内の植物群落は消失する。供用時には、環境保全措置に示

すとおり、地域の潜在自然植生に即した郷土種を主体とする緑化や湿性等草地環境の創出な

どを行う。対象事業実施区域周辺の植物生育環境への間接的な影響（光条件等）は小さい。

以上により、予測地域の植物群落の変化は小さいものと予測される。 

（d）植生自然度の変化 

施工時には、対象事業実施区域内の植物群落は消失する。供用時には、植生自然度 4（チガ

ヤ群落、荒地雑草群落、その他の草地）の面積が約 5％減少し、植生自然度 1（宅地・道路・

裸地等）が約 6％増加するなど、各植物群落の構成比は変化するものの、予測地域の各植物群

落等は維持されるものと考えられる。以上により、予測地域の植生自然度の変化は小さいも

のと予測される。 

（３）環境保全措置 

本事業では、植物に係る施工時及び供用時の影響を低減するため、以下に示す措置を講じる

計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・千葉県自然環境保全条例及び富津市工場立地法準則条例に基づき事業敷地内の緑地率は

10％以上を確保し、地域環境に配慮し緑豊かな環境づくりに努める。外縁部を中心に、地

被類と高中低木による緑地を創出し、植栽する樹種については、地域の生物相に配慮する

ため、地域の潜在自然植生に即した郷土種を主体とする。 

・施設内緑地には、湿性等草地環境を創出し、工事によって消失する湿生植物等の生育環境

の整備を行う。当該環境は各植物種の生態を考慮して、適度に水深に変化をつけるほか、



 

157 

一部は粗放的管理により在来草本類の定着を促し、低茎草地の成立を目指す。 

・現況調査時に対象事業実施区域内に生育し、工事に伴い生育地が消失する重要な種及び地

域の特性を把握する上で注目される種については移植予定種とし、湿性等草地環境に移植

する。ただし、工事前に生育状況の再調査を行い、種ごとに移植実施の有無や内容につい

て検討の上、実施する。 

（４）評価 

a．植物相の保全 

現地調査で合計 268種の植物が確認された。 

対象事業実施区域内の植物は、工事の実施に伴い消失する。しかし、供用時には、「（３）環

境保全措置」に示したとおり、高中低木を主体とした緑地及び湿性等草地環境を創出する。植

栽する樹種は、地域の潜在自然植生に即した郷土種を主体とし、地域の生物相に配慮した計画

とする。湿性等草地環境には、対象事業実施区域に自生する湿生植物（重要な種等）を移植し、

生育環境の整備を行う。また、当該環境は粗放的管理により在来草本類の定着を促し、低茎草

地の成立を目指す。これらの環境保全措置を講じることにより、予測地域の植物相への影響は

低減されると考えられる。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 

b．重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の分布 

重要な種等（重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種）については、「（３）環

境保全措置」に示したとおり、工事前に株や種子の採取を行い、施設内緑地に創出する湿性等

草地環境に移植・播種する。当該環境には遮水シートを設置して湿潤状態を保ち、重要な種等

の生態を考慮して適度に水深に変化をつけることにより、生育が可能な環境となると考えられ

る。これらの環境保全措置を講じることにより、工事による重要な種等の生育環境の消失及び

個体数減少の影響は低減されると考えられる。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で代償措置を講じていると評価する。 

c．植物群落 

施工時には対象事業実施区域内は全て改変されるため、全域が宅地・道路・裸地等となる。

しかし、対象事業実施区域外の植物群落・土地利用に及ぼす影響は施工時にはなく、また供用

時にはその影響は小さいことから、現況と比較して構成比は変化するものの、各植物群落・土

地利用は維持されると考えられる。また、「（３）環境保全措置」に示したとおり、供用時には

高中低木を主体とした緑地及び湿性等草地環境を創出する計画である。植栽する樹種について

は、地域の生物相に配慮するため、地域の潜在自然植生に即した郷土種を主体とする。また、

湿性等草地環境の創出については、一部は粗放的管理により在来草本類の定着を促し、低茎草

地の成立を目指すものであり、植栽樹群予定地の一部（0.04ha）を当該環境に変更することで、
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工事により消失するチガヤ群落、荒地雑草群落等を代償するものであるため、これらの環境保

全措置を講ずることにより、予測地域の植物群落への工事に伴う影響は低減されると考えられ

る。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 

d．植生自然度 

施工時には、対象事業実施区域内は全て改変されることから、全域が植生自然度 1（宅地・道

路・裸地等）となる。しかし、対象事業実施区域外の植物群落・土地利用に及ぼす影響は施工

時にはなく、また供用時にはその影響は小さいことから、現況と比較して構成比は変化するも

のの、各植生自然度は維持されると考えられる。また、「（３）環境保全措置」に示したとおり、

供用時には高中低木を主体とした緑地及び湿性等草地環境を創出する計画であり、対象事業実

施区域内は植生自然度 1（宅地・道路・裸地等）のほか、植生自然度 4（その他の草地）及び植

生自然度 3（植栽樹群）で構成される。湿性等草地環境の創出については、植栽樹群予定地の一

部（0.04ha）を当該環境に変更することで、工事により消失する植生自然度 4（チガヤ群落、荒

地雑草群落）を代償するものであるため、これらの環境保全措置を講ずることにより、予測地

域の植生自然度への工事に伴う影響は低減されると考えられる。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 
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7.2.8 動物 

「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」 

１．工事の実施及び施設の存在等による動物 

（１）調査 

a．動物の現況 

哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類の生息・分布状況について調査を行った。調査結果か

ら学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、集団繁殖地やその他の注目すべき生息地

の分布状況について整理し、以下の項目についてとりまとめた。 

・哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の状況 

・重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

・地域の特性を把握する上で注目される種の分布、生息状況及び生息環境の状況 

b．調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域から概ね 200ｍの範囲とした。なお、対象事業実施区域外の塀

等で囲われた事業所等の敷地及び工事実施中の場所等への立ち入りはできず、調査は実施して

いない。 

c．調査期間 

調査期間は動物の特性を踏まえ、表 7.2.8-1に示すとおりとした。 

 

  



160 

表 7.2.8-1 動物調査期間 

調査項目 調査時期 調査期間 調査手法 

哺乳類 春季 令和 3年 05 月 28日～05月 30 日 目撃法、フィールド

サイン法、トラップ

法、夜間調査法 

初夏季 令和 3年 06 月 21日～06月 23 日 

秋季 令和 3年 10 月 04日～10月 06 日 

冬季 令和 3年 12 月 06日～12月 08 日、12月 10日 

鳥類 繁殖期（R2） 令和 2年 06 月 09日 任意観察法 

早春季 令和 3年 03 月 11日 

春季 令和 3年 05 月 25日 任意観察法、ライン

センサス法、定点セ

ンサス法 
繁殖期（R3） 令和 3年 06 月 21日 

夏季 令和 3年 08 月 18日 

秋季 令和 3年 10 月 06日 

冬季 令和 3年 12 月 07日 

爬虫類 春季 令和 3年 05 月 28日～05月 30 日 目撃法、捕獲法 

初夏季 令和 3年 06 月 21日～06月 23 日 

夏季 令和 3年 08 月 18日、08月 19 日 

秋季 令和 3年 10 月 04日～10月 06 日 

両生類 春季 令和 3年 05 月 28日～05月 30 日 目撃法、捕獲法、鳴声

の確認 初夏季 令和 3年 06 月 21日～06月 23 日 

夏季 令和 3年 08 月 18日、08月 19 日 

秋季 令和 3年 10 月 04日～10月 06 日 

昆虫類 春季 令和 3年 05 月 28日～05月 30 日 任意採集法、ベイト

トラップ法、ライト

トラップ法 

初夏季 令和 3年 06 月 21日～06月 22 日 

夏季 令和 3年 08 月 18日、08月 19 日、08月 23日 

秋季 令和 3年 10 月 04日～10月 05 日 

補足 令和 3年 11 月 25日 任意採集法 

注 1）各項目の調査では、他項目の種についても確認に努めた。また、昆虫類調査では、クモ類、陸産甲殻類、多

足類の確認に努めた。 

注 2）昆虫類の補足調査は、調査地域の湿地等に生息する水生昆虫類を対象とした。 

 

d．調査結果 

（a）動物相の現況 

動物相の調査結果は、表 7.2.8-2に示すとおりである。 

 

表 7.2.8-2 動物調査総括表 

分類群 確認種数等 重要な種 

哺乳類   4 目 6 科 7 種 － 

鳥類   11 目 26 科 39 種 10 種 

爬虫類   1 目 2 科 2 種 2 種 

両生類   1 目 2 科 3 種 1 種 

昆虫類   13 目 124科 360種 10 種 

その他の無脊椎動物注）  4 綱 4 目 14 科 21 種 1 種 

注）その他無脊椎動物：甲殻綱、ヤスデ綱、ムカデ綱、クモ綱 
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（b）重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の把握 

ア．選定根拠及び基準 

重要な種の選定は、それぞれ表 7.2.8-3に示す法令及び文献による評価を基準とした。 

 

表 7.2.8-3 重要な種の選定基準（カテゴリー） 

 

イ．重要な種 

確認された動物のうち、表 7.2.8-4に示すとおり合計 21科 24種が重要な種に該当した。 

 

  

文献 カテゴリー 

① 

「文化財保護法」 

（昭和 25年 5月、法律第 214 号） 

「千葉県文化財保護条例」 

（昭和 30年、千葉県条例第 8号） 

「君津市文化財の保護に関する条例」 

（昭和 46年、君津市条例 18 号） 

「富津市文化財の保護に関する条例」 

（昭和 46年、富津市条例第 60 号） 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県：千葉県指定天然記念物 

君：君津市指定天然記念物 

富：富津市指定天然記念物 

② 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律施行令」 

（平成 4 年 6月、法律第 75 号） 

I：国内希少野生動植物種 

I-1：特定第一種国内希少野生動植物種 

I-2：特定第二種国内希少野生動植物種 

II：国際希少野生動植物種 

III：緊急指定種 

③ 
「環境省レッドリスト 2020」 

（令和 2 年、環境省） 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR+EN：絶滅危惧 I 類 

CR：絶滅危惧 I A類 

EN：絶滅危惧 I B類 

VU：絶滅危惧 II類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

④ 
「千葉県レッドリスト動物編 2019 年改訂版」 

（平成 31年 3月、千葉県環境生活部自然保護課） 

X：消息不明・絶滅生物 

EW：野生絶滅生物 

A：最重要保護生物 

B：重要保護生物 

C：要保護生物 

D：一般保護生物 

javascript:void(0)
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表 7.2.8-4 動物の重要な種一覧 

