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第３回「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」策定委員会議事録 

 

                日 時：平成１９年６月７日（木）午後３時～  

              場 所：オークラ千葉ホテル 「ウィンザー」  
 

【進行】 

 それでは、時間がまいりましたので、ただ今より第３回「エネルギーフロントラン

ナーちば推進戦略」策定委員会を始めさせていただきたいと思います。 
 本日は、お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございました。会議に先立

ちまして、私どもの堂本知事より一言御挨拶申し上げたいと思います。 
 
【堂本千葉県知事】 

 本当にうれしゅうございます。今、橘川先生が「やっとここまで来ましたね。」と

おっしゃいましたけれども、前回のお集まりいただいた時から考えますと、ずいぶん

と、途中御検討いただいて前進をしたのだと思います。競争力強化とそれから地域と

の共生、この２つを柱にして、それぞれ具体的な取組方向を御提案いただいておりま

す。その際、皆さんからいただいた御意見と、企業の担当の方々によるワーキンググ

ループでの検討を踏まえて、本日の戦略案を作成させていただいて、やっとお示しで

きるところまで進んでまいりました。 初は、国と県とが一緒にやるのだから、これ

はとてもいいシステムだというふうに皆様おっしゃってくださいましたけれども、果

たして本当にこれが実行の段階にまで合意できるのか、あるいは何か、とにかく小さ

くてもスタートできるのかと思っておりましたけれども、ワーキンググループの皆様

は、大変熱心に議論をしてくださって、先行プロジェクトの枠組みを含めてここまで

やっと出来上がったのかなと思っております。大きなテーマである「連携」が進む土

壌ができ上がったのは大変うれしいと思っております。そして、おそらく日本では初

めてのケースになるかと思いますが、今見ていただいた写真ですね、空から見ている

と、ああやっぱりこれだけ大きいコンビナート群というのは、まあ、なかなかないだ

ろうなというふうに思いましたし、その中で、もし連携が取れるのなら、どんなにい

いことだろうと思いながら、空から、上から失礼ですが、ずっと眺めさせていただい

てまいりました。本当に１つずつ、大変ですけれども、液化天然ガスの冷熱の利用、

それから重質留分の活用など競争力強化、それから、もう１つは二酸化炭素の削減で

ございます。今日の報道ですと、総理は盛んに、日本は２０５０年までにＣＯ２を半

減するのだということをＥＵと一緒にイニシアティブを、Ｇ８サミットで提言をして

おられるようですけれども、そういったような時期にこういう形での温暖化対策が取

れるということは日本の国としても大変前向きなことではないかなというふうに私

は思っております。 
 他に地域との共生の分野でございますけれども、産業観光の取組について、今年の

ディスティネーションキャンペーンでも希望がございました。やはり、若い人たちに、

もう少し産業の魅力というのを知ってもらうということ、そこに夢を、あるいは志を
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持ってもらうということも大変大事なことではないかというふうに思っております。

そういったことで、これからまだ観光の分野を続けてまいりますけれど、その時に、

やはりそういった皆様の工場、なんらかの形で見学をさせたい。させていただいたり、

あるいは教育面での御協力をいただくようなことで、もし、うまくそれが機能するよ

うになれば、子どもたちがもっともっと仕事の魅力を京葉コンビナートの中で見出す

のではないかと思っております。あと、多様な水環境と、それから今の千葉の温暖な

気候、そういったものに恵まれていますので、県では、生物多様性を失わないように、

劣化している多様性をできるだけ劣化させないための戦略に取り組んでおります。千

葉の里山、森づくり、そういったようなことで社会貢献の領域で、あるいは、その工

場内の緑化率を１０％に引き下げたことの、もし結果としてそのようなことが実現さ

せていただいたら嬉しいと思っております。 
 安部総理は、盛んに中国、インドを含めたＣＯ２排出国を巻き込んでというふうに

おっしゃっていますけれども、Ｇ８は北海道で行われることになりましたけれども、

Ｇ２０と申します、中国、インドあるいは韓国など今までの途上国と言われていた

国々、今、アメリカがトップで２番目が中国でございますけれども、そういった国を

集めたＧ２０、２０カ国の閣僚の会議というのは来年の春に幕張で行われることが決

まりました。私ども、手を挙げていたわけではないのですけれども、国会中でもあり、

総理大臣ができるだけ参加できるようなとこということでお選びになったようで、私

は途端にこのフロントランナーのプロジェクトを思い出しまして、こちらのことを知

っていてお選びになったのかなあと思ったりもしましたけれども、タイムリーなこと

だなあと思っております。 
 これから、いよいよスタートを切ることができましたら、やはりそれが日本のエネ

ルギーの省エネの領域、あるいは新エネルギーの領域でリーダーシップを取っていく

ことができれば、こういったＧ２０の時なんかにも大変参考になるのではないかとす

らちょっと思ったりもいたしております。で、戦略の詳細につきましては、事務局の

方から御説明ということでございますけれども、県庁内にはワンストップでの推進組

織を設置して、そして強力に取り組んでいきたいと思っております。 
 今日は、共同宣言をさせていただきたい。企業の皆様をはじめ経済産業省からの御

参加もありまして、こういった形での報告が出来上がることを大変嬉しく思っており

ます。これからも忌憚のない御意見を伺いながら、形式ではなくて実を取って行くと

いうことで、このフロントランナーのプロジェクトを続けさせていただけたらと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 
【進行】 

 続きまして、本日の配布資料の御確認をお願いしたいと思います。お手元に配布資

料リストがございますが、まず本日の策定委員会の次第、それから配席図、それから

委員名簿があるかと思います。配布資料の方でございますが、資料１でエネルギーフ

ロントランナーちば推進戦略の概要、Ａ３横の紙でございます。それから資料２、こ

れはＡ４の冊子になってございますけれども、ちば戦略（案）でございます。資料３
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でございますが、エネルギーフロントランナーちば推進戦略の展開について、Ａ３横

版の１枚紙になってございます。資料４でございますが、先行プロジェクトの概要、

Ａ４の裏面にも印刷してございますが、３枚紙全部で６ページの資料でございます。

それから先ほど知事からもございましたとおり、資料５としまして共同宣言の案、Ａ

３の横紙で共同宣言の案文をお付けしてございます。資料は以上でございますが、欠

落などはございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 
 それでは、引き続きではございますが、本日の策定委員会は午後５時までぐらいを

予定にしております。１７時を目途に終了いたしまして、その後ですね、このホテル

の２階のカトレアという部屋で記者会見を開催することを予定しております。橘川委

員長、それから私どもの堂本知事、経済産業省の上田部長から記者会見で本日の結果

発表をさせていただくという段取りで進めて行きたいと思います。それから本日の御

出席の皆様方ですが、先ほど申し上げました資料で代えさせていただきたいと思いま

す。ただ、本日御出席の予定でございました東京大学名誉教授の吉田先生でございま

すが、急きょ所要で御欠席という連絡を頂戴しております。それでは議事に入りたい

と思いますので、以後の進行は橘川委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 
 
【橘川委員長】 

 橘川です。よろしくお願いいたします。簡単に一言だけ 初にしゃべらせていただ

きますけれども、私たち経済学の立場から、地域が非常に重要だということで、地域

を調べるときの１つの大きな指標は付加価値がどこが高いかということで、一人当た

りの工業生産高を見るわけですけれども、全国一は山口県で、二番目は千葉県です。

ベスト１０を見ますと、１０位までのうち７つがコンビナートのある県ですね。今ま

で、コンビナートはどちらかというと公害問題で注目されたり、あるいは装置産業で

すので、雇用効果が少ないんじゃないか、実際は補修を入れるとかなり効果があると

思うんですけれども、ということで、やや冷たい目といいますか、で見られてきたわ

けです。全国回って知事の方にお話を聞いても、ハイテクとは言われるのですけれど

も、コンビナートと言われる方は非常に少なかったわけですけれども、まさにお隣に

知事がいらして、このコンビナートの問題を、これだけ大きなプロジェクトが動き出

そうとしているということは、非常にこの日本経済全体にとって重要性がある、大事

なことだと思います。それは千葉が大きいからなのですが、大きいから逆に問題もあ

りまして、リファイナリーが４つあって、エチレンセンターが５つある、そして世界

と競争している鉄鋼会社が２ついて、東京湾に天然ガスのパイプを通している会社が

２つもある。そのうちの１つの会社は発電所を５つも持っている。千葉の中だけでこ

れだけ複雑な要因があるわけですから、調整コストはべらぼうに大きくなってしまう

んですね。そこが１つの壁だったと思うのですけれども、ＲＩＮＧ等の取組の中で、

その壁が徐々に取り外されてここに来たのだと思います。ですから、この流れという

のはもちろん千葉のためでもあるし、各企業のためでもあるわけですけれども、この

枠組みというのは、たぶん日本全国に広がっていくと思います。例えば、ＲＩＮＧに
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乗ることができなかった四日市のコンビナートも、千葉の方式であれば十分に同じよ

うなことができると思いますので、まさにフロントランナーだと思いますけれども、

千葉から始まる話は日本の競争力強化につながっていく、そういう話になるのではな

いか、ということで、今日はそのプランを発表できる日が来たということをとても喜

んでいます。ということで、よろしくお願いいたします。 
 それでは、早速議事次第に基づきまして、時間も限られておりますので議事に入ら

せていただきます。大きく２つに分かれておりまして、１つはエネルギーフロントラ

ンナーちば推進戦略の発表、そして二番目にその戦略をどうやって展開していくのか、

という２つのテーマからなっておりますけれども、これを一括しまして事務局から説

明させていただきます。それでは、麻生産業振興課長、よろしくおねがいいたします。 
 
【麻生産業振興課長】 

 産業振興課長の麻生でございます。よろしくお願いします。それでは、まず戦略の

概要について御説明いたしますが、資料の１と資料の２を御覧ください。資料の２が

戦略の本文でございます。中間取りまとめを集約化して、６０ページの資料としてま

とめてございます。その概要をまとめたものが資料１でございますので、資料１に基

づきまして私の方から戦略の概要について御説明をいたします。 
 まず戦略の目的でございますが、すでに知事、橘川委員長のあいさつの中にありま

したように、京葉臨海コンビナート地域は世界 大規模のエネルギー・素材産業の集

積地でございまして、ここに立地されます石油化学、石油精製、鉄鋼、エネルギー各

社、この連携共同によりまして省エネ、省資源と競争力強化、更には周辺地域との調

和を目指して持続的に発展していくコンビナートを目指そうという、そうした試みで

ございます。これを実現するためのいくつかの課題ということで、その２、３と整理

してございますが、１つは何と言っても競争力の強化ということでございまして、企

業間連携による例えば既存設備の共有化とか、重質留分の処理能力の強化とか、ある

いはエネルギーの共有化、あるいは副生成物の相互融通といった手法で競争力強化を

図っていくことがまず大事であろう、これを実現するために、企業間連携によって省

資源、省エネを進めるとともに、地域との共生を進めていくということでございます。

第１回の策定委員会で橘川委員長がまさに適切な言葉で表現されたように、内なる連

携と外との連携という２つの連携を両輪として、こうした経済と環境の両立、地域と

の共生というのを進めていこうというのがこの戦略の目的でございます。 
 具体的取組方法として、競争力強化に向けた取組と地域共生による取組、２つの方

向性でいくつか整理してございます。 
 まず、競争力強化に向けた取組でございますが、省エネ効果の高い分野を重点４分

野と言っておりますが、重点４分野を含めた５つの取組方向としてまとめてございま

す。 
 まず 初は、冷熱の活用ということでございます。ＬＮＧタンク、袖ケ浦にあるわ

けですが、これは世界 大規模の貯蔵能力を誇っているわけでございますが、このＬ

ＮＧにつきましては、利用する際には常温化して気化していくということでございま
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すので、周りから熱を奪って暖めていくと、その時に発生する排熱エネルギー、冷熱

というように言っておりますけれど、この冷熱を使ってエネルギー効率を高めましょ

うという、そういう取組でございます。具体化する際には、連続運転とか輸送距離等

が課題として出てくるわけでございますけれども、こうした課題を乗り越えて、エネ

ルギーの効率を図るための試みとして２つの取組方向を整理してございます。１つは、

エチレン、生産時は高温のガスでございますが、これ出荷するのに液化する必要がご

ざいますので、そうした液化のために、あるいは出荷の形にするために、この冷熱を

使っていくというアイデア、それからもう１つは、これを使って工場各所で必要とな

ります冷却水等の生産等々に使っていったらどうかというアイデアで整理してござ

います。 
 それから、次の熱電の活用、共用でございますけれども、コンビナート各社におき

ましては、さまざまな所で小規模のボイラー等が活用されておりまして、電力を作っ

たり熱を作ったりという、そうしたボイラーがあるわけでございますけれども、相対

的に見ますと小規模で老朽化しているということでございますので、これを企業間連

携によりまして、より効率的な供給システムを作っていくというのが目的でございま

す。少し集約化して大規模な高効率の熱源施設を共同設置、共同運営していくという

アイデア、それから近くの火力発電所、大きな熱も発生しているわけでございますけ

れども、これのリニューアルに合わせて大規模な蒸気発生装置を併設し、この蒸気を

コンビナート内で相互融通していく、そうした試みで整理しているわけでございます。 
 それから３つ目、重質留分の活用でございます。重質留分、石油製品の市場を見ま

すと 近はガソリンとか軽油といった軽質油への需用シフトが起こっているわけで

ございまして、そうした面ではコンビナートで発生します重油とか、あるいは重質残

渣とかというのをより有効に活用するというのが、大きなテーマになってくるわけで

ございまして、それについてはコンビナートで発生している重質残渣をより有効にエ

ネルギー源等々に活用していくための例えば環境調和型の新しいボイラーの共同設

置、共同運用、あるいは重質留分を更に分解をして有効成分を取り出していくという

重油分解プロセスのある意味では生産プロセスでの改善でございますが、そうしたア

イデア。それから、出てきた重質残渣を製鐵所のコークスの代替材料として使ってい

くというアイデア、こうした方向で取りまとめております。 
 それから重点分野の４つ目になりますが、水素の活用というのがございます。水素

につきましては、石油精製、石化におきましては、脱硫装置等でいろいろ水素を使っ

ておりますので、各社それぞれ水素を作りながら対応しているわけでございますし、

また、鉄鋼各社さんにおきましては、コークス炉ガスの中に大量の副生ガスとしての

水素が含まれているわけでございます。こうした状況の中で、各社ごとには水素のポ

ジションは若干ショート、ロングいろいろございますけれども、それを企業間連携の

中で総合的に集約化し、供給するということで各企業間の過不足を調整していく、よ

り効率的なシステムを作っていくというようなことを目論んでいるわけでございま

す。そのための、例えば現在ＲＩＮＧ３で一部こうした高効率の水素の発生とか活用

の方向について、研究開発が進められておりますけれども、そうした成果を踏まえな
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がら、更に今申し上げました相互融通のための供給インフラの整備等々の方向性を整

理してございます。 
 以上、重点４分野に加えまして、５つ目として私ども県としても一生懸命にやらな

ければいけないその他の競争力強化のための取組ということで、ここでは規制緩和、

それから共同配管用地、あるいはバースの共有化といったロジスティック施設の共同

化、それから工業用水の事業の効率化の検討、それからコンビナートでの中核人材、

オペレーション人材等の育成、等々についても主体的に取り組んでいくということで

整理してございます。以上が、競争力強化に向けた取組でございます。 
次に、右の方にまいりますと、地域共生の取組ということで整理してございます。

ここでは、大きな取組として、４本柱で整理させていただいております。１つ目は、

省エネ・環境調和型地域づくりということでございまして、今申し上げました競争力

強化の取組と併せた地域共生の取組ということでございまして、これはある面では企

業さんの存在、あるいは企業さんの事業展開が地域の課題解決とか環境対策にそのま

まつながっていくというような、ある面では、地域あるいは地域住民の皆さんと企業

の皆さん、それぞれが相乗効果を発揮するような、そういう取組でございます。 
 １つ目としては、さっき申し上げました環境調和型ボイラー、これについは重質残

渣を燃料として効率的なエネルギーを発生させていくということにしておりますが、

併せて地域のバイオマス資源について混焼して、地域のバイオマス資源の利活用を促

進していくという、そうした新しい形のボイラーとして設置していこうということで

ございます。 
 それから２つ目の水素エネルギーの地域への供給につきましては、コンビナートサ

イドにおきまして、豊かな水素の供給ポテンシャルを持ってございます。供給余力も

ございますし、また、地域によっては水素ステーションといったインフラの整備が進

んでおりますので、そうした供給サイドのポテンシャルを活かして、来るべき水素エ

ネルギー社会の実現への貢献のために、多様な水素の需要モデルを作っていくという

ようなことを考えていきたいと思っております。下にポンチ絵のイメージがあります

が、民生用燃料電池、あるいは燃料電池自動車、あるいは列車等々を踏まえて、でき

る限り多様な水素需用モデルを作っていくということを考えてございます。 
 それから２つ目、産業観光、環境教育、実践型教育推進のモデル地域づくりという

ことでございます。これにつきましては、コンビナート各社さん、すでに世界 高水

準の技術をお持ちになっておられますし、また、今回の戦略で新しい省エネシステム

を導入していくことになります。それから企業さんの中には、新エネルギーの導入に

ついても熱心な企業さんもおられるわけでございますので、そうした状況を踏まえて、

そうした産業施設あるいは技術を観光資源あるいは教育資源として磨き上げて、地域

の例えば環境教育、産業観光、あるいは実践型教育の場として提供していくという、

そうした取組でございます。これには、各企業さんの資源を調査しながら、それらを

ネットワーク化するための組織運営、そうしたことについて工夫していく必要がござ

いますけれども、そうしたことを総合的に取組ながら、この地域を各社ごとの展示の

場ではなくて、面として広がった拠点ゾーンとして整備していくというようなことを
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考えているところでございます。 
 それから３つ目、地域環境、エネルギー、生物資源等の学術研究拠点の形成でござ