No. 項目 科名 和名 
重要な種・カテゴリー注 1） 

① ② ③ ④ 

1 鳥類 カイツブリ科 カイツブリ    C 

2 サギ科 ダイサギ    D 

3 チドリ科 コチドリ    B 

4 タカ科 オオタカ   NT C 

5 ノスリ    C 

6 ヒバリ科 ヒバリ    D 

7 ヨシキリ科 オオヨシキリ    D 

8 セッカ科 セッカ    D 

9 セキレイ科 キセキレイ    B 

10 ホオジロ科 ホオジロ    C 

11 爬虫類 トカゲ科 ヒガシニホントカゲ    B 

12 カナヘビ科 ニホンカナヘビ    D 

13 両生類 アカガエル科 ニホンアカガエル    A 

14 昆虫類 イトトンボ科 ムスジイトトンボ    B 

－ Paracercion 属幼虫   注 2） 注 2） 

15 トンボ科 ハラビロトンボ    B 

16 チョウトンボ    D 

17 マツムシ科 マツムシ    D 

18 ナガカメムシ科 ヒメマダラナガカメムシ    D 

19 ヒメジュウジナガカメムシ    D 

20 コオイムシ科 コオイムシ   NT  

21 セセリチョウ科 ギンイチモンジセセリ   NT  

22 ゲンゴロウ科 ケシゲンゴロウ   NT D 

23 ガムシ科 コガムシ   DD D 

24 
その他の無脊椎

動物 
ゲジ科 ゲジ    B 

合計 21 科 24 種 0 種 0 種 5 種 21 種 

注 1）重要な種に関するカテゴリーは前出の表 7.2.8-3に示すとおりである。 

注 2）Paracercion属に分類される 5種の重要な種に関するカテゴリーは以下のとおり。 

クロイトトンボ（④：D）、セスジイトトンボ（④：B）、オオセスジイトトンボ（③：EN ④：A）、 

ムスジイトトンボ（④：B）、オオイトトンボ（④：A） 

なお、Paracercion属幼虫ははムスジイトトンボである可能性があるため、種数に計上していない。 

 

（c）地域を特徴付ける種又は指標性の高い種の分布、生息の状況及び生息環境の把握 

現地調査において確認された種のうち、地域を特徴付ける種又は指標性の高い種は、昆虫

類のチャイロチビゲンゴロウ（ゲンゴロウ科）の 1種を選定した。 

（d）注目すべき生息地 

調査地域における注目すべき生息地については、文献調査及び現地調査において確認され

なかった。 
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（２）予測 

a．予測地域 

調査地域と同様とした。 

b．予測対象時期 

供用開始後の定常状態及び工事の実施による影響が最大になる時期に予測を行うものとし

た。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

動物の予測は以下に示す項目について行った。 

・動物相の変化 

・地域を特徴付ける種又は指標性の高い種の分布域の変化 

・重要な種の生息状況の変化 

（b）予測方法 

事業計画の内容を踏まえ、土地の改変等が予測対象種に及ぼす直接的な影響及び生息環境

の変化に伴う間接的な影響について予測した。予測項目毎の予測手法は以下に示すとおりで

ある。 

d．予測結果 

（a）動物相の変化 

施工時には、対象事業実施区域内の動物生息環境は消失するが、対象事業実施区域外に同

様の環境が存在する。また、騒音振動対策や工事開始時期の配慮など施工時の環境保全措置

を実施する。供用時には、緑化及びその他環境保全措置により、餌資源の回復とともに徐々

に動物相が回復すると考えられる。このことから、施工時及び供用時の予測地域の動物相の

変化は小さいものと予測される。 

（b）地域を特徴付ける種又は指標性の高い種の分布域の変化 

対象事業実施区域内のチャイロチビゲンゴロウの生息環境は工事に伴い消失するが、対象

事業実施区域外においても同様の環境が存在すること、供用時には、湿性等草地環境を創出

するなどの環境保全措置を実施することから、本種の分布域への影響は小さいと予測される。 

（c）重要な種の生息状況の変化 

対象事業実施区域で確認された重要な種は、工事に伴い生息環境を消失するが、対象事業

実施区域外に同様な環境が存在すること、騒音等により鳥類が対象事業実施区域周辺から忌

避する可能性があるが、予測地域は現況においても工事等の人間活動が著しく、予測地域の

動物は既にそのような影響下で生息している種である。また、供用時には緑化等に基づき餌
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資源を供給する環境は徐々に回復することなどから、予測地域を利用する可能性がある。こ

のことから、予測地域の重要な種の生息状況に与える影響は小さいと予測される。 

（３）環境保全措置 

本事業では、動物に係る施工時及び供用時の影響を低減するため、以下に示す措置を講じる

計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・工事開始前に対象事業実施区域内の湿地状環境である側溝において、水生昆虫類等の重要

な種の生息状況を調査し、必要に応じて対象事業実施区域外の適切な場所に移動する。 

・対象事業実施区域内で繁殖する可能性のあるヒバリやセッカ等の鳥類への配慮として、工

事開始時期は原則として繁殖期（4月～7月）を避ける。又は事前に鳥類の繁殖状況を調査

し、繁殖が確認された場合には実施可能な保全対策を検討する。 

・音に敏感な動物の生息に与える影響を低減するため、各種騒音対策を実施する（第 7 章 

7.2.3 騒音及び超低周波音、参照）。 

・振動に敏感な動物の生息に与える影響を低減するため、各種振動対策を実施する（第 7 章 

7.2.4 振動、参照）。 

・千葉県自然環境保全条例及び富津市工場立地法準則条例に基づき事業敷地内の緑地率は

10％以上を確保し、地域環境に配慮し緑豊かな環境づくりに努める。外縁部を中心に、地

被類と高中低木による緑地を創出し、植栽する樹種については、地域の生物相に配慮する

ため、地域の潜在自然植生に即した郷土種を主体とする。 

・施設内緑地には、湿性等草地環境を創出して、工事によって消失する湿生植物等の生育環

境の整備を行う。当該環境は、生息が期待される重要な種（コオイムシやコガムシ等）の

生態を考慮して、適度に水深に変化をつける。また、粗放的管理により在来草本類の定着

を促し、爬虫類や昆虫類等の生息環境となる低茎草地の成立を目指す。 

・爬虫類等の隠れ場所となる空隙のある石積みを緑地内に設置する。 

・緑地の管理は可能な限り無農薬で行う。 

（４）評価 

a．構成生物の種類組成の多様性の保全 

現地調査で合計 7 種の哺乳類、39 種の鳥類、2 種の爬虫類、3 種の両生類、360 種の昆虫類、

21種のその他の無脊椎動物（陸産甲殻類、多足類、クモ類）が確認された。 

対象事業実施区域内の動物の生息環境は、工事の実施に伴い消失する。しかし、「（３）環境

保全措置」に示したとおり、原則として鳥類の繁殖期（4 月～7 月）を避けて工事を開始する、

又は事前に鳥類の繁殖状況を調査し、繁殖が確認された場合には実施可能な保全対策を検討す

ることから、繁殖に対する工事の影響を低減することができると考えられる。また、音や振動
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に敏感な哺乳類や鳥類への配慮として、騒音・振動対策を講じるため、施工時においても予測

地域の環境を利用すると考えられる。 

供用時には、「（３）環境保全措置」に示したとおり、高中低木を主体とした緑地及び湿性等

草地環境を創出する。植栽する樹種は、潜在自然植生に即した郷土種を主体とする。また、施

設内緑地に創出する湿性等草地環境では、遮水シートを設置して湿潤状態を保ち、工事によっ

て消失する湿生植物等の生育環境として整備を行うほか、生息が期待される両生類や水生昆虫

類の生態を考慮して、適度に水深に変化をつける。また、当該環境は粗放的管理による低茎草

地の成立を目指すほか、隠れ場所となる空隙のある石積みを設置するため、徐々に爬虫類や昆

虫類等が生息可能な環境となると考えられる。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 

b．重要な種の保全 

重要な種については、鳥類 10 種、爬虫類 2 種、両生類 1 種、昆虫類 10 種、その他の無脊椎

動物 1種を選定した。 

工事の実施に伴い対象事業実施区域内の生息環境が消失する重要な種の多くは、対象事業実

施区域外においても生息環境が存在する。そのため、工事の実施に伴い生息環境の一部が消失

するものの、生息状況への影響は小さいと考えられる。また、「（３）環境保全措置」に示した

とおり、原則として対象事業実施区域内で繁殖が確認されているヒバリやセッカ等の繁殖期（4

月～7月）を避けて工事を開始する、又は事前に繁殖状況を調査し、繁殖が確認された場合には

実施可能な保全対策を検討することから、繁殖に対する工事の影響を低減することができると

考えられる。また、音や振動に敏感な鳥類への配慮として、騒音・振動対策を講じるため、施

工時においても予測地域の環境を利用すると考えられる。 

供用時には、「（３）環境保全措置」に示したとおり、施設内緑地に湿性等草地環境を創出す

る。当該環境では、遮水シートを設置して湿潤状態を保ち、工事によって消失する湿生植物等

の生育環境として整備を行うほか、生息が期待されるハラビロトンボ、コオイムシ、コガムシ

等の生態を考慮して、適度に水深に変化をつける。また、粗放的管理により在来草本類の定着

を促し、ニホンカナヘビ、ヒメジュウジナガカメムシ、ギンイチモンジセセリ等の生息環境と

なる低茎草地の成立を目指すほか、ヒガシニホントカゲやニホンカナヘビ、ゲジ等の隠れ場所

となる空隙のある石積みを設置する。なお、掘削土の仮置きを行う部分（第 2章 2.3.2 対象事

業が実施されるべき区域の位置、参照）については、供用時には裸地等になると想定され、コ

チドリやヒバリの繁殖環境として利用される可能性がある。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 
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c．地域を特徴付ける種又は指標性の高い種の保全 

地域を特徴付ける種又は指標性の高い種として、チャイロチビゲンゴロウの 1種を選定した。

対象事業実施区域内における本種の確認はライトトラップによる採集だが、対象事業実施区域

内には本種の生息環境となる水溜りや湿地が存在する。これらは工事に伴い消失するが、対象

事業実施区域外においても同様の環境が存在するため、施工時においても生息は維持されると

考えられる。 

供用時には、「（３）環境保全措置」に示したとおり、施設内緑地に湿性等草地環境を創出す

る。当該環境では、遮水シートを設置して湿潤状態を保ち、適度に水深に変化をつけるため、

本種の生息が可能な環境となると考えられる。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で低減・代償の措置を講じていると評価する。 
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7.2.9 景観 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

１．施設の存在等による景観 

（１）調査 

a．調査地点 

調査地点は、既存資料調査及び現地踏査（概査）により主要な眺望点を抽出・設定して行っ

た。なお、主要な眺望点の設定にあたっては、廃棄物処理施設（工場棟煙突：59ｍ）を見通せ、

不特定多数の人々によって利用される公園等の代表性がある地点とした。 

b．調査期間 

季節により景観の状況が異なることを考慮し、調査は着葉季及び落葉季の 2 季とし、表

7.2.9-1に示すとおり実施した。 

 