いますが、これは県が整備しております「かずさアカデミアパーク」の中にＤＮＡ研

究所というのがあるのですが、バイオテクノロジーの世界的研究成果を上げている研

究機関でございますが、ここに本年４月から東京大学が地球環境の研究室を設けてご

ざいます。東京大学におきましては、そこで大型の環境整備実験施設「バイオーム」

と呼んでおりますが、こうした実験ツールを整備しながら地球環境の総合的な研究拠

点として大きく育てて行きたいという、そういう計画を持っているわけでございます

ので、私どもとしては、ＤＮＡ研究所が有しているバイオテクノロジーと環境を融合

した新しい学問領域の国際研究拠点を作っていこうというふうに考えてございます

ので、そうした研究拠点の整備に併せまして皆様方に技術提供、あるいは皆様方との

共同研究を、あるいは地域との共生等を考えていこうというようなことを目指してい

るものでございます。 
 地域共生の 後でございますが、４つ目、人、自然、文化の調和、共存を支える「千

葉の里山、森づくり」でございます。千葉県には様々な自然資源、あるいは生活文化

の多様な資源がございます。こうした多様性に着目をして、これらを保全再生する、

そうした地域づくりを進めるということが重要でございまして、この取組につきまし

て、本日御参加のコンビナート地域１１社の皆さんの後押しを受けながら、県民、Ｎ

ＰＯ、企業あるいは行政機関等が連携しながら、新しい、こうした地域づくりを進め

ていくというような取組でございます。 
 以上、戦略の概要について御説明いたしました。 
 引き続き、戦略の展開について申し上げます。資料は、資料の３、Ａ３版の資料の

３、それからＡ４版の資料の４でございます。資料の３につきましては、私の方から

概略を説明し、資料の４につきましては、個々の具体的なプロジェクトについて、少

し詳細な資料がございますので、これにつきましては、分科会で取りまとめいただか

れた代表企業さんの方から、地域共生については私の方から少し細かく説明いたしま

す。 
 まず 初に資料３、概括的な説明を私の方からさせていただきます。これは、今申

し上げました戦略の展開方向について整理したものでございます。基本的には、今申

し上げました、例えば競争力については重点４分野を中心に、地域共生については４

分野を中心に、ある面でＲＩＮＧ事業の進捗とか企業さん、あるいは地域のニーズ、

課題等を含めて各グループの熟度を踏まえながら段階的に進めていくというもので

ございます。このうち、競争力強化の取組につきましては、重質留分の活用をはじめ

とする競争力強化に向けた重点４分野の取組について、この夏から本格的に検討を始

めるということにいたしておりますが、そのうち特に省エネ、あるいはＣＯ２削減効

果の高いプロジェクトにつきましては、今年度から事業可能性調査に着手し、早期の

事業化を図るということを考えてございます。先行プロジェクトと仮に私どもは内部

で呼んでおりますけれども、そうしたプロジェクトについてここでは３つ掲げてござ

います。 
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 まず 初は、先ほど 初に触れましたが、環境調和型ボイラーの設置でございます。

これは重点４分野についていえば、重質留分の活用と熱電の共有、双方に関係する取

組でございます。先ほど申し上げましたように、コンビナートで余剰になっている、

あるいは今後更に余剰になるであろう重質残渣等々について、これを地域の未利用の

バイオマス資源と混焼して地域共生とともに省エネあるいは競争力の強化を図って

いく、そのための新しいボイラーシステムを検討し、共同設置、共同運用していくと

いう取組でございます。特にこのバイオマス資源の利活用については、地域からの取

組も必要でございますので、現在、県では地域の未利用のバイオマスエネルギーの利

活用方策について検討しております。木質系のバイオマスもありますし、例えば下水

汚泥等の利活用も考えております。まあ、そうしたものについて、バイオマスエネル

ギーとして活用する方策も有力な候補の１つでございますけれども、そうした県の取

組とも連携しながら本システムを実現させていきたいと考えているわけでございま

す。 
 それから２つ目、これは冷熱の活用の分野でございますが、ＬＮＧの冷熱を使いま

して、エチレンの液化に取り組んでいくという取組でございます。 
 それから３つ目、これは熱電の共有のところでございます。これにつきましては、

火力発電所併設の高効率のボイラーにつきましては、火力発電所のリニューアルの時

期等が問題でございます。すぐにはなかなか厳しいものがございますので、先行プロ

ジェクトといたしましては、高効率の新しい熱電供給施設を共同設置し、運用してい

くという、そういう取組方向を優先させてございます。これにつきましては、五井地

区において本日参加されている企業さんに加えて、臨海地域に立地されている企業さ

んの参加も得ながら、五井地区を中心とした熱電の共有システムを作っていくという

ことを考えているところでございます。 
 それから右の方にまいりまして、地域共生についての取組でございます。これにつ

きましても地域のニーズ等を踏まえながら、先行的にしっかり取り組んでいくプロジ

ェクトとして、３つのプロジェクトを整理してございます。 
 １番目、これは省エネ、環境調和型地域づくりでございます。これにつきましては、

競争力強化と一体的取組として進めるものでございますので、まず環境調和型ボイラ

ーについては地域のバイオマス資源の利活用を考えていきたいと思っております。そ

れから水素エネルギーにつきましては、ある面では供給サイドのポテンシャルが非常

に高い地域がございますので、これからは、いかに需用モデルを作り、地域との需用、

将来的な需要を含めて喚起していくかということが大事でございますので、これにつ

きましては私どもと企業さん、合わせて活用コンソーシアムというものを作りまして、

地域のニーズを踏まえた、各社さんの技術も踏まえながら、さまざまな需用モデルを

地域に呼び込んでいくという取組を早期にやっていきたいと思っているところでご

ざいます。 
 それから、次の産業観光、環境教育、実践型教育推進のモデル地域づくりにつきま

しては、先ほど申し上げましたように点の取組を面に広げていくことが大事でござい

ますので、まず皆様の資源を発掘し、磨き上げながらネットワーク化して、皆様方と
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見学者を含めた、ユーザーさんに対してワンストップでサービスを提供していくこと