表 7.2.9-1 景観調査期間 

調査項目 調査時期 調査期間 

主要な眺望点及び眺望景観の状況 

地域の景観の特性 

着葉季 令和 3年 08月 19日注） 

落葉季 令和 3年 02月 25日注） 

注）眺望景観写真の撮影日。地域の景観特性の調査については、他の調査日に適宜、実施した。 

 

c．調査結果 

（a）主要な眺望点及び眺望景観の状況 

既存資料調査結果及び現地踏査（概査）の結果、新たに設置する廃棄物処理施設（煙突等）

を見通せる可能性があり、不特定多数の人々によって利用される公園等の代表性がある主要

な眺望点は、市民ふれあい公園、富津みなと公園、ＪＲ東日本青堀駅、人見神社、小糸川沿

岸歩行者専用道・桜並木の 5 地点を選定した。選定した主要な眺望点は、表 7.2.9-2 及び図

7.2.9-1に示すとおりである。 

また、各眺望点の利用状況は表 7.2.9-3、各調査地点の景観の概要は表 7.2.9-4に、それぞ

れ示すとおりである。 

なお、季節変化（着葉季・落葉季）に伴う対象事業実施区域方向の視認状況の変化は小さ

いものであった。 
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表 7.2.9-2 景観調査地点 

No. 市 名称（撮影地点） 
所在地 

（市・大字等） 
主な利用注） 

1 

富津市 

市民ふれあい公園 

（歩道橋） 
富津市新富 

散歩（ウォーキング）、ジョギング、

行楽（ピクニック等）、スポーツ 

2 
富津みなと公園 

（東屋前） 
富津市新富 

散歩（ウォーキング）、ジョギング、

行楽（ピクニック等）、スポーツ 

3 
ＪＲ東日本青堀駅 

（歩道橋） 
富津市大堀 乗降客及び近隣住民の利用 

4 

君津市 

人見神社 君津市人見 
参拝、散歩（ウォーキング）、ジョギ

ング 

5 
小糸川沿岸歩行者専用

道・桜並木（周西橋） 

君津市外箕輪地先

から人見地先まで 

散歩（ウォーキング）、ジョギング、

サイクリング 

注）主な利用は、施設内容に伴う推定を含む。 
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図 7.2.9-1 景観調査地点 
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表 7.2.9-3 各眺望点の利用状況 

No. 
地点名及び方位注1）・ 

距離注2）・標高注3） 
利用状況及び主要な眺望点（撮影地点）の状況 

1 

市民ふれあい公園 

（歩道橋） 

・北西 

・約 1.6 ㎞（中景） 

・標高約 8.5ｍ 

富士見グリーンテニスゾーン、ふれあいゾーン、スポーツコミュニテ

ィゾーン、スポーツゾーン、森と広場ゾーン、近隣広場ゾーンの 6つ

ゾーンにわかれ、利用されている。本公園は臨海部と既存内陸部との

境界に設けられた緩衝緑地の性格を有している。 

ふれあいゾーンには展望広場があり、東屋が配された築山がある。こ

の築山から対象事業実施区域方向の眺望では、植栽樹群の上方に富津

火力発電所の煙突（約 200ｍ）上部が垣間見えるが、この煙突の 100ｍ

付近は見えず、対象事業実施区域の煙突（59ｍ）の眺望は得られない。

一方、森と広場ゾーン内のビジターセンター西側にはウォーキングコース

に指定された歩道橋（富津市道汐入線の上を横断する陸橋）がある。この

歩道橋（陸橋）を主要な眺望点とした。 

2 

富津みなと公園 

（東屋前） 

・北東 

・約 2.7 ㎞（中景） 

・標高約 3.7ｍ 

多目的広場、シンボル広場、ピクニック広場、展望広場、プロムナード広

場にわかれ、利用されている。 

展望広場には展望台があるが、対象事業実施区域方向の眺望は、植栽され

た高木の常緑広葉樹により遮蔽されて得られない。また、プロムナード広

場には展望塔（ピラミッド）があるが、老朽化に伴い立入禁止となってい

た。このため、プロムナード広場内に設置されている、周辺から一段高く、

ベンチを備えた東屋の前を主要な眺望点とした。 

3 

ＪＲ東日本青堀駅 

（歩道橋） 

・北西 

・約 2.7 ㎞（中景） 

・標高約 14.5ｍ 

ＪＲ東日本内房線の駅で、１日平均の乗車人員は、約 1,500人。 

駅施設には改札からホームへ続く歩道橋があるが、駅利用者以外も利用す

る駅ホーム上を横断する歩道橋上を主要な眺望点とした（駅施設内の歩道

橋はこれに比較して低い）。 

駅南側には富津市の「古墳の里ふれあい館」があり、同駅は内裏塚古墳

探訪モデルコースの起点となっている。 

4 

人見神社 

・北西 

・約 2.9 ㎞ 

（中景～遠景） 

・標高約 66.5ｍ 

君津、富津の海岸地域の鎮守の氏神として崇敬され、君津市の無形民俗文

化財に指定されている「神馬」などの祭礼が行われる。 

調査地域内の主要な眺望点のなかで最も標高が高い。ちば眺望 100 景に

選定されている。 

主要な眺望点は、対象事業実施区域方向の眺望が得られる社殿北西側のベ

ンチ付近とした。 

5 

小糸川沿岸歩行者専用

道・桜並木（周西橋） 

・北西 

・約 3.3 ㎞（遠景） 

・標高約 6.6ｍ 

自転車と歩行者の専用道として整備された 5.6km の沿岸道で、君津市

の「緑の基本計画」の中で緑の回廊として位置づけられている。 

本歩行者専用道路上からは、対象事業実施区域方向の眺望は住宅や樹

木に遮られて得られない。このため、主要な眺望点は、歩行者専用道

の北端部に隣接する周西橋の上とした。 

注 1）方位は眺望点から対象事業実施区域への方位。 

注 2）距離は対象事業実施区域からの概ねの直線距離。視距離は距離に応じて以下のとおり区分。 

・近景:約 500ｍ以内  ・中景:500ｍ～3km程度  ・遠景:3km以遠 

注 3）標高は、国土地理院 地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）から標高（データソース：DEM5A）を判読し、陸橋で

は高さを測定して加えた。  
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表 7.2.9-4 各調査地点の景観の概要 

No. 
地点名及び方位注1）・ 

距離注2）・標高注3） 
景観の概要注4） 

1 

市民ふれあい公園 

（歩道橋） 

・北北西 

・約 1.6 ㎞（中景） 

・標高約 8.5ｍ 

 

【対象事業実施区域方向の景観】近景は富津市道汐入線の道路及び市民

ふれあい公園や工業専用地域の植栽樹群等が可視される。中景の眺

望は概ね近景の植栽樹群に遮られ、高さのある高圧鉄塔や富津火力

発電所の煙突が植栽樹群の上に可視される。 

【その他の特徴的な景観】内陸側（南側）には、市街地後背の中景に

古墳群の墳丘の樹林が、遠景に台地及び丘陵の樹林などが可視され

る。なお、視程がよい晴れた日などには、富士山が北西方向の植栽

樹群の間に垣間見える可能性がある。 

2 

富津みなと公園（東屋前） 

・北東 

・約 2.7 ㎞（中景） 

・標高約 3.7ｍ 

 

【対象事業実施区域方向の景観】近景から中景には港湾部の海面が、中

景から遠景には富津火力発電所の煙突のほか工業専用地域の人工

構造物が可視される。 

【その他の特徴的な景観】展望台（対象事業実施区域は植栽樹に遮ら

れて可視されない）や園内からは、広く海面が眺望される。富津岬

や鋸山方面の房総丘陵、また視程がよい晴れた日などには富士山を

含む対岸の山々が眺望される。 

3 

ＪＲ東日本青堀駅 

（歩道橋） 

・北西 

・約 2.7 ㎞（中景） 

・標高約 14.5ｍ 

 

【対象事業実施区域方向の景観】近景から中景には市街地が広がり、そ

の後背に市民ふれあい公園や工業専用地域の植栽樹群等が眺望さ

れ、高圧鉄塔や工場などが植栽樹群上に可視される。なお、視程が

よい晴れた日などには富士山を含む対岸の山々が眺望される。 

【その他の特徴的な景観】北東約 50ｍの近景に墳丘が一部残存する上

野塚古墳があり、眺望点を西側にずらすことで可視される。東約 1km

の中景には、台地上部の人見神社社寺林と社殿の一部が垣間見え

る。南側の低地には、近景から中景に市街地が広がり、その範囲に

内裏塚古墳群の墳丘の樹林が眺望される。また、遠景には台地及び

丘陵の樹林が眺望される。 

4 

人見神社 

・北西 

・約 2.9㎞（中景～遠景） 

・標高約 66.5ｍ 

【対象事業実施区域方向の景観】近景は小糸川及び住宅地、中景は住宅や

商業施設などの宅地、市街化調整区域（富津市大堀、君津市人見（飛

び地））の耕作放棄地、また市民ふれあい公園や工業専用地域の植栽

樹群の緑地などが可視される。中景から遠景の埋立地には、工場及

び高さのある高圧鉄塔や富津火力発電所の煙突などが可視される。

視程がよい晴れた日などには、海とともに富士山を含む対岸の山々

が眺望される。 

【その他の特徴的な景観】南側の近景から中景に市街地が広がり、内裏

塚古墳群の樹林などが可視される。また、中景に田園風景が、遠景に台

地及び丘陵の樹林が眺望される。西側の遠景に富津岬と東京湾の海

面が、その後背に三浦半島などが眺望される。 

5 

小糸川沿岸歩行者専用

道・桜並木（周西橋） 

・北西 

・約 3.3 ㎞（遠景） 

・標高約 6.6ｍ 

【対象事業実施区域方向の景観】近景は小糸川の川面と岸部の草本や樹

木、住宅、水道橋などが可視され、中景は近景の住宅等に遮られること

が多く、遠景に富津火力発電所の煙突などが可視される。 

【その他の特徴的な景観】北側の中景に台地の樹林が可視され、樹林

上部の人見神社社寺林に社殿の一部が垣間見える。南側の景観では

小糸川の川面と岸部の植生が視対象となり、中景から遠景に台地及び

丘陵の樹林が眺望される。 
注 1）方位は、眺望点から対象事業実施区域への方位 

注 2）距離は、対象事業実施区域からの概ねの直線距離。視距離は距離に応じて以下のとおり区分。 

・近景:約 500ｍ以内  ・中景:500ｍ～3km程度  ・遠景:3km以遠 

注 3）標高は、国土地理院 地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）から標高（データソース：DEM5A）を判読し、陸橋で

は高さを測定して加えた。 

注 4）【対象事業実施区域方向の景観】撮影方向の景観。ただし、焦点距離 50mmレンズの画角外を含む。  
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（b）地域の景観の特性 