が大事でございますので、何よりコーディネート組織を作って、それを中心としたシ

ステムとして構築していく、早急にコーディネート組織を立ち上げ、皆様の協力を得

ながら進めていくことを考えてございます。それから、この戦略の実現に伴いまして、

新しい省エネ施設の導入、あるいは新エネの導入等が進んでいくわけでございますの

で、そうした施設の整備に伴ってまた新たな観光ルート、教育ルート等についても併

せて開拓していくということが肝心でございます。この地域では、東電さんがテプコ

という新エネ中心の展示専門の施設を設けてございますので、そうした施設との連携

等も図りながらしっかりとしたシステムを作っていきたいと考えているところでご

ざいます。 
 それから３つ目、千葉の里山、森づくりでございます。これにつきましては、里山

の所有者等がいるわけでございますので、何よりも県民、あるいはＮＰＯ、企業さん、

行政、あるいは学識専門家の皆さんの力を結集しながら、取り組んでいく必要がござ

いますので、こうした皆様の参加を得ながら推進組織を設置していくということを考

えてございます。それから、企業さんがどんな形で協力するのか等のスキームを早急

に検討する必要がございますので、年度内にこうした事業スキームと実施計画等の立

案をし、早急に森づくりを進めていきたいと思っているところでございます。全体の

事業につきましては、県の開発予定地とかそうした拠点等を整理しながら作っていく

ようになりますけども、約１０００ヘクタール程度を目途にこうした里山づくりを進

めていきたいというのが県の気持ちでございます。 
 次の「戦略推進に向けた今後の推進体制と期待される役割」でございますが、以上

の戦略あるいは先行プロジェクトを具体的に着実に進めるための推進組織がどうし

ても必要と考えてございます。ある面ではこの策定委員会の後継組織ということにな

るわけでございますので、これについては県と企業さんが連携して推進委員会、仮称

でございますけれどもこうした委員会を作っていきたいというように思っておりま

す。この推進委員会につきましては、各社さんそれぞれが経営判断されながら連携し

て具体化する、事業化するための実践タイプでございますので、各企業さんにおかれ

ましては、エネフロの戦略の責任者を決めていただいて、そうした責任者が積極的に

参画いただくようにお願いしたいと思っているところでございます。 
 それから、県の方といたしましては、こうしたエネフロの推進を含めて臨海京葉コ

ンビナート地域に対して様々な課題の解決に積極的に取り組む必要があるという認

識の基に県庁内に知事直轄の専門組織を設けまして、この組織がこの運営委員会の事

務局をしながらエネフロ戦略の実現を図っていくということで、現在７月１日を目途

に組織の設置を検討しているところでございますので、この組織を中心にこれから皆

様方のニーズを聞きながら、事業化に向けて取り組んでいくことを考えてございます。 
 後、企業さん、国、県民、千葉県のそれぞれ期待される役割ということで、あえ

て整理させていただいております。まあ、これは言わずもがなでございますので、い

ずれにしても三者連携しながら、それぞれの役割と知見を結集してこの戦略の実現を

図っていきたいと考えているところでございます。 



10 

 以上、資料３の概要について御説明いたしましたので、次は資料４を御覧ください。

これにつきましては、今申し上げました先行プロジェクトにつきまして、それぞれ各

１枚もう少し詳細な資料として載せております。競争力強化につきましては、取りま

とめに当たられた分科会の代表企業でございます企業さんから詳しく御説明いただ

くことにしておりますし、地域共生については私の方からまた個々に御説明いたしま

す。それでは、よろしくお願いします。 
 
【出光興産㈱千葉製油所 久保田管理課長】 

 出光興産の久保田でございます。私の方からエネルギーフロントランナーちば戦略

の先行プロジェクト１ということで、環境調和型ボイラーの設置につきまして御説明

させていただきます。座って説明させていただきます。 
 まず、背景でございますけれども、この京葉コンビナートでは約５００万ｋＬの重

油が生産されております。重油については御存知のとおり、年々需用が減ってくると

いう状況でございまして、この重油のボトルネックを解消するということが僅々の課

題になっております。そんな中で、特にコンビナートで発生いたします廃重質油、こ

れの有効利用を図ることが省エネルギー上からも非常に大きな課題になっていると

いうふうに認識しております。また、コンビナートには設置後３０～４０年経ちまし

た老朽化したあるいは効率が低下しているボイラーがございますので、こういったボ

イラーについて、高効率な有益設備にリニューアルしていく必要がございます。まさ

に、今がコンビナートの有益システムの再構築の時期に当たっているのではないか、

というふうに考えております。 
 一方で、この地域では、千葉県の中で発生します汚泥あるいは間伐材等のバイオマ

ス燃料になるものが多数ございますので、何とかこういったバイオマス資源を有効活

用して、コンビナートの中でうまく使い、ＣＯ２の削減につなげていきたい。こうい

う背景がございまして、今回検討を進めてまいりました。 
 事業内容につきましては、先ほど県の方から御説明があったとおりコンビナートの

この地域におきましては、廃重質油の発生、あるいはバイオマス燃料の供給可能とい

う、そういった地域との共生が可能な地域になっておりますので、それをうまく使い

まして環境調和型のボイラーシステムを作って、これを共同運用しながらコンビナー

トの中で使っていくということを考えております。具体的には、ボイラーを新設いた

しまして、この中で廃重質油あるいは千葉県のバイオマス資源をボイラーの燃料化し

たものにしまして、それから燃焼させていくというようなことを考えております。そ

こで出てきました蒸気あるいは電気につきましては、近隣のコンビナート各社に供給

して効率化を図っていきたいというようなことを考えております。あと、合わせてコ

ンビナートで出てくる重質留分をコンビナート内で有効に使えないか、そういったこ

とも併せて検討していきたいというふうに考えております。右の図は環境調和型ボイ

ラーシステムのイメージを表わした図になってございます。真ん中に共同運営という

ことで、新設のボイラー発電機、あるいは既設の流動床ボイラー等を使いまして、う

まくバイオマス燃料を含めた処理をしていく、そこから出てきた電気、蒸気をコンビ
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ナート各社に供給していくというようなことを考えております。こういった取組によ

りまして、これから建設、あるいは検討していくボイラーの規模にもよりますけれど

も、省エネ効果としては年間で１２万ｋＬ、ＣＯ２の削減効果としては３２万トン程

度を想定しております。これからのＦＳの進め方でございますけれども、今年度中に

事業の可能性の調査をして、できるだけ早期に事業化に着手していくということをタ

ーゲットにしております。検討材料といたしましては、まず設置場所、環境調和型ボ

イラーの設置場所等の前提条件を明確にいたしまして、その後ボイラー、付帯設備の

仕様の検討、建設費の算出、あるいは共同運営の方法、関連した法規の確認と対応、

こういったことを具体的に検討を進めてまいることを予定しております。 
 一方、県の方々には、バイオマス資源の収集システム、あるいは規制緩和等の検討

を進める中で連携を取らせていただきながら進めてまいりたいと思っております。 
 ＦＳの参画企業といたしましては、出光興産、極東石油工業様、コスモ石油様、東

京電力様、富士石油様、三井化学様、合計６社で予定しております。以上でございま

す。 
 
【丸善石油化学㈱ 中村経営企画部長】 

 丸善石油化学の中村と申します。続きまして、私の方から先行プロジェクト№２に

ついて御説明いたします。 
 競争力強化に向けた取組ということで、冷熱の活用、ＬＮＧ基地における極低温冷

熱を活用したエチレンの液化ということです。背景としましては、石油化学プラント、

いわゆるエチレンセンターでは、製品を蒸留で分離したりするために冷熱が必要でご

ざいます。したがいまして、電力、それからモーター若しくは蒸気タービンからの動

力を使って冷凍コンプレッサーを動かしながら冷熱を作っております。 
 一方で、世界 大級のＬＮＧ貯蔵能力を有するＬＮＧ基地では、海水を用いてＬＮ

Ｇを気化しており、有効に使われていない未利用の冷熱がございます。従いまして、

この石化とＬＮＧ基地の連携によって冷熱を有効利用していくということが背景に

ございます。 
 二番目の事業内容としましては、概略図が描いてございますが、まずＬＮＧ基地で

は、通常は船でＬＮＧが入荷しまして、それはマイナス１６０℃の極低温のＬＮＧタ

ンクで貯蔵されます。これを右側の都市ガスですとか産業用ガスとして利用するため

に、真ん中の一部は冷熱利用設備ということで有効利用しておりますが、一部は海水

で気化させて、その冷熱は海水の方に行ってしまっております。ここへ、下の方にあ

る石油化学の方からエチレンガスを送り、このＬＮＧの気化熱で液化して、エチレン

タンクにマイナス１００℃の極低温エチレンとして貯蔵し、ここから船で出荷すると

いう案です。これによって、石油化学プラントでは液化に使用する冷媒の負荷が低減

する。その結果、期待される効果としましては省エネ効果として年間約３千ｋＬ、Ｃ

Ｏ２の削減効果としましては年間１万トン前後が期待されます。 
 三番目の今後のＦＳのスケジュールですが、今年度中に事業化の可能性を調査して、

来年度早期に詳細検討、詳細設計開始を目指すということにしております。検討内容



12 

としましては、設備の設計や運営方法を提供して設備費用と経済性の検討のほか、関

連法規の規制等の確認と対応を検討していきます。ＦＳ参加予定企業は、東京ガスさ

ん、三井化学さん、出光興産さん、住友化学さん、それから丸善石油化学の石油化学

４社、合計５社で始めていく予定にしております。 
 引き続きまして、先行プロジェクトの№３ということで、熱電の共用、高効率熱電

供給施設の共同設置について続けて御説明させていただきます。 
 まず、背景としましては、この熱電設備、いわゆるボイラーですとか自家発電設備

で、これは現状、各工場に分散して存在しております。それによって、各工場ではほ

ぼ全量を自給しているということで、小型のものが分散しているということになって

おります。それから、コンビナート自体が昭和４０年前後に建設されており、４０年

近くが経過しており、大分設備が老朽化しているのと、 新の技術によるボイラーや

発電機と比べたら、効率が悪いというような状況になっております。 
 一方で、昨今の原油の高騰等によって、エネルギーコストが上昇しております。そ

の割には企業単位での省エネルギーというのは大分もう限界に来ているということ

で、地域が連携することによって、更なる省エネルギーが図れないかというのが背景

でございます。 
 二番目の事業内容ですが、そこに描かれております概念図の中の一点斜線が書かれ

ておりますが、これが各企業間といいますか工場間の境界線だと思っていただければ

いいかと思います。その境界のそれぞれの中にボイラーですとか発電機ですとか、そ

れらの利用設備が存在している。で、連携の案としましては、今つながっていない工

場間のフェンスをまたいで蒸気の配管をつないで融通しあうとか、それによって効率

の悪いボイラーを停止したり、発電機を停止する。一方で、効率の悪い機器を停止す

ることによって不足する分は、新しく 新の技術の効率の高いコージェネレーション

システム等を導入、若しくは火力発電所からの蒸気の供給を視野に入れた検討を行な

っていくというように考えております。期待される効果としましては、省エネ効果と

して原油換算で約１０万ｋＬ、ＣＯ２削減効果として約２６万トンが期待されます。 
 今後のスケジュールですが、ＦＳ調査の実施ということで今年度の事業化可能性調

査を実施し、来年度中に詳細設計開始を目指します。検討内容としましては、どのボ

イラーを止めるとか、どの発電機を止める、それから止めたことによって融通を行っ

た結果、どのくらいの新しい効率の良い設備が必要かといったバランスの検討、建設

費用、運営方法、法規制等の確認と対応を検討する予定です。ＦＳの参加予定企業と

しましては、東京電力さん、コスモ石油さん、極東石油工業さんと丸善石油化学、当

初はこの４社で開始する予定でございます。ただし、熱と電力ですから、特に業種を

限定せずに近隣の化学会社さんなんかも加えた形で進めていく予定にはしてござい

ます。以上です。 
 
【麻生産業振興課長】 

 それでは、引き続き№４、５、６は地域共生に向けた取組でございます。先ほど若

干話がありましたので、簡単に触れておきますが、№４につきましては、今御説明が
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ありました競争力強化の取組と連携した地域共生策でございます。環境調和型ボイラ

ーの地域活用と水素エネルギーの地域への供給モデルということでございまして、左

の方、環境調和型ボイラーの地域活用でございます。２のところでその意義が書いて

ございますが、競争力強化、地域貢献それぞれの側面で例えば石油残渣のエネルギー

化、あるいはＣＯ２削減、地域のバイオマス資源の活用、廃棄物対策、それからそれ

を通した里山の整備、再生促進といった意義でございます。実現に向けた取組として

は、先ほどお話がありましたバイオマス資源の収集システムについては、県が主体的

にシステム構築にがんばっていきたいと思っておりますし、また、バイオマスのエネ

ルギー面の利活用面につきましては、県の検討方策と連携した取組を進めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。それから、水素エネルギーの地域供

給につきましては、供給ポテンシャルを踏まえた需用モデルを地域に様々に作ってい

くというのが課題でございますので、そこにモデルの例ということで書いてございま

すが、それぞれの分野について、できるところをよく見極めながら、できるだけ多く

の需用モデルを作り出されればいいかな、というようなことを考えているところでご

ざいます。大規模集客施設についても、アプローチを検討しているところでございま

す。 
 次の№５、産業観光、環境教育、実践型教育推進モデル地域づくりということでご

ざいまして、この地が有する様々な省エネ技術、あるいは環境技術を戦略的にネット

ワーク化しながら公開していく、そのためのシステムを作っていきましょうというこ

とでございます。実現に向けた取組と一番下に書いてございますけれども、ネットワ

ーク化して面として対応していくことが大事でございますので、企業の皆さんに取り

組んでいただくための運営委員会等を組織してまいりたいと思っております。実際に

現場で企業さんとユーザーさんの利便性を確保するための組織については、県の方で

積極的に対応してまいりたいと思うところでありまして、こうした組織を中心に体系

的な見学コース、あるいは見学者のニーズに合わせたオーダーメイドの見学コースを

設定する等々、あるいはユーザーさんに対してワンストップのサービスをする、ある

いは地域全体に対しての戦略的なプロモーション等についても検討してまいりたい

というように考えております。 
 それから、次の№６、これは千葉の里山・森づくりでございます。先ほど申し上げ

ました千葉の有する様々な森、海辺、緑等々の資源を活用してコンビナート企業の皆

様の後押しをいただきながら、こうした多様性のある資源・文化を次代に引き継いで

いくためのしくみづくりをしていこうということで考えてございます。具体的な方向

につきましては先ほど申しましたように、県内の開発予定地や里山を含めて約１００

０ヘクタール程度を念頭に置いて、それぞれのリーディング事業を実施していきたい

というふうに考えてございます。右に６つほどございます。それぞれ機能が違います

が、こうしたリーディング事業をこの事業の中で展開していきたいと思っております。

１つ目はバイオマスの利活用等でございます、地球環境保全に貢献する森づくり。そ

れから２つ目は風土にあった本来の里山と森づくりを進める中で、生物多様性の恵み

というものを十分享受できるような森づくり。それから３つ目は、里山ビレッジとい



14 

ったような形で、自然とともに郡部や里山を新しい生活の場として見直し、再生させ

るような、そういう仕組づくり。それから４つ目では、子どもたちが環境問題等も含

めた体験学習できるような里山、森づくり。それから５つ目は、森林セラピー等の実

施を通して、健康と癒しの機能を持った里山、森づくり。 後に６つ目として、こう

した里山と身近な緑、更には川とか海といった水辺空間をネットワーク化した緑と水

のネットワーク化を図るというふうな事業を展開しながら森づくりを進めてまいり

たいと思っております。 
 今後は、県民、ＮＰＯ、企業の皆さんに幅広く参加を呼びかけながら、速やかに推

進体制を整備していく。更に地元と調整の上、調査を行いながら、候補地を選定して

いく。そうした取組を踏まえて、年度内に事業計画や事業を実施していくためのイン

フラを整備していきたいと考えているところでございます。 
 以上、地域共生について御説明をさせていただきました。 
 
【橘川委員長】 

 どうもありがとうございました。麻生さん、久保田さん、中村さんどうもありがと

うございました。それでは、資料１から資料４、特に資料２が中心になるかと思いま

すが、これに基づきまして４０分ほど時間がありますので、委員の企業の代表の方、

あるいは県の方、国の方、フリートーキングを行いたいと思います。いかがでしょう

か。 
 時間の関係がありますので、そうしますと、出光、丸化の方にまず口火を切ってい

ただいた方が良いかと思います。原田委員、いかがでしょうか。 
 

【出光興産 原田委員】 

出光の原田です。今説明をお聞きしまして、まず、お礼を先に言わせて貰います。 

それから、環境対応、地域との共生との中で、ここまで具体的な提案ができるよう

になったのは、経済産業省資源エネルギー庁、千葉県庁の皆さんのおかげだと思いま

す。お礼申し上げます。私どもとしては、これからいかに実行していくかを真剣に考

えて行くつもりでございます。次に、繰り返しになりますが、フロントランナーの意

義なのですが、今まで RING 事業でやってきておりますけど、RING 事業の延長線にあ

ると位置付けておりまして、特に、日本でもナンバーワンの京葉臨海コンビナート地

域で経済性、環境、地域との共生というテーマで、先進モデルを発信することができ

るということは、非常に意義あることだと思っております。もし、これを可能にすれ

ば、持続的な発展ができると信じております。そのために少し申し上げたいことがあ

りますけれど、これから解決するためには、色々な課題が出てまいります。そういう

時には、率直に条件の緩和だとか、規制緩和だとか、関係当局にいろいろ御相談申し

上げたいと思います。また、規制緩和が実現されれば、プロジェクトそのものが、相

当加速されると信じております。前回も申し上げましたけど、各企業の工場ごとに規

制するのではなく、工場群を１つと見なして規制を掛けていただくということをすれ

ば、非常に広い範囲での活動が、もっともっと自由にできるのではないかと思ってい
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ます。終わりになりますけれども、今までの RING 事業で人脈が相当できました。こ

れからも、この大事なコンビナートを引き続き続けていくために、若者達をたくさん

このプロジェクトに取り込んで、しっかりと実現に向けて頑張って、本当に先進的な

例ということで、実現を目指して努力していきたいということを約束して、意見に代

えさせていただきます。 

 

【丸善石油化学 吉田委員】 

急な話で考え方がまとまりませんが、今、原田さんが言われましたように、ここま

で案をまとめられた皆様方、事務局の方、千葉県、経済産業省に感謝しておりますの

で、お礼申し上げたいと思っております。中味につきましては、先行プロジェクトと

その他の項目とが入っておるのですけど、先行プロジェクトそのものは、ある程度先

が見える項目だというふうに思っておりますので、ここまで来ましたら、是非早急に

実現をしていくということで、私どもを含めまして努力していきたいというふうに思

っております。あと、先行プロジェクト以外にも、大きなテーマがありまして、相当

意義が高いと思っておりますけど、これにつきましても腰を落ち着けて、適宜進めて

いくように努力していきたいと思っております。私どもといたしましては、全面的に

協力させていただいて、是非実現できるように努力していきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。 
 