現地調査及び各種資料調査の結果から調査地域の景観の特性を解析した。 

対象事業実施区域は、千葉県が富津地区土地造成整備事業実施計画に基づき海面埋立した

土地で都市計画法に基づく工業専用地域に指定されている。対象事業実施区域の北側には(一

財)千葉県まちづくり公社富津地区産業廃棄物最終処分場、東側に土砂混合工が行われている

ヤード（国土交通省発注工事）、南側に東日本資源リサイクル(株)富津リサイクル工場、南東

側に日本製鉄(株)ＲＥセンター、西側に(株)ＪＥＲＡ富津火力発電所が立地している。 

対象事業実施区域を含む埋立地は、標高が低く平坦で、護岸により直線的な海岸線が地形

を形づくり、工場や発電所の煙突、高圧鉄塔などの人工構造物、植栽された高木が比較的線

形に並ぶ緑地など、都市景観構成要素で構成されている 

旧海岸線内陸側の低地は、標高が低く平坦で、主に都市計画法に基づく市街化区域に指定

されているため、区画整理された宅地（住宅や商業施設）が大半を占める。緑地は、主に市

民ふれあい公園の植栽樹群や公園等の植栽樹や芝地などである。富津市大堀の一部や同地区

内の君津市人見（飛び地）は、市街化調整区域であるため耕作放棄地などの緑地が残存して

いるものの、旧海岸線の内陸側の低地は、主に都市景観構成要素で構成されている。 

対象事業実施区域から南約 3km 以遠の低地には、国の指定文化財である内裏塚古墳（墳丘

長 144ｍ、後円部高 13ｍ）があり、稲荷山古墳及びその周辺の古墳群にも墳丘が現存する古

墳は多くが樹林を残している。また、対象事業実施区域の南東側（約 3km）の人見神社のある

台地（標高約 67ｍ）には、社寺林及び斜面林に樹林が残り、これらが低地内の自然景観構成

要素となっている。 

調査地域東側を北に下る小糸川は、宅地が近接し、これに遮蔽されるため、川沿いの道や

橋の上を除いて低地内からの眺望対象とはならない。小糸川沿岸歩行者専用道・桜並木や橋

の上からの景観は、桜並木や草花など植栽が多いものの、岸部の一部はヨシ等の水辺の植生

となっており、川面とともに自然景観構成要素となっている。一方、小糸川の河口部（人見

神社付近から下流部）は両岸がコンクリートで護岸されているため自然性は低い。 

対象事業実施区域の南東から南西へ約 3km 以遠の低地（富津市新井・西川・二間塚等）に

は都市計画法に基づく市街化調整区域があり、比較的新しい宅地や太陽光発電所が点在する

ものの、屋敷林を持つ宅地と水田等がつくり出す田園的な景観も残存し、その後背に台地及

び丘陵の樹林が眺望されるなど、自然景観構成要素が比較的高い景観が得られる。 

なお、視程がよい晴れた日などに、海岸部や高台（人見神社など）を眺望点にした場合に

は、自然景観構成要素である海とともに富士山を含む対岸の山々や房総丘陵（例えば鋸山）

が遠方に眺望される。 

以上のことから、対象事業実施区域周辺の埋立地及び都市計画法に基づく市街化区域内は、
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主に都市景観となっているが、内裏塚古墳や人見神社及び同社寺林という歴史性のある自然

人文景観構成要素である景観資源をあわせ持っている。さらに、対象事業実施区域から約 3km

以遠の都市計画法に基づく市街化調整区域では、屋敷林を持つ宅地と水田等がつくり出す田

園的な景観で、後背の房総丘陵が可視されることも多く、自然景観が比較的残されている。

また、主に東側、南側に眺望される房総半島の台地や丘陵地、西側（神奈川県側）に海（海

面・海岸線）とともに眺望される富士山を含む対岸の山々は、調査地域から眺望される景観

資源となっている。 

（２）予測 

a．予測地点 

予測地域の景観に係る環境影響を的確に把握できる地点として、景観の調査を実施した主要

な眺望点（5地点）とした。 

b．予測対象時期 

施設の供用開始後において、植栽等による修景が完了した時点（以降、「供用時」と称す）と

した。なお、季節については、各予測地点ともに、季節変化に伴う対象事業実施区域の視認状

況の変化は小さいことから着葉季で代表させた。 

c．予測手法 

（a）予測項目 

予測項目は、廃棄物処理施設の設置による主要な眺望点の眺望景観の変化及び地域の景観

特性の変化とした。 

（b）予測方法 

ア．主要な眺望点の眺望景観の変化 

予測地点として選定した眺望点における眺望景観（主要な眺望景観）に与える影響につい

て、現況写真に廃棄物処理施設を合成したモンタージュ写真を作成して視覚的に表現し、現

況写真に対する景観構成要素の変化を定量的に整理することで予測を行った。 

イ．地域の景観特性の変化 

廃棄物処理施設の供用が予測地域の現況の景観特性へ与える影響は、主要な眺望点におけ

る眺望景観（主要な眺望景観）の変化を基に地域の景観特性の変化を整理することで予測を

行った。 

d．予測結果 

（a）主要な眺望点の眺望景観の変化 

眺望景観の変化を把握するため、主要な眺望点の現況眺望景観（着葉季）と設置する廃棄

物処理施設を合成した供用時モンタージュ写真（供用時眺望景観）を図 7.2.9-2～図 7.2.9-6

に、眺望景観の変化（予測結果）については表 7.2.9-5に示す。 
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現況眺望景観（着葉季） 

 
注）矢印は対象事業実施区域の範囲を示す。 

供用時モンタージュ写真 
 

図 7.2.9-2 眺望景観（現況及び供用時）の対比：市民ふれあい公園（歩道橋）  
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現況眺望景観（着葉季） 

 
注）矢印は対象事業実施区域の範囲を示す。 

供用時モンタージュ写真 

 

図 7.2.9-3 眺望景観（現況及び供用時）の対比：富津みなと公園（東屋前）  
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現況眺望景観（着葉季） 

 
注）矢印は対象事業実施区域の範囲を示す。 

供用時モンタージュ写真 

 

図 7.2.9-4 眺望景観（現況及び供用時）の対比：ＪＲ東日本・青堀駅（歩道橋）  
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現況眺望景観（着葉季） 

 
注）矢印は対象事業実施区域の範囲を示す。 

供用時モンタージュ写真 

 

図 7.2.9-5 眺望景観（現況及び供用時）の対比：人見神社  
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現況眺望景観（着葉季） 

 
注）矢印は対象事業実施区域の範囲を示す。 

供用時モンタージュ写真 

図 7.2.9-6 眺望景観（現況及び供用時）の対比：小糸川沿岸歩行者専用道・桜並木 

（周西橋）  
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表 7.2.9-5(1) 主要な眺望景観の変化 

【市民ふれあい公園（歩道橋）】 

設置する廃棄物処理施設は、工場棟の上部と工場棟から立ち上がる煙突が植栽樹群の上及びその合

間に可視される。これにより、空域の眺望が設置する廃棄物処理施設により一部不可視化され、煙

突は新たにスカイラインの一部を形成する。なお、現況の眺望景観と供用時の眺望景観の比較によ

る景観構成要素の変化は 0.02％と小さい。 

この眺望景観では、植栽樹群のほか工業専用地域に既設の富津火力発電所の煙突や高圧鉄塔など

の人工構造物がスカイラインを形成している。また、空域には煙突や鉄塔のほか電線が視認される。

設置する廃棄物処理施設は、この眺望点から距離約 1.6km にあり、かつその形状及び色彩により目

立つものでなく視線を集める対象とはならないため、眺望景観の印象の変化は小さいと考えられる。 

以上のことから、本眺望点から対象事業実施区域方向の眺望景観の変化は、小さいと予測される。 

【富津みなと公園（東屋前）】 

設置する廃棄物処理施設は、工場棟から立ち上がる煙突が富津火力発電所の煙突（約 200ｍ）の合

間に可視される。これにより、空域の眺望が一部不可視化される。なお、現況の眺望景観と供用時の

眺望景観の比較による景観構成要素の変化は 0.01％未満と小さい。 

この眺望景観では、対象事業実施区域周辺部に既設されている富津火力発電所等の煙突及びプラ

ント等の人工構造物が主にスカイラインを形成している。設置する廃棄物処理施設は、この眺望点

から距離約 2.7km にあり、かつ眺望景観に占める割合は 0.01％未満で視認が困難であることなどか

ら、眺望景観の印象の変化は極めて小さいと考えられる。 

以上のことから、本眺望点から対象事業実施区域方向の眺望景観の変化は、極めて小さいと予測

される。 

【ＪＲ東日本青堀駅（歩道橋）】 

設置する廃棄物処理施設は、工場棟及び工場棟から立ち上がる煙突が既存施設の上に可視される。こ

れにより、空域の眺望及び視程がよい晴れた日などには神奈川県側の山々の一部眺望が不可視化さ

れる。なお、現況の眺望景観と供用時の眺望景観の比較による景観構成要素の変化は 0.06％と小さ

い。 

この眺望景観では、植栽樹群のほか工業専用地域に既設の富津火力発電所の煙突や高圧鉄塔など

の人工構造物がスカイラインを形成している。また、空域には煙突や鉄塔のほか電線が視認される。

設置する廃棄物処理施設は、この眺望点から距離約 2.7km にあり、かつその外観（形状及び色彩）

により目立つものではなく視線を集める対象とはならないため、眺望景観の印象の変化は小さいも

のと考えられる。 

以上のことから、本眺望点から対象事業実施区域方向の眺望景観の変化は、小さいと予測される。 

【人見神社】 

設置する廃棄物処理施設は、工場棟及び煙突が富津火力発電所の LNG タンク群の右手側の植栽樹群

の上に可視される。これにより、植栽樹群等の緑地の眺望及び海面が一部不可視化される。ただし、

視程のよい晴れた日に眺望される富士山や丹沢山地等の神奈川県側の山々を不可視化することはな

い。なお、現況の眺望景観と供用時の眺望景観の比較による景観構成要素の変化は 0.07％と小さい。 

この眺望景観では、対象事業実施区域及びその周辺の埋立地海岸線は直線的であり、また、既に

富津火力発電所の施設により海面及び海岸線の一部が不可視化されている。設置する廃棄物処理施

設は、この眺望点から距離約 2.9km にあり、かつその外観（形状及び色彩）により目立つものでな

く視線を集める対象とはならないため、眺望景観の印象の変化は小さいと考えられる。 

以上のことから、本眺望点から対象事業実施区域方向の眺望景観の変化は、小さいと予測される。 
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表 7.2.9-6(2) 主要な眺望景観の変化 

【小糸川沿岸歩行者専用道・桜並木（周西橋）】 

設置する廃棄物処理施設は、工場棟の上部と工場棟から立ち上がる煙突が住宅の合間に可視される。こ

れにより、空域の眺望が一部不可視化される。なお、現況の眺望景観と供用時の眺望景観の比較による景

観構成要素の変化は 0.01％と小さい。 

この眺望景観では、小糸川の川面及び周辺植生が主な視対象と考えられ、設置する廃棄物処理施

設は、スカイラインを構成している富津火力発電所の煙突や住宅地等とともに視対象の後背に可視

される。設置する廃棄物処理施設は、この眺望点から距離約 3.3km にあり、かつ眺望景観に占める

割合は 0.01％で視認が困難であることなどから、眺望景観の印象の変化は極めて小さいと考えられ

る。 

以上のことから、本眺望点から対象事業実施区域方向の眺望景観の変化は、極めて小さいと予測

される。 

 

（b）地域の景観特性の変化 

対象事業実施区域は海面埋め立て地でかつ都市計画法に基づく工業専用地域にあり、既に

対象事業実施区域周辺には比較的規模の大きい工場や煙突、各種のプラント、高圧鉄塔等の

人工構造物が設置されている。このため、設置する廃棄物処理施設は、建物の外観及び意匠

において、工業専用地域である周囲の環境との調和を重視し、かつ外周等には樹木の植栽を

行う計画である。 

主要な眺望景観は、予測結果のとおり、台地上から対象事業実施区域方向を眺望する場合

には景観資源となる海面の一部を、また住宅等が立地する旧海岸線内陸側の低地から眺望し

た場合には主に空域の一部（視程のよい晴れた日には対岸の山々）を廃棄物処理施設が不可

視化することになるが、台地上及び旧海岸線内陸側から設置する廃棄物処理施設までは距離

があるため、現況の眺望景観と供用時の眺望景観による景観構成要素の変化は小さい。さら

に、前述のとおり対象事業実施区域は工業専用地域にあるため、既に工場や煙突、高圧鉄塔

等の人工構造物が周辺に設置されており、かつ設置する廃棄物処理施設はそのデザイン（形

状・色彩）から目立つものでなく視線を集める対象とはならないことから、眺望景観の印象

の変化は小さいものと予測される。 

対象事業実施区域の現況は資材置き場として利用されているため眺望点としての利用はな

く、かつ視対象となる自然景観構成要素（景観資源等）はない。また、予測地域における景

観資源と考えられる台地及び丘陵の樹林や内裏塚古墳群の墳丘（樹林）、田園風景、人見神社

の眺望へ与える影響は、設置する廃棄物処理施設の位置から考え、想定されない。 

以上のことから、地域の景観特性の変化は小さいものと予測される。 

（３）環境保全措置 

本事業では、良好な景観形成に寄与するために、以下に示す措置を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・建物の外観及び意匠は、事業用地周囲の工場群によく馴染む色彩計画とすることで、廃棄