【極東石油工業 原委員】 

極東石油工業の原です。今までお二方から御発言があったことと、あまり変わらな

いようですけれども、去年の１１月に第１回目キックオフがあって、非常に短期間で

したけれども、この間に競争力の強化と地域との共生を図るために、我々が取り組ん

でいかなければいけない課題が整理されたということと、進むべき方向性についての

戦略が取りまとめられたということが非常に大きな成果であったと感じています。国

際競争力の強化に当たっては、どのようなことが必要かということについて、経済産

業省の方、県の方、我々企業のみんなが共通の認識を持つことができたということで、

非常に有意義なことではないかと思っております。今御説明のあった中で、今年度か

ら先行のＦＳ調査の対象として３つのプロジェクトが選定されていますけれども、ま

すます国際競争力が厳しくなると感じていますし、その中で千葉県のコンビナートが

勝者として生き残るためには、この３つのプロジェクトを実現化に向けて進めていく

ことは、もちろん大変大事だと思いますけど、他に提案されている案件についても、

実現に向けて議論を進めていくことが必要だと感じていますし、引き続き努力してま

いりたいと思っています。この点に関しても、引き続き、国や県の御指導や御支援を

お願いしたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。 
 
【コスモ石油 古園委員】 

コスモ石油の古園でございます。今日の、こういう所へたどり着いたことに対する

評価は、前の３人がおっしゃったとおりだと思います。この後、ＦＳをしまして、フ
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ィージブルということになりますと、実行段階に入ります。その時に、御説明の中で

も、もっと多くの企業の参加を募ってという言葉がありましたけれども、私も全くそ

れをやらないと、具体的な絵を描く段階になって行き詰まるのではないか。と申しま

すのは、あるＡ点からＢ点へ何かを送りたいとしますと、やはり配管で繋がなければ

いけない。その配管をどこに通すのでしょうか。ここにいらっしゃる１１の企業だけ

で繋がるとは思いませんし、他所様の庭先を通らなければいけない。そういったこと

が必ず起こりますし、橘川委員長が冒頭に、企業の数が増えれば調整コストが高くな

るとおっしゃいましたけども、コストが高くなっても、それを行わないと実行できな

いと思っていますので、そこら辺りを是非県、市に御指導頂いて、調整頂くことで実

行可能な状況になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 

【富士石油 斉藤委員】 

富士石油の斉藤でございます。短時間の間にここまで具体的に筋道をまとめていた

だいたという感じで、非常に大きな成果だと有り難く思っています。これでスタート

が切れるということがすごく大きいのではないかと認識しています。この中で、富士

石油は環境調和型ボイラーの設置という所に、参加予定企業に名前を入れさせて頂い

ておりますが、それぞれのジャンルで検討していって、もっと企業が参加できるよう

な大きな仕組みになっていくのではないかと思って、それぞれのプロジェクトに期待

したいところです。資料１のⅡ「企業間連携」に１から４まで、具体的に進めていた

だければと思いますし、「５ その他競争力強化に必要な取組」というのは、非常に

インフラといいますか、体力として非常に大事なところになります。具体的にイメー

ジする中で１～４のモデル事業みたいなものが、例えば、パイプラインをどういうふ

うにできるのか、あるいは、タンク、バース等の共同化に展開していくのだろうと思

いますが、５のところは、千葉県のコーディネートということに、資料３に書かれて

ございますので、是非強力に推進していただきたいとお願い申し上げます。 初に堂

本知事が形式でなく、実を取るとおっしゃったので、是非これでいきたいと思います。

私どもの会社も積極的に行わせていただきます。 
 

【住友化学 小中工場長】 

事前に予習が十分でなくて、わからないところが１個所あって、資料１の中で「競

争力強化に向けた企業間連携の取組方向」の「重質留分の活用」で①が環境調和型ボ

イラー、②が共同で重油分解プロセスの導入ということで、コーカーの導入という前

の話がございましたけど、ここは、地域との共生ということのリンクを追い求めると

いう考え方で環境調和型ボイラーというのに重点を置くこという戦略を考えておら

れるのですか。 
 
【麻生産業振興課長】 

戦略の重点４分野には、様々なアイデアが出ておりますので、これらについては、

全部できるだけトライしていくというのが基本の姿勢でございます。ただ、熟度があ
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って、少し調整が必要とか、少し検討が長くかかるとか、そうしたものについては、

取組の順序が違うだろうと考えておりまして、環境調和型ボイラーについては、すぐ

に取り組める事業化が１番早いものかなということで、委員会の御理解を頂いて、先

行プロジェクトに位置付けたところでございますが、重油分解プロセス等については、

長く見れば、競争力強化に非常に重要な点であると私どもも認識しておりますので、

戦略の段階的な取組の中では、こちらの方も検討を本格化していくこととしておりま

す。ただ、省エネ効果等については、評価が異なりますので、総合的な判断が必要か

と思いますけれども、企業さんがそれぞれ検討することが必要だという分科会でのコ

ンセンサスがございますので、私どもも一緒になって本格的に検討を進めてまいりた

いと考えております。 
 
【住友化学 小中工場長】 

わかりました。ありがとうございました。まず、戦略といいますか、大まかな計画

が決まってきて、これからフィージビリティースタディー、肉付けすること、ジャン

プアップしていかなければいけないですけれども、私どもも参加させて頂きまして、

微力ながら協力させて頂きますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
【三井化学 中川委員】 

実は RING 等から始まって、いろんな地域連携とかに関わって来ましたけれども、

やはり一番難しいのは、先ほど橘川委員長が言われましたように、石油精製４社、石

油化学４社、エネルギー、鉄鋼が集中しているとはいえ、分散しているというのが正

しい。これだけの企業というか、集まりを、言い方はちょっとですが、同じ土俵に上

げていただいたというのが、大変意義があることだと思っております。大変感謝して

おります。その中で、ここまで実質的に効果が上がり、企業の利益、エネルギーだけ

でなく環境対策のところで具体的なプロジェクトを回していただき、非常に有り難い。

是非もう１つお願いしたいのは、我々はよく言うのですけど、ＰＤＣＡを回していた

だきたいと思う。ここまで同じ土俵に上る貴重な場ですので、今回フロントランナー

的に終わらず、是非ＰＤＣＡを回して、場合によっては新しいもの、ないしは、チェ

ックして修正をかけて、違った形で行っていくことが必要だと思います。是非そうい

うフォローをお願いしたいと思っています。 
 
【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。それでは、次にユーティリティーの２社にお願い

したいと思います。村木委員お願いいたします。 

 

【東京ガス 村木委員】 

東京ガスの村木でございます。今、地球温暖化対策、それから持続性、サスティナ

ビリティーが重要だといわれる中で、我々エネルギーを扱っている業者からしますと、

未利用のエネルギーをどう活用していくか、それからエネルギーを面的に融通し、利
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用するか、そういう意味ではですね、千葉のこんなに大きなコンビナートの中で、重

要な課題を整理していただいて、ここまでまとめていただいたと、短期間に、まさに

千葉県さんと資源エネルギー庁さんのリーダーシップによる所だと思っています。 

このプロジェクトはですね、国と自治体と企業の連携によるものでコンビナートの

中でも多種の企業連携ということで非常に先進性的なプロジェクトだろうというふ

うに思っています。 

いろいろ課題もございますし、それを整理していただいた中で、これをできるもの

から実現していくということで成果を出していくということによってですね、世の中

に対する非常に大きなインパクトが生まれてくるのではないかというふうに思って

います。 

これから、具体的にですね。推進体制を固められて検討を深化し、実現可能なもの

から実現をしていくということになるのだろうというふうに思っておりますが、私ど

もも、ここまで参加をさせていただいておりますし、これからも参加をさせていただ

いて、できるだけのことをですね、やらせていただいてこれが世の中においても千葉

県発の、発信のですね、日本、さらに世界に、まあ評価をされるようなですね、プロ

ジェクトになるように思っておりますし、我々もそれに参加させていただくというこ

とを誇りにいながらやらせていただきたいと思っております。 

 

【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。それでは木村委員、お願いいたします。 

 

【東京電力 木村委員】 

東京電力の木村でございます。東京ガスさんは村木さんですが、東京電力は木村、  

名前も似ておりますけど、同じユーティリティーということで。 

まあ、フロントランナーということで、まとまりをここまでつけていただいて、大

変御努力はすばらしいと、こういうことだと思いますけれども、現実はこれからだと

思っております。当初この京葉コンビナートができて、その頃は参加する企業どこも

がそれぞれに成長する、そういう時期においてそれぞれの役割を果たしながら成長し

てきたと、こういう所が、一定の時間を経過して、それぞれに苦しい中を、一生懸命

力を振り絞って改革に努めてこられた。こういう時に、みんなで共に生き残り、そし

て新しくリニューアルしてさらに羽ばたいていこうと、こういう非常に野心的な取組

ということで、これは第１回目から、堂本知事の熱い思い、エネ庁の力強さＮＯ１で

ある上田部長、三木課長、こういう布陣が敷かれ、成功間違いなしという、そういう

意気込みで我々検討してきたということだと思います。それで、それぞれのエネルギ

ーセンターであれ、環境ボイラーであれ、「絵は描いた」さらにこれを、その本当に

うまくやっていけるのかというのは、ＦＳをきっちりやって、悪いところを見つけ、

そしていいところを進める。それから堂本知事には全体の目配りを十分していただき

たい。それから、上田部長さんの方には当然、お金をつけていただきたい。というこ

とでございますので、そういう中で、このプロジェクトが真に意味のあるものになっ
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ていってほしい。我々もできるだけの協力をしてまいりたいと思っております。 

蒸気連携という、このひとつの単語、これが、かなりの意味において、非常に力を

発揮していくんじゃないかと、こんなふうに思っておりますので、このあたりを十分

に、頭において、協力をさせていただきたいと思います。 

火力発電所は、たくさんありますが、電気の消費がもうちょっと増えていくといい

んですけれども。全体がうまくスパイラルに上っていくような、そういう経済活動に

なっていくことを期待しております。そういう中で発電所のリプレイスなどはある程

度先になってしまいますけども、そういった時も、その辺をにらんだ動きを、地域社

会の一員として行ってまいりたいと、このように考えています。以上です。 

 

【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。先行３プロジェクトの参加予定企業の中には名前

は出てこないわけですけれども、千葉の大きな特徴は北と南のそれぞれ両側に世界を

代表する鉄鋼メーカーがいて、事実上地域共生の所の水素ですとか、あるいは競争力

強化の重質油分解のさらなる展開ですか、あるいは熱電のところでも鉄鋼会社の参加

を想定しているところが大きな特徴だと思うのですが。その鉄鋼の２社にお願いいた

します。まず、松田委員お願いいたします。 

 

【ＪＦＥスチール 松田委員】 

ＪＦＥスチールの松田でございます。今回初参加ということもありまして、あらか

じめ少し勉強してまいりましたが、それぞれのワーキンググループによるプロジェク

トの御提案は、具体的に良くまとまっていると、感心しております。次はプランの  

ＤＯに移るわけですが、ＦＳの中では、鉄鋼の名前は出ておりませんが、多少なりと

も参画し貢献できるということでやってまいりたいと考えております。 

地域共生の取組の中で、環境教育というのがございましたが、千葉製鉄所の方では、

環境抑止システムというのを既に立ち上げております。これは見学センターに大きな

画面をつけまして、いろいろな環境データをオープンにしながらシステムの運用状況

をリアルタイムで、どなたでも見れる仕組みを作っております。そういうのもうまく

活用して、こういったモデル地域づくりにうまく参画、貢献できないかと期待してお

ります。 

それから、製鉄所としましては、先ほど来議論もありましたように、所内で未利用

エネルギーというのが、まだまだあるという実態があります。所内でリサイクルする

というのは以前からやっており、ある程度のところまできているのですが、廃熱利用

という意味でまだ地域での活用の余地はあると考えています。ただ、地域での活用と

いうことになりますと、これは我々一企業だけじゃなかなかできないこともございま

すので、その辺も次のステップで提案、議論できないかと期待しています。もう１つ

の大きなテーマとしては今回も期待される効果として算出されておりますＣＯ２で

す。我々もＣＯ２削減というのは大きなテーマで、いろいろＦＳをしたり、実際に設

備化したりしておりますが、石炭を主に利用しているので、今後石炭に変わるエネル
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ギー源を使っていこうというのを、今、いろいろ検討研究しております。 

ただ、その中で、例えば、省エネ効果ということでしたら、経済効果が出れば、す

ぐ設備投資に結びつくわけですが、例えばそれが純粋にＣＯ２削減だけだということ

になりますと、企業として中々その時の設備投資効果とか、その後のランニングコス

トがある意味でネックとなるケースがあります。その辺は、逆に言うと一企業だけで

実行するには難しい面もあり、今回のような全体プロジェクトの中で先進的事業とし

て設備投資の補助をしていただければ、我々も助かるというふうに思っております。

いずれにせよ、今日の活動は、官民一体となった素晴らしいプロジェクトじゃないか

と感じております。是非、今回のステップをベースにさらにステップアップして、グ

ローバルな非常に競争が激しくなっていく中で、「ちば」ということを全面に出した、

存在感のある、価値のある、地域と企業が一体化したプロジェクトになれば、非常に

良いのではないか期待しております。 

 

【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。それではお待たせいたしました。黒木委員お願い

いたします。 

 

【新日本製鐵 黒木委員】 

新日本製鐵の黒木でございます。私も実は、今日始めての参加、初めての参加の分

だけ、ちょっと無責任な発言になるかもしれませんが、本当に、よくここまでつめて

いただいているなと感心しております。こういう地域連携型といいますか、企業連携

なりそれから地域との連携なりというような形で昔から発案はあったと思うのです

けど、まあ具体的にこういうふうにまとまってきたというのは中々事例がない中で本

当によくここまでまとめていただいたということと、その中で残念ながら私ども新日

鐵から知恵が出てきてなかったことと、この地図を見ましても、どうも各社さんのコ

ンビナートから遠そうだなというふうな感じがありまして、パイプラインで結ぶには

少し遠いかなということで実行案にはいたっていません。ただ逆に今までのいろんな

プロジェクトの御説明をうかがって多分、これプロジェクトをやられる中で、いろん

な実行の知恵が出るだろうなというふうに思っています。その知恵が先ほどからあり

ますように、特にこの５番目に描かれているようなロジスティックの問題であります

とか、知恵をたぶん出されるでしょうから、それをお借りしながら、また、それを教

えていただきながらですね、その次のステップを考えていくことにしたいと思います。 

まあ、どちらにいたしましてもこの地域ないしは企業が連携していってというこの

方向性は、必ず競争力強化と環境問題を両立させるためには必ず必要な概念でござい

ますので、そういう意味で勉強させていただいて、さらにその次の知恵を出していく、

ないしは、今ありますアイデアの中では我々もＦＳを一緒にさせていただこうという

ふうに思っておりますのでどうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

【橘川委員長】 
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どうもありがとうございました。全体としては大きな異論はなかったと思いますが、 

ただ、先行する３プロジェクト以外のプロジェクトでも、今後取り組むべきことが

あるのではないか、あるいは、この１１企業以外の企業にも輪を広げていくべきでは

ないか、あるいはＰＤＣＡサイクルをちゃんとまわして、きっちりやることが大事で

そのためには気配りとお金の手配をよろしくとかいろいろあの、注文がついたと思い

ますんで、上田部長と知事にもちょっとしゃべっていただきたいと思います。 

 

【資源エネルギー庁 上田部長】 

資源エネルギー庁の上田でございます。 後に金を出すのか早く言えよみたいなこ

とを言われ困っておるんですけど、正直短い時間でですね、こういう実現の可能性の

香りが高いプロジェクトの絵がまとまったと、大変私も高く評価させていただきたい

と思っております。また、ここに至るまでの間、企業間で表に出ているだけではない、

いろんな各社間の交渉なりをいろいろお聞きしておりますし、知事が大変強いリーダ

ーシップをここに出ているだけではない、裏でも発揮していただいたことがここに至

る大きな原動力になったものと大変感謝申し上げる次第でございます。 

できればこのプロジェクトが皆さん、おっしゃったように実現できるように私ども

も努力してまいりたいと思いますし、是非、これだけ大きな話になってまいりますと、

現場だけでなく経営のマネジメントの問題も当然あるものですから、是非、そういう

面からも御協力をいただければと思います。 

実は、今日はちょっと違った話をさせていただきますと、御案内のとおり、このあ

いだ、総理が「美しい星５０」と題されまして、世界全体の話でありますが、ＣＯ２

を半分にしようと提案され、ヨーロッパも２０３０年あるいは２０５０年に５０％削

減すると、ブッシュ大統領も少なくとも来年までに長期目標を作ろうと提案されまし

て、我々も霞ヶ関の中でそういう議論に少し巻き込まれているわけで、「２０５０年

に半減って一体どういうことなのだろうか」随分と考えるとですね、「半分ぐらいな

ら何とかなるかな」というと実は全く違いまして、世界全体でですね、発展途上国は

これからＣＯ２の排出量とエネルギーの使用量が２倍にも３倍にもなっていくわけ

なんですね。実は２０５０年で世界全体で半減するということは、経済成長を日本を

含めた、発展途上国も含めた経済成長を考えますと、実は自然体ベースからはですね、

ＣＯ２の排出量、エネルギーの消費量は 7～８割減らすということになるんですね。

かつこれは中国もインドも含めた話なもんですから、本当に、先進国は何をするのか

考えたときに、ものすごい大きな量の革新的な変革というのを、実は我々やっていか

なければならない、ということを世界が言い出している。まあ、日本もそういうふう

な方向に動いていくわけです。 

じゃあ。それをどうやって、やっていくのだろうというのを思うと、僕の理解では

２つの戦略を日本は提示しているわけです。それは、当面の戦略としての省エネとい

うことであります。これは日本のもっているあるいは歩んできた道を世界に広げてい

くという世界全体にそういうことをやっていこうと、それは非常に強い方向だと思い

ます。 
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実は、再来週も東アジアの国々のエネルギー関係者を集め、省エネをどういうふう