物処理施設の存在感を排し、周囲の環境との調和を重視したイメージを与えるよう計画す
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るとともに、地域に親しまれるデザインとする。また、公道から奥に向かって広くなる用

地形状を活かし、大きな建屋となる工場棟は奥に、最も高い煙突を用地中央に配置するこ

とで、建物の長大感や威圧感の低減を図る。 

・千葉県自然環境保全条例及び富津市工場立地法準則条例に基づき事業敷地内の緑地率は

10％以上を確保し、地域環境に配慮し緑豊かな環境づくりに努める。 

（４）評価 

予測結果のとおり、主要な眺望点から対象事業実施区域方向を望む眺望景観（主要な眺望景

観）へ与える影響及び予測地域の景観特性に与える影響は小さいものと予測される。また、主

要な眺望景観の予測結果から、設置する廃棄物処理施設の外観（形状や色彩）は、都市計画法

に基づく工業専用地域に立地する施設として周辺環境と調和しており、あわせて緑豊かな環境

づくりに努めるために事業敷地内の緑地率は 10％以上の確保を行うこととしている。 

このことから、景観に関する環境保全措置の目的のとおり、設置する廃棄物処理施設の外観

（形状や色彩）は、対象事業実施区域周辺の良好な景観形成に寄与するものと予測される。 

以上のことから、事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響ができる限り低減

されていると評価する。 
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廃棄物 

「工事の実施」 

１．工事の実施による廃棄物 

（１）予測 

a．予測対象時期 

工事開始から工事終了までの全期間とした。 

b．予測手法 

（a）予測項目 

工事の実施に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の抑制の量及び再

資源化の量とした。 

（b）予測方法 

工事計画に基づき、廃棄物の種類ごとの発生量及び排出量を予測した。排出量は施工方法

の選択による発生抑制や、有効利用等の内容を検討して予測する。 

工事の実施に伴い発生する廃棄物の量は、日鉄エンジニアリング株式会社が施工したシャ

フト炉式ガス化溶融炉の排出実績をもとに、算出した。 

c．予測結果 

工事に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処分量を表 7.2.10-1に示す。 

発生量のうち、金属くずは有価物（製鉄等原料）として売却し、それ以外の 2,445ｔが排出

量となる。さらに再資源化を行うことで 1,611ｔが再資源化され、処分量は 834ｔと予測され

る。 

 

表 7.2.10-1 工事の実施に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処分量 
(単位：ｔ) 

種類 発生量 有価物 排出量 
再資源化量 

(再資源化率) 
処分量 

コンクリート塊 420  － 420 420(100) 0 

アスファルト・コンクリート塊 160 － 160 160(100) 0 

その他のがれき類 350 － 350 48(13.7) 302 

ガラスくず及び陶磁器くず 560 － 560 185(33.0) 375 

廃プラスチック類 420 － 420 310(73.8) 110 

金属くず 800 800 0 0(-) 0 

木くず 460 － 460 430(93.5) 30 

紙くず 20 － 20 18(90) 2 

繊維くず 5 － 5 5(100) 0 

混合廃棄物 50 － 50 35(70) 15 

合計 3,245 800 2,445 1,611(65.9) 834 

注）処分量は、中間処理量と最終処分量をあわせたもの。 
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（２）環境保全措置 

本事業では、工事の実施による廃棄物の影響を低減するため、以下に示す措置を講じる計画

である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・特定建設資材廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の再資源化率

をいずれも 100％とする。また、建設発生木材の再資源化・縮減率を 97％以上とする。 

・最終処分量の抑制のため、金属くずを再原料化する。 

・最終処分量の抑制のため、紙くず、繊維くずの再資源化を行う。 

・再資源化等が困難な建設資材廃棄物を最終処分する場合は、安定型処分場で処分すべき品

目、管理型処分場で処分すべき品目を分別して、適正に処理する。 

・建設資材については、分別解体や再資源化等の実施が容易となるものを選択するよう努め

るなど、可能な限り最終処分量を低減する。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類など特定建設資材廃棄物以外についても、

再資源化が可能なものは、できる限り分別解体等を行い、再資源化を実施する。 

（３）評価 

a．環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置の実施にあたっては、特定建設資材廃棄物であるコンクリート塊、アスファル

ト・コンクリート塊の再資源化率をいずれも 100％とし、金属くずの再原料化、紙くず・繊維く

ずの再資源化を行うこと等により、排出抑制を図ることとしている。 

また、建設資材については、分別解体や再資源化等の実施が容易となるものを選択するなど、

可能な限り最終処分量を低減することとしている。 

なお、再資源化等が困難な廃棄物を最終処分する場合は、安定型処分場で処分すべき品目、

管理型処分場で処分すべき品目を分別して、適正に処理することとしている。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で、廃棄物の排出抑制、再資源化及び処理が必要

となった廃棄物の適正処理が図られており、廃棄物の最終処分量の抑制が図られているものと

評価する。 

b．環境保全措置の効果 

再原料化、特定建設資材廃棄物の再資源化を行う等の環境保全措置により、処分量は 834ｔと

算定され、発生量 3,245ｔに対し、排出抑制効果は約 74.3％となる。 

また、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類など特定建設資材廃棄物以外について

も、再資源化が可能なものは、できる限り分別解体等を行い、再資源化を実施することとして

いる。 
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以上のことから、環境保全措置の実施により、工事の実施に伴う廃棄物の排出抑制、再資源

化が図られているものと評価する。 

 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

２．供用時の廃棄物 

（１）予測 

a．予測対象時期 

廃棄物処理施設の稼働が定常状態となった時期の 1年間とした。 

b．予測手法 

（a）予測項目 

廃棄物処理施設の稼働に伴い発生する廃棄物等の種類ごとの発生量、排出量、発生量の抑

制の量及び再資源化の量とした。 

（b）予測方法 

廃棄物処理施設の稼働計画に基づき、廃棄物等の種類ごとの発生量及び排出量を予測した。

排出量は、スラグ等の再資源化等による排出抑制の内容を検討して予測した。 

c．予測結果 

廃棄物処理施設の稼働に伴い発生する廃棄物等の種類ごとの発生量、再資源化量及び処分量

は、表 7.2.10-2に示すとおりである。 

廃棄物等の発生量は 17,230t/年で、このうちスラグ・メタルは 13,084t/年の予定であり、シ

ャフト炉式ガス化溶融処理の採用により、全量資源化され、スラグは JIS（日本産業規格）認証

を受け、路盤材、アスファルト合材として、メタルは非鉄精錬還元剤等として各々、有価物と

して売却する。 

また、発生する溶融飛灰処理物の量は 4,146t/年で、飛灰処理設備において安定化処理した

後、最終処分場で埋立処分されるが、処分量はごみ処理量の 3％台に抑えられている。現在、安

房地域 2市 1町では 6％から 12％程度の発生割合であり、処分量を大きく削減している。 

 

表 7.2.10-2 供用時の廃棄物の発生量、再資源化量及び処分量 

種類 

ごみ処理量に対

する発生割合 

（％） 

発生量 

（t/年） 

再資源化量

（t/年） 

処分量 

（t/年） 

スラグ 9.97 11,775 11,775 0 

メタル 1.1 1,309 1,309 0 

溶融飛灰処理物 3.5 4,146 0 4,146 

合計 － 17,230 13,084 4,146 

 

 

 



185 

（２）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働による廃棄物の影響を低減するため、以下に示す措置を

講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・発生するスラグは、全量資源化され、JIS（日本産業規格）認証を受け、有価物として売却

する。 

・メタルは、全量資源化され、非鉄精錬還元剤等として、有価物として売却する。 

・溶融飛灰は最終処分場で埋立処分されるが、処分量はごみ処理量の 3％台に抑えており、処

分量を削減している。 

（３）評価 

a．環境保全措置の実施の方法 

廃棄物処理施設の稼働に際して、発生するスラグ及びメタルは、全量資源化され、有価物と

して売却する。 

また、発生する溶融飛灰処理物は、飛灰処理設備において安定化処理した後、最終処分場

で適切に埋立処分され、最終処分量を大きく削減している。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で、廃棄物の排出抑制、再資源化及び処理が必要

となった廃棄物の適正処理が図られており、廃棄物の最終処分量の抑制が図られているものと

評価する。 

b．環境保全措置の効果 

発生量 17,230t/年に対し、スラグ・メタルを全量資源化することにより、処分量は 4,146t/

年となり、排出抑制効果は約 75.9％となる。 

以上のことから、環境保全措置の実施により、廃棄物の排出抑制が図られており、再資源化、

減量化が図られているものと評価する。 
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残土 

「工事の実施」 

１．工事の実施による残土 

（１）予測 

a．予測対象時期 

工事開始から工事終了までの全期間とした。 

b．予測手法 

（a）予測項目 

工事の実施に伴い発生する土砂等（以下、「発生土」という。）及び区域外に搬出する土砂

等（以下、「残土」という。）の量とした。 

（b）予測方法 

工事計画に基づき、発生土の量及び残土の量を予測した。 

発生土の発生抑制のための工法及び発生土の区域内での有効利用等を原則として、検討し

予測した。 

c．予測結果 

工事に伴う発生土及び残土の量は、表 7.2.11-1に示すとおりである。 

廃棄物処理施設建設のため、ごみピットの掘削等により発生する土量は 24,100㎥、埋戻土量

は 24,100㎥であり、残土量は 0㎥と予測される。 

 

表 7.2.11-1 工事の実施に伴う発生土及び残土量等 

項目 土量(㎥) 

発生土 

（掘削土） 

ごみピット等地下構造物のための掘削 14,500 

杭部分の掘削 6,600 

その他 3,000 

合計 24,100 

埋戻土 対象事業実施区域の整地等のための盛土 24,100 

残土 0 

 

（２）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の建設工事に伴う残土の影響を低減するため、以下に示す措置

を講じる計画である。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・廃棄物処理施設建設における残土の量は原則 0㎥とする。 
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・対象事業実施区域については、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定され

ており、適切な手続きをとるとともに、発生土は原則として場内で再利用することとし、

発生土を仮置きする場合は全面をシートにより養生し、汚染土壌の飛散・流出を防止する。  

・残土を場外に搬出する場合は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂第 4版）」（平

成 31年 3月、環境省水・大気環境局土壌環境課）に基づき適切な調査を実施し、土砂の飛

散防止等に適切な措置を講じる。 

（３）評価 

a．環境保全措置の実施の方法 

廃棄物処理施設の建設工事のため、ごみピットの掘削等により発生する土量は 24,100㎥と予

測されるが、場内の整地等に原則として再利用することとし、発生土を仮置きする場合は全面

をシートにより養生し、汚染土壌の飛散・流出を防止する。 

対象事業実施区域については、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されて

おり、汚染土壌を適切に管理する。 

なお、場外に搬出する場合は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂第 4版）」（平成

31年 3月、環境省水・大気環境局土壌環境課）に基づき、土砂の飛散防止に適切な措置を講じ

る。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で、発生土の量の抑制及び再利用等が図られてお

り、最終的に処分する残土の量の抑制が図られているものと評価する。 

b．環境保全措置の効果 

廃棄物処理施設の建設工事のため、ごみピットの掘削等により発生する土量は 24,100㎥と予

測されるが、残土量は原則 0㎥とする。 

対象事業実施区域については、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されて

おり、汚染土壌を適切に管理し、周辺環境への影響を及ぼさないこととする。 

以上のことから、環境保全措置の実施により、残土の発生及び排出抑制等が図られているも

のと評価する。 
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温室効果ガス等 

「土地又は工作物の存在及び供用」 

１．ばい煙及び排出ガス（自動車等）の発生による温室効果ガス等 

（１）予測 

a．予測対象時期 

廃棄物処理施設等が定常の稼働状態に達し、温室効果ガスの排出量及び削減量が適切に把握

できる時期とした。 

b．予測手法 

（a）予測項目 

・廃棄物処理施設の稼働による温室効果ガスの排出量 

・廃棄物運搬車両の走行による温室効果ガスの排出量 

（b）予測方法 

ア．廃棄物処理施設の稼働により発生する温室効果ガス 

事業計画に基づき、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver1.0」（平成 29年 3

月、環境省）等に記載された方法を参考とし、定量的に予測した。 

イ．廃棄物運搬車両の走行により発生する温室効果ガス 

事業計画に基づき、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver1.0」（平成 29年 3

月、環境省）」に記載された方法を参考とし、定量的に予測した。 

c．予測結果 

（a）廃棄物処理施設の稼働により発生する温室効果ガス 

廃棄物処理施設の稼働により発生する温室効果ガスの排出量は表 7.2.12-1に、発電に伴う

削減量は表 7.2.12-2に、それぞれ示すとおりである。 

廃棄物処理施設の稼働により発生する温室効果ガスの排出量は、二酸化炭素換算で

69,160t-CO2/年と予測される。 

また、施設稼働時における余熱利用の発電による温室効果ガスの削減量は、二酸化炭素換

算で 20,440t-CO2/年と予測される。 
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表 7.2.12-1 廃棄物処理施設の稼働に伴う温室効果ガス排出量 

項目 
温室効果

ガス 

温室効果ガス注) 

種類別排出量 

地球温暖化

係数 

二酸化炭素 

排出量 

（t-CO2/年） 

一般廃棄物

の焼却 

一般廃棄物 

(連続燃焼式焼却施設) 

CH4 0.11t-CH4/年 25 3 

N2O 6.57t-N2O/年 298 1,958 

うち合成繊維 CO2 7,516t-CO2/年 1 7,516 

合成繊維以外の 

廃プラスチック類 
CO2 46,508t-CO2/年 1 46,508 

産業廃棄物

の焼却 

紙くず又は木くず N2O 0.00t-N2O/年 298 0 

廃プラスチック類 
CO2 4,590t-CO2/年 1 4,590 

N2O 0.31t-N2O/年 298 92 

下水汚泥 
CH4 0.00t-CH4/年 25 0 

N2O 0.09t-N2O/年 298 27 

燃料の使用 
コークス CO2 7,938t-CO2/年 1 7,938 

Ａ重油 CO2 485t-CO2/年 1 485 

電気の使用 CO2 43t-CO2/年 1 43 

合計 － － － 69,160 

注）CO2排出量は小数点第 1位を、CH4及び N2O排出量は小数点第 3位を四捨五入した表記。 

 

表 7.2.12-2 発電に伴う温室効果ガス削減量 

項目 
温室効果

ガス 

温室効果ガス 

種類別削減量 

地球温暖化

係数 

二酸化炭素削減量 

（t-CO2/年） 

発電 CO2 20,440t-CO2/年 1 20,440 

 

（b）廃棄物運搬車両の走行により発生する温室効果ガス 

廃棄物運搬車両の走行により発生する温室効果ガスの排出量は、表 7.2.12-3 に示すとお

り、二酸化炭素換算で 867t-CO2/年と予測される。 

 

表 7.2.12-3 廃棄物運搬車両の走行に伴う温室効果ガス排出量 

項目 
温室効果

ガス 

 温室効果ガス注) 

種類別排出量 

地球温暖化

係数 

二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

燃料の使用 CO2 857t-CO2/年 1 857 

自動車の走行 
CH4 0.03t-CH4/年 25 1 

N2O 0.03t-N2O/年 298 9 

合計 － － － 867 

注）CO2排出量は小数点第 1位を、CH4及び N2O排出量は小数点第 3位を四捨五入した表記。 

 

（２）環境保全措置 

本事業では、廃棄物処理施設の稼働及び廃棄物運搬車両の走行により発生する温室効果ガス

の排出量を抑制するため、以下に示す措置を講じる計画である。 
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【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全措置】 

・低炭素型シャフト炉を採用することで、補助燃料のコークス使用量を第１期施設における

使用量の 1/2に削減する。 

・温室効果ガスの削減のため、廃棄物処理施設で発生した余熱による発電を行う。 

・発電により、場内利用のための買電量を低下させるとともに、余剰電力は売電し、電力会

社の発電量の削減に貢献する。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減のための環境保全措置】 

・計画施設の設備機器、照明や空調設備は、省エネルギー型の採用に努める。 

・廃棄物運搬車両等の関係車両は、アイドリングストップ等のエコドライブを徹底する。 

・今後、バイオマスを本施設に利用することを検討するなど、コークス使用量のさらなる削

減を図っていく。 

（３）評価 

a．環境保全措置の実施の方法 

本事業では、低炭素型シャフト炉を採用することで、補助燃料のコークス使用量を削減する

とともに、廃棄物処理施設の余熱利用による発電を行うことにより、温室効果ガスの排出量を

削減することとしている。さらに、計画施設の設備機器、照明等設備について、省エネルギー

型の採用に努めるほか、廃棄物運搬車両等の関係車両について、アイドリングストップ等のエ

コドライブを徹底する。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響をできる限り低減する

環境保全措置が講じられているものと評価する。 

b．環境保全措置の効果 

（a）発電による削減量の効果 

廃棄物処理施設の発電による削減量は、20,440t-CO2/年であり、これを考慮すると温室効果

ガスの排出量は約 30％削減され、48,720t-CO2/年に抑制される。 

事業者の実行可能な範囲で環境保全措置を実施することにより、温室効果ガスの排出抑制

が図られるものと評価する。 

（b）第１期施設（安房地域 2市 1町を含む）との比較による評価 

計画施設の温室効果ガス排出量の抑制効果を評価するため、第１期施設による温室効果ガ

ス排出量を上記の予測と同じ方法で算出し、廃棄物を 1ｔ焼却する際に排出する温室効果ガ

ス量（t-CO2/廃棄物 1ｔ）について、比較を行った。 

その結果は、表 7.2.12-4に示すとおりである。 

計画施設は、廃棄物 1ｔを焼却する際に排出される温室効果ガス量は 0.41ｔとなっており、

現施設の 0.62ｔと比較し、約 34％削減されている。 
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また、温室効果ガス排出量で見た場合、83,180ｔが 48,720ｔとなり、約 41％削減されてい

る。廃棄物の運搬が遠距離となることによる排出量の増加は小さく、広域処理による温室効

果ガス排出量の削減は図られている。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で環境保全措置を実施することにより、温室効

果ガスの排出抑制が図られるものと評価する。 

 

表 7.2.12-4 第１期施設及び計画施設の温室効果ガスの排出量の比較 

項目 

温室効果ガス 

排出量 

（t-CO2/年） 

廃棄物焼却量 

（t/年） 

廃棄物 1ｔを焼却する注) 

際に排出する 

温室効果ガス量 

（t-CO2/廃棄物 1ｔ） 

第１期施設 

(令和 2年度、安房地域 

2 市 1 町を含む) 

83,180 133,852 0.62 

計画施設 48,720 118,095 0.41 

注）小数点第 3位を四捨五入した表記。 

 

 

 

第8章  環境の保全のための措置 

 

本事業の環境影響評価の過程において検討し、講ずることとした環境保全措置は、「7.2.1 大気

質」～「7.2.12 温室効果ガス等」に示した内容である。 
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監視計画 

 

9.1 事後調査を行うこととした理由 

本事業においては、予測の不確実性が大きいおそれのある場合や効果の程度に係る知見が十分

でない環境保全措置を講じる場合などについて、工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把

握するため、事後調査を実施する。 

また、環境への著しい影響が確認された場合またはそのおそれがある場合には、必要な措置を

講ずることで環境影響を回避し、または低減するものとする。 

なお、事後調査は、「千葉県環境影響評価条例」（平成 10 年 6 月 19 日条例第 26 号）第 39 条に

基づく調査である。 

 

9.2 事後調査の項目及び方法 

9.2.1 工事の実施 

工事の実施における事後調査の項目及び方法等は、表 9.2.1に示すとおりである。 

 

9.2.2 土地又は工作物の存在及び供用 

土地又は工作物の存在及び供用における事後調査の項目及び方法等は、表 9.2.2 に示すとおり

である。 

 

9.3 環境影響の程度が大きいことが明らかとなった場合の方針 

事後調査の結果、環境への著しい影響が確認された場合またはそのおそれがある場合には、関

係機関と連絡をとり、必要な措置を講じるものとする。 

 

9.4 事後調査の結果の公表 

事後調査の結果については、事後調査の進捗状況に応じて、株式会社上総安房クリーンシステ

ムのホームページにおいて公表する。 

 

9.5 事後調査の実施主体等 

事後調査については、株式会社上総安房クリーンシステムが実施する。 
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表 9.2.1 工事の実施における事後調査の項目及び方法等 

調査項目 調査方法等 

環境要素 活動要素 対象項目 調査地点 調査方法 調査期間 

大気質 
建設機械

の稼働 

粉じん 

(降下ばいじん) 

現地調査地点

の 1地点 

重量法（ダストジャー

による採取） 

施工期間において

影響が最大となる

工種の実施期間内

の 1ヶ月 

水質 
工事の 

実施 

濁度、 

水素イオン濃度 

濁水処理施設

排水地点 

濁度計及び pH計による

調査 

施工期間中の濁水

排水時に連続的に

監視 

浮遊物質量、 

有害物質(砒素、

ふっ素) 

同上 

浮遊物質量について

は、濁度を指標として、

相関関係から濃度を把

握する方法、濁度との

相関が認められない有

害物質は、「水質汚濁に

係る環境基準につい

て」（昭和 46 年、環告

第 59 号） 

施工期間中の濁水

排水時に連続的に

濁度を監視、濁度

との相関が認めら

れない有害物質

は、施工期間中、月

に 1回程度分析 

浮遊物質量、 

水素イオン濃度、 

有害物質(砒素、

ふっ素) 

現地調査地点

の 1地点（新富

水路の暗渠管

出口下流。な

お、上流側等の

地点は、透視度

等の現場測定

結果に応じて

適 宜 追 加 す

る。） 

「水質汚濁に係る環境

基準について」（昭和 46

年、環告第 59号） 

4 季各 1 回（施工

期間中の濁水排水

時） 

騒音 

建設機械

の稼働 
騒音レベル(L5) 

現地調査地点

の 2地点 

「騒音に係る環境基準

の評価マニュアル 一

般地域編」（平成 27 年

10 月、環境省）等 

施工期間において

影響が最大となる

時期の 1 日間 

工事用

車両の

走行 

等価騒音レベル

（Leq） 

現地調査地点

の 1地点 

「騒音に係る環境基準

の評価マニュアル 道

路に面する地域編」（平

成 27 年 10月、環境省）

等 

工事用車両の走行

台数が最大となる

時期の 1 日間 

振動 

建設機械

の稼働 
振動レベル(L10) 

現地調査地点

の 2地点 

「振動レベル測定方法

(JIS Z 8735)」等 

施工期間において

影響が最大となる

時期の 1 日間 

工事用

車両の

走行 

振動レベル(L10) 
現地調査地点

の 1地点 

「振動規制法施行規

則」(昭和 51年 11 月、

総理府令第 58号)等 

工事用車両の走行

台数が最大となる

時期の 1 日間 

植物 
工事の 

実施 

移植種（カワヂ

シャ等） 

移植地（緑地内

に整備する湿

性等草地環境） 

移植種の活着状況調

査、環境保全措置（移植

内容等）の取りまとめ 

移植時及び移植後

3 回（概ね移植後 1

週間後、1ヶ月後、

3 ヶ月後） 
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表 9.2.2 土地又は工作物の存在及び供用における事後調査の項目及び方法等 

調査項目 調査方法等 

環境要素 活動要素 対象項目 調査地点 調査方法 調査期間 

大気質 
廃棄物処理

施設の稼働 

二酸化硫黄、 

窒素酸化物、 

浮遊粒子状物質、

塩化水素、水銀、 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

長期平均濃度

予測の最大着

地濃度地点付

近 

表 9.2.3 に示す方法 

施設の稼働が

定常となった

時期から 1年

間(4季、各 7

日間) 

騒音 

廃棄物処理

施設の稼働 
騒音レベル(L5) 

現地調査地点

の 2地点 

「騒音に係る環境基準の

評価マニュアル 一般地

域編」（平成 27 年 10 月、

環境省）等 

施設の稼働が

定常となった

時期の 1 日間 

廃棄物処理

施設の稼働 

超低周波音（G特 

性音圧レベル(LG5) 

等） 

現地調査地点

の 2地点 

「低周波音の測定方法に

関するマニュアル」（平成

12年 10月、環境庁）等 

同上 

振動 
廃棄物処理

施設の稼働 
振動レベル(L10) 

現地調査地点

の 2地点 

「振動レベル測定方法

(JIS Z 8735)」等 
同上 

悪臭 

廃棄物処理

施設の稼働 

(臭気の 

 漏洩) 

特定悪臭物質、 

臭気濃度 

（臭気指数）、 

臭気強度 

対象事業実施

区域の 1 地点 

(調査実施時

の主風向の風

下側の地点) 

「特定悪臭物質の測定の

方法」（昭和 47年 5月、環

告第 9号）、 

「臭気指数及び臭気排出

強度の算定の方法」（平成 7

年 9 月、環告第 63 号）に

示される三点比較式臭袋

法、 

「6段階臭気強度表示法」 

施設の稼働が

定常となった

時期の夏季に

1 回 

植物 
施設の 

存在等 

移植種及びその

他重要な種、地域

の特性を把握す

る上で注目され

る種 

緑地内に整備

する湿性等草

地環境 

移植種等の生育状況調査、 

環境保全措置実施状況の

取りまとめ 

供用後 2 年目

1 年間 

年 3回（3季） 

動物 
施設の 

存在等 

爬虫類、両生類、

昆虫類の重要な

種、地域を特徴付

ける種または指

標性の高い種 

緑地内に整備

する湿性等草

地環境、環境

保全措置実施

箇所 

重要な種等の生息状況調

査、環境保全措置実施状況

の取りまとめ 

供用後 2 年目

1 年間 

年 3回（3季） 
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表 9.2.3 大気質現地調査方法 

調査項目 調査方法 

二酸化硫黄 

浮遊粒子状物質 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年環告第 25号）

に定める方法 

窒素酸化物 
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53年環告第 38号）

に定める方法 

塩化水素 「大気汚染物質測定法指針」（昭和 62年環境庁）に定める方法 

水銀 
「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」 

（平成 11年、環境庁大気保全局大気規制課）に準拠 

ダイオキシン類 
「ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル」（平成 20年

3月、環境省）に定める方法 
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第10章  環境影響の総合的な評価 

 

本環境影響評価では、本事業による事業特性及び地域特性を勘案し、「大気質」、「水質」、「騒音

及び超低周波音」、「振動」、「悪臭」、「土壌」、「植物」、「動物」、「景観」、「廃棄物」、「残土」及び

「温室効果ガス等」の 12 項目の環境要素を対象に、計画段階での環境保全措置を勘案して調査、

予測及び評価を行った。 

また、「第 9章 監視計画」に記載した事後調査を実施し、本事業に係る工事の実施中及び供用

時の環境の状況を把握し、環境への著しい影響が確認された場合またはそのおそれがある場合は、

必要な措置を講じることで環境影響を回避し、または低減するものとしている。 

以上のことから、本事業は、事業者の実行可能な範囲において、対象事業の実施に伴う環境影

響についてできる限り回避または低減等が図られているものであると評価する。 

 

 

 

第11章  委託の状況 

 

本事業に係る環境影響評価は、以下に記載のものに委託して行った。 

 

11.1 受託者の名称及び代表者の氏名 

受託者の名称：一般財団法人 千葉県環境財団 

代表者の氏名：理事長 葉岡部 循一 

 

11.2 受託者の主たる事務所の所在地 

千葉県千葉市中央区中央港一丁目 11番 1号 
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資料1 事業計画関連 

 

1.1 第１期君津地域広域廃棄物処理事業の現況 

1.1.1 事業概要 

株式会社かずさクリ－ンシステムにおいて、可燃ごみとして収集されたもののほか、資源選別

後の多様なごみを高温(1,700～1,800℃)で溶融し、ごみ質の変動に左右されない安定した操業が

行われている。 

 

表 1.1 株式会社かずさクリ－ンシステムの事業概要 

設立 平成 10年 12月 

資本金、出資者 

20 億円 

君津地域 4市、日鉄エンジニアリング㈱、㈱鹿島環

境エンジニアリング、㈱市川環境エンジニアリング 

事業内容 

君津地域 4市から排出される一般廃棄物、 

条例で受け入れている産業廃棄物、 

及び日本製鉄㈱東日本製鉄所君津地区から排出さ

れる産業廃棄物・一般廃棄物の中間処理 

ごみ処理方式 シャフト炉式ガス化溶融炉 

施設規模 450t/日 
第 1工場：100t/日×2 炉 

第 2工場：125t/日×2 炉 

施設名称 君津地域広域廃棄物処理施設 

所在地 千葉県木更津市新港 17番 2 

 

1.1.2 ごみ処理実績等 

直近 5年のごみ処理実績等は、表 1.2に示すとおりである。なお、発生するスラグ・メタルは、

シャフト炉式ガス化溶融処理の採用により、全量資源化されており、JIS（日本産業規格）を取得

し、工業製品を生産できる施設となっている。さらに、発生する集じん灰（溶融飛灰）の量は、ご

み搬入量の 3％台に抑えられている。 

他の処理方式では、5％から 10％程度の発生であり、最終処分量の削減に成果が見られている。 

 

表 1.2 株式会社かずさクリ－ンシステムの処理実績等 
(単位：t) 

項目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

4 市合計 

搬入ごみ量：Ⓐ 108,449 111,329 111,090 112,934 118,217 

搬 

出 

量 

スラグ 9,213 13,250 9,926 10,480 12,052 

メタル 1,513 1,629 1,993 2,407 2,726 

資源化量合計：Ⓑ 10,726 14,879 11,919 12,887 14,778 

資源化率：Ⓑ/Ⓐ(％) 9.89 13.36 10.73 11.41 12.50 

溶融飛灰：Ⓒ 3,586 4,011 3,884 4,311 4,523 

減容率：Ⓒ/Ⓐ(％) 3.31 3.60 3.50 3.82 3.83 
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1.1.3 環境保全 

地元自治体と環境保全協定を締結し、排ガス等について、法令で示される基準値よりさらに厳

しい値で管理を行い、環境に配慮した処理が行われている。 

 

1.2 安房地域 2市 1町のごみ処理実績 

安房地域 2市 1町（鴨川市、南房総市、鋸南町）の直近 5年のごみ処理実績（焼却総量等）は、

表 1.3に示すとおりであり、毎年度、27,000t程度のごみを焼却している。 

発生する焼却残渣の量は、ごみ搬入量の 6～12％となっている。 

 

表 1.3 安房地域 2市 1町の処理実績 
(単位：t) 

項目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

2 市 1 町

合計 

焼却総量：Ⓐ 27,710 26,930 26,766 26,521 27,422 

搬

出

量 

焼却残渣埋立量：Ⓑ 2,565 2,314 2,447 1,697 3,161 

減容率：Ⓑ/Ⓐ(％) 9.26 8.59 9.14 6.40 11.5 
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1.3 7自治体におけるごみ処理フロー 

7自治体のごみ処理フローを図 1.1～図 1.6に示す。なお鋸南町は南房総市に含まれる。 

君津地域 4 市（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市）は現状のごみ処理フローと変化はほぼ

なく、ごみ搬入の行先が現況のかずさクリーンシステムから新設の上総安房クリーンシステムに

変わることになる。安房地域 2 市 1 町（鴨川市、南房総市、鋸南町）は広域化にあたりごみ搬入

の行き先が上総安房クリーンシステムになることから中継施設などを検討している。 

 

 
出典「木更津市一般廃棄物処理基本計画（平成 29年 3月）」 

 

図 1.1 木更津市におけるごみ処理フロー図 
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出典「君津市一般廃棄物処理基本計画（平成 31年 3月）」 

 

図 1.2 君津市におけるごみ処理フロー図 

 

 
出典「富津市一般廃棄物処理基本計画（平成 22年 3月）」 

 

図 1.3 富津市におけるごみ処理フロー図 
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出典「袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画」（令和 2年 3月） 

 

図 1.4 袖ケ浦市におけるごみ処理フロー図 
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出典「鴨川市一般廃棄物処理基本計画（令和 2年 3月）」 

 

図 1.5 鴨川市におけるごみ処理フロー図 
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出典「南房総市一般廃棄物処理基本計画」（平成 24年 3月） 

 

図 1.6 南房総市（鋸南町を含む）におけるごみ処理フロー図 
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1.4 各市町から本施設までの廃棄物主要搬入経路と搬入車両台数 

 

  

鴨川清掃センター 

南房総市・鋸南町 

（6台/日） 

富津市環境センター 

君津市リサイクルプラザ 

袖ケ浦クリーンセンター 

木更津市クリーンセンター 

鋸南町 

鴨川市 

（6台/日） 

㈱ｴｺｾﾝﾀｰ鴨川 

富津市 

（22台/日） 

君津市 

（42台/日） 

木更津市 

（117台/日） 

袖ケ浦市 

（9台/日） 

●IC 

IC● 

※中間処理施設 

は設置検討中 

館山自動車道 

国道 16号 

木更津南JC 
● 

主要地方道木更津富津線 

大貫青堀線→ 

二間塚汐入線→ 

汐入線 

（12台/日） 

（17台/日） 

（180台/日） 

（181台/日） 

①(4台/日) ②(1台/日) 

※( )の数値は日平均台数(片道)を示す。 

図 1.7 廃棄物主要搬入ルートと車両台数 
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1.5 第１期事業及び第２期事業の施設の概要 

本事業において設置する施設及び第１期事業の施設の概要は、表 1.4に示すとおりである。 

 

表 1.4 第１期事業及び第２期事業の施設の概要 

項目 第２期事業 
第１期事業 

第 1工場 第 2工場 

溶融施設 

処理能力 
486t/日 

（162t/日×3炉） 

200t/日 

（100t/日×2炉） 

250t/日 

（125t/日×2炉） 

炉形式 
シャフト炉式 

ガス化溶融炉 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 

 
乾きガス量 

最大 38,280㎥N/h 20,260㎥N/h 30,960㎥N/h 

排出ガス量 
通常 25,410㎥N/h 18,800㎥N/h 25,410㎥N/h 

湿りガス量 
最大 44,640㎥N/h 25,130㎥N/h 37,020㎥N/h 

 通常 32,340㎥N/h 23,400㎥N/h 31,400㎥N/h 

公
害
防
止
に
係
る
自
主
基
準
値 

排

出

ガ

ス

濃

度 

ばいじん 0.01g/㎥N以下 0.01g/㎥N以下 0.01g/㎥N以下 

硫黄酸化物 20ppm 以下 20ppm 以下 20ppm 以下 

窒素酸化物 30ppm以下 30ppm 以下 30ppm 以下 

塩化水素 30ppm 以下 30ppm 以下 30ppm 以下 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/㎥N以下 0.1ng-TEQ/㎥N以下 0.1ng-TEQ/㎥N以下 

水銀 30µg/㎥N以下 50µg/㎥ N以下 50µg/㎥ N以下 

騒

音 

朝(6時～8時) 65dB以下 65dB以下 65dB以下 

昼間(8時～19時) 70dB以下 70dB以下 70dB以下 

夕(19 時～22時) 65dB以下 65dB以下 65dB以下 

夜間(22時～6時) 60dB以下 60dB以下 60dB以下 

振

動 

昼間(8時～19時) 65dB以下 65dB以下 65dB以下 

夜間(19時～8時) 60dB以下 60dB以下 60dB以下 

悪

臭 

特定悪臭

物質濃度 

敷地境界、

排出口 

悪臭防止法で 

定める規制基準 

悪臭防止法で 

定める規制基準 

悪臭防止法で 

定める規制基準 

臭気指数 
敷地境界 13以下 13 以下 13 以下 

排出口 33以下 33 以下 33 以下 

利用余熱 
発電（発電効率） 有（23％） 有（12％） 有（12％） 

施設内電気利用 有 有 有 

煙突高さ 59ｍ 40ｍ 40ｍ 
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1.6 県内自治体の廃棄物処理施設における煙突 

 

表1.5 過去10年以内（2011～2020年度）に竣工、または今後竣工予定の廃棄物処理施設の煙突高さ 

自治体名 施設名 処理方式 

施設規模 
煙突 

高さ 
竣工 

(ｔ/日) 
1炉当たり 炉数 

(ｍ) 年 月 
ｔ/日･炉 (炉) 

成田市・富里市 
成田富里いずみ 

清掃工場 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
212 106 2 59 2012 10 

船橋市 北部清掃工場 ストーカ炉 381 127 3 80 2017 3 

船橋市 南部清掃工場 ストーカ炉 339 113 3 59 2020 3 

東総地区広域市町村

圏事務組合 
広域ごみ処理施設 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
198 99 2 59 2020 3 

我孫子市 可燃ごみ処理施設 ストーカ炉 120 60 2 59 2022 3 

千葉市 北谷津清掃工場 
シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
585 195 3 130 2026 3 

市川市 
市川市次期 

クリーンセンター 
ストーカ炉 約440 約147 3 90  未定注) 

木更津市、君津市、 

富津市、袖ケ浦市、 

鴨川市、南房総市、 

鋸南町 

《本計画施設》 

第2期君津地域広域

廃棄物処理施設 

シャフト炉式 

ガス化溶融炉 
486 162 3 59 2027 3 

注）2024 年度の稼働を目指していたが、2020 東京オリンピック・パラリンピックなどの影響により建設費が高騰し

たことなどを理由に 2018年 11月、事業の一旦延期を決定。 
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1.7 低炭素型シャフト炉の概要 

 

低炭素型シャフト炉の概要を図 1.8に示す。 

低炭素型シャフト炉は、従来のシャフト炉式ガス化溶融炉において、ごみの乾燥・熱分解を担

っている上部送風機構を改良してシャフト下部全面から均一送風を指向したものであり、シャフ

ト部をより均一に熱ガスが通過することで炉内のごみとの熱交換率を向上させている。 

従来型のシャフト炉では、羽口からの送風を炉の水平断面の中心部まで均一に通過させること

は難しい場合があり、水分が残ったごみが炉下部に持ち込まれ、水分乾燥のためにコークスを多

く必要とすることがあった。これに対して低炭素型シャフト炉では、シャフト下部全面からの均

一送風によりごみとの熱交換効率が大きく向上している上、このエリアの燃焼温度に応じて炉下

部へのごみの供給速度や送風量を適正化することができる。 

これにより、ごみは十分に乾燥・熱分解された状態で炉下部に供給されるため、水分乾燥のた

めに余剰のコークスを必要とせず、灰分の溶融のために必要な量だけのコークスがあれば良い。 

炉下部においてごみの灰分は完全溶融され、従来型シャフト炉と同様、高い品質のスラグ・メ

タルが排出される。低炭素型シャフト炉では、破砕・選別などの前処理が不要で多様なごみ質に

対応し、かつ、再利用可能なスラグ・ メタルを得ることができる従来型シャフト炉の特徴を維持

しながら、大幅なコークス比の削減を実現している。 

  

 

図 1.8 低炭素型シャフト炉の概要 
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1.8 かずさクリーンシステム等のごみ質分析結果 

 

表 1.6 ごみ質分析結果 

 

  

株式会社かずさクリーンシステムごみ質分析結果

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

6/11 9/4 12/10 3/5 6/4 9/2 12/2 3/5 6/11 9/11 12/11 3/10 6/16 9/14 12/20 3/22

ごみ質 　　水　 分 （湿％） 51.9 44.4 51.1 39.3 43.7 39.9 50.8 40.2 33.7 44.1 42.9 30.5 42.5 38.2 34.0 44.0

（湿％）
　　可燃分

（湿％）
40.8 47.1 41.2 55.0 49.8 52.7 45.1 51.8 57.3 49.9 51.7 56.7 49.5 53.5 54.5 51.0

　　灰　 分
（湿％）

7.3 8.5 7.7 5.7 6.5 7.4 4.1 8.0 9.0 6.0 5.4 12.8 8.0 8.3 11.5 5.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ごみ 　紙･布類
（乾％）

32.4 36.8 45.8 40.8 47.9 39.6 32.4 64.1 62.4 46.6 53.7 33.9 39.3 39.0 64.2 50.1

組成 　ﾋﾞﾆｰﾙ他
（乾％）

22.3 27.0 22.5 38.7 28.9 45.4 40.2 21.3 21.8 26.4 31.9 29.3 30.1 42.3 22.4 31.4

（乾％） 　木竹ワラ （乾％） 15.1 10.4 10.9 7.9 12.5 1.9 13.6 0.9 4.6 20.0 0.5 6.7 12.4 9.3 2.7 7.0

　厨芥類 （乾％） 13.3 10.0 7.6 7.9 4.0 10.8 8.1 8.4 1.8 0.9 7.7 15.5 5.5 1.6 3.8 10.7

　不燃物 （乾％） 2.8 4.0 3.3 1.6 2.2 0.6 1.5 3.6 2.7 1.3 2.9 14.0 7.0 1.0 3.2 0.8

　その他
（乾％）

14.1 11.8 9.9 3.1 4.5 1.7 4.2 1.7 6.7 4.8 3.3 0.6 5.7 6.8 3.7 0.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

可燃分 C （湿％） 22.7 27.1 23.7 32.6 26.8 34.6 28.4 24.7 28.4 27.9 31.8 31.9 30.9 31.4 30.1 28.6

元素 O
（湿％）

13.6 14.6 13.0 15.4 17.0 11.0 10.1 22.8 24.2 15.8 13.4 19.3 11.9 17.9 18.9 16.3

組成 H （湿％） 3.88 4.92 4.27 6.09 5.58 6.46 6.18 3.4 4.10 5.90 6.18 5.0 6.15 3.52 5.12 5.8

（湿％） N （湿％） 0.56 0.31 0.23 0.40 0.29 0.54 0.19 0.41 0.28 0.23 0.22 0.36 0.50 0.54 0.38 0.22

S （湿％） 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Cl
（湿％）

0.11 0.17 0.04 0.48 0.12 0.13 0.19 0.44 0.32 0.08 0.12 0.10 0.09 0.13 0.03 0.10

計 40.9 47.1 41.2 55.0 49.8 52.7 45.1 51.8 57.3 49.9 51.7 56.7 49.6 53.5 54.5 51.0

発熱量 （実測）   Kcal/ｋｇ 1,860 2,260 1,790 3,070 2,540 2,210 2,190 2,050 2,400 2,350 2,600 2,540 2,510 2,420 2,400 2,350

（計算）   Kcal/ｋｇ 1,520 1,850 1,550 2,240 1,980 2,130 1,720 2,090 2,380 1,980 2,070 2,370 1,970 2,180 2,250 2,030

    嵩比重   Kg/m3 161 128 171 67 124 79 173 117 147 173 94 150 122 115 73 160

    逆算灰分割合 （湿％）

鴨川市ごみ質分析結果

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

ごみ質 　　水　 分 （湿％）

（湿％）
　　可燃分

（湿％）

　　灰　 分 （湿％）

計

鋸南地区組合（南房総市、鋸南町）ごみ質分析結果

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

ごみ質 　　水　 分 （湿％）

（湿％） 　　可燃分 （湿％）

　　灰　 分 （湿％）

計

12.1 9.8 13.5 11.2

41.9

100.0

45.6 38.0 50.2

46.1 49.5 42.9

8.3

45.5

12.6 12.5 6.9

100.0 100.0 100.0

52.6 52.0 59.1 50.8

100.0 100.0 100.0 100.0

40.5 41.5 35.2 42.9

6.9 6.5 5.7 6.3
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1.9 事故又は災害等の不測の事態が発生し、燃焼室が停止した場合の処理フロー 

 

ガス化溶融炉：①③炉内に不活性ガス（窒素ガス）を充填して熱分解反応及びコークス燃焼を停止 

②④押込送風機を停止し炉内への空気と酸素の供給を停止 

共 通 系 ：⑤非常給水装置を作動し、各機器を冷却 

燃 焼 室 ：⑥燃焼室へ空気を供給して燃焼室内を空気置換パージ 

       ⑦燃焼室への燃料供給を停止 

 

 

図 1.9 燃焼室が停止した場合の処理フロー 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書に掲載した地図は、地理院タイルを背景に項目を追記して掲載したものである。 

 