にやったらいいかという会議をしようということをお伝えしているわけですが、そう

いうことをやっていくわけですが、併せて、日本の省エネをもっとやっていかなけれ

ばいけないということだと思います。 

もちろん、日本の、特に産業の省エネというのは非常に進んでいるわけで、「乾い

たタオルはこれ以上絞れない」という議論は多々あるわけで、私どももちろん業務部

門あるいは民生部門のＣＯ２の排出もですね、大きな課題でそういったところもやっ

ていかなければならないと思うんですが、産業部門についてでもですね、いろいろや

っていく可能性っていうのはまだあると思うんですよね。その１つの可能性が、これ

までもいろいろ言われているような複数企業が連携しながら省エネに取り組むって

いうことだと思います。このモデルはですね。そんなに難しくはないわけであります

が、実は個々の話になると御案内のとおり大変な困難を伴ってくるわけです。ここで

やったことを他のコンビナートにも広げていかなければなりませんし、更にコンビナ

ートだけでなく、例えば、中小企業の団地であるとかですね、そういったところにも

例えばボイラーを共同化していったりとか高効率に変えていったりとか、そういった

取組を進めて行く、そういう省エネの、もう一段のレベルアップ、日本の省エネとい

うのはそういう形でしか中々現実的には当面の話としては難しいと思っておりまし

て、この取組というのはおそらく１０年経てば、ある種これは先駆的な取組ではなく、

ごく当たり前の取組になっている時代がおそらく来るんじゃないかと思っておりま

すし、私どもそういう視点からですね、いろんなことを考えていきたいと思っている

わけであります。 

もう１つ、それだけやっていたら、さっきの２０５０年、半減ができるのだろうか

って言うと、これはもう、おそらくそんなことはないんですね。その大きな限界はあ

るわけで、おそらく省エネをいくらやってもおそらくそんなことはない。 

もうひとつの大きな戦略的なキーというのは、革新的な技術を世界で開発していく

ということであると思っております。まあ、千葉全体で７，８００万トンぐらいのＣ

Ｏ２が出ているわけですけど、これをドラスチックに減らして行くためには省エネだ

けでは足りない。もっと別のことをやっていかなければならないと思います。 

「水素」とうのは、１つの大きな中長期的な課題でありまして、この中にも、「水

素」というのを中長期的に何とかしていかなければいかん、という問題意識が出てい

るわけであり、こういったことを更に深めていただきたいと、我々もこんな本当、夢

物語みたいなことではありますけど、例えば化学プラントか製鐵プラントとかエネル

ギーをむしろ使わない「水素」を燃料とした新しいプラントみたいなものを入れて行

くということをどう考えていくのかという議論も行っているわけであります。 

技術のレベルで引っ張って行って、それから当面の省エネを進めて行く、そういっ

たことでしか、中々、ＣＯ２問題をやるというのは難しいと思っています。 

こういう話をすると大体、２０５０年になると 後は、「２０５０年には我々いな

いからいいや」という声が多くなってですね。僕も「まあ、しょうがないか」と思わ

ないわけではないんですけど、ここにおられる方々は企業のトップマネジメントとし
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て、２０５０年というと今からあと 40 数年しかないわけで、プランを描いて設備投

資を行って産業体質を変えて行くということを考えれば、40 年というのは実はそうお

そらく長い期間ではないと思うわけで、ここでの取組は私もですね当面の取組は是非

成功に導いていただきたいと思いますし、さらに、プラン・ドゥー・シーということ

をやると、次のステップもあるかもしれない、その次もあるかもしれない、で、おそ

らく半減だか、８割減だか、９割減だかということを、もし本当に日本が求められる

時代が来たときに、やっぱり千葉がその先駆けになればいいと思いますし、逆に千葉

でできないことは日本でもおそらく世界でもできないんだろうと思うんですね。そう

いう目で我々も「金を出せ」という話もあると思うのですが、そういうことを含めて

ですね、我々も支援して行きたいと思います。 

もう１つやっぱり、それだけじゃなくて産業観光とか工場の観光ルートを一体化し

ていくとかいろいろ面白いアイデアがありますよね。若い人たちにやっぱり、製造業

の、物づくりの世界の価値をわかっていただくという取組は非常に重要だと思ってお

りまして、そういう意味でも今回の取組は非常に魅力的であり、こういう素晴らしい

お知恵を出していただいた皆様に感謝したいと思います。 

 

【橘川委員長】 

それでは、知事お願いいたします。 

 

【堂本千葉県知事】 

今日は、皆様の決意をうかがったような気がするんですけど、 初の時はもちろん、

これは県と国と企業が一緒になって、しかも橘川先生のような学問的なアカデミック

なところからの御意見も入れながら、まさに産学官民の協力でスタート、これは、今

までそういう構図がないということで御評価いただいて、私も確かに規制も国の規制、

県の規制、それを一緒になってやらなければならない、あるいは先ほどから御意見が

でているように、１つの企業ではなく、企業群として地域全体としてのいろいろな緩

和もありますでしょうし、逆にそういう補助金の場合だったら、１つのところではな

くて今のボイラーのような話ですと一括してというようなこともあるのだろうと思

いますが、いずれにしても、「こういうことでやってくれるのはなかなかよろしい」

とおっしゃっていただきましたけれども、その先がどうか大変不安でした。果たして

各ワーキンググループの中で多分論理的には可能性はあるのだと思いますが、実際に

相互に競争をしていらした企業同士で、そこが今度は連携を実際にどういう形で実現

できるのかっていう、そのあたりのことについては、大変、本当にできるのかしらっ

ていう思いがあったのですが、今日、ここまでの具体的な絵がかけて、それに対して

参加しますというふうな言葉をうかがえて、ほっとしているというのが正直なところ

でございます。次は本当にフィージビリティースタディーに入って、さらに形をなし

て、それが活用できるようになるまで、そこまでやはり、私たちは油断できないんじ

ゃないか？そこまでやって初めて本物になるんだろう。相当、時間はかかるかもしれ

ませんが、着実に歩を進めて行くことがとても大事なのではないかというふうに今の
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段階で思っています。 

しかし、非常に世界の動きは早くてちょうど９２年のリオサミットのときに温暖化

に対しての条約ができ、そして京都議定書という形で具体的な数値目標というのを入

れようということになったのですが、中々実際にはそこでもできず、ずっと延び延び

になっていた現実がございますが、その当時、私は環境派といわれていて、中々日本

の６％というのは当時の通産省と真っ向から対立をしていたのですが、まあ、今日、

こうやってその経産省と、それからエネルギー庁とこういう形でまた、その温暖化の

防止というような観点、そして総理から今、Ｇ８のサミットに出ておられるわけです

が、日本が当時やはりヨーロッパから見れば、アメリカはちょっと論外なんですが、

ヨーロッパから見れば「日本は駄目だ」とやたら烙印を押されていた側としてはです

ね、日本の総理大臣が５０％削減なんていう私たちから見れば信じられないような発

言を外国へ行ってしているということ自体が本当に不思議な気がいたします。そうい

う時にまた、ここでこういう会議を開けるということで、本当に感無量なものがござ

います。それだけに、それはまあここまでのところはよろしいんですか。私たちは確

かに死んじゃった後かもしれませけど、2050 年にやはり日本が本当にそれだけ削減で

きるのか、こないだも、上田さんにお会いして私が、「もう、総理のああいうふうに

言うのは大丈夫なの？」と思わず聞いてしまいましたけれども、そこのところは、と

ても日本は大変だろうと、どういうイニシアティブがとれるのか、自分の国だけの問

題以上に、隣の中国に対してどれだけのリーダーシップがとれるのか、どれだけの技

術移転ができるのか、どれだけの資金援助が中国に対して。多分あまりできない、日

本の方がそういうことができるような財政状況ではないと思うのですが、必ず、そう

いった国からはＧ８ではなく、今度千葉でＧ２０をやるわけですが、残りの１２の方

からは、必ず、トランスファーテクノロジーっていうことを必ず言われる。そういっ

たときに日本に何ができるのか、まあ、多分 5～6 年後に、あるいは早いですから、

もっと早く来るのかもしれません。そういった時にもしかしたら、今私たちはそう、

フロントを走っておくことが大変重要で、それは多分、企業のお立場でも行政の立場

でもまた国としても、まあ総理がああいうふうに言うのは簡単なんですよ。実行する

側っていうのは決して楽ではございませんが、現実にそこのところを裏打ちして行く

意味でもこれが成功すれば大変うれしいというふうに思います。 

今までの絵を描くところも大変でしたが、この次の方が更に大変で、その先はまた、

だんだん道は険しくなって行くと思うのですが、そこで皆様とひるまないでどうぞ落

ちないで逆に増やしていきながら、その急な坂を御一緒に上っていきたいと思います

のでよろしくお願いも申し上げます。ありがとうございました。 

 

【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。それでは、「エネルギーフロントランナーちば推

進戦略策定委員会」としては、 後の仕事をしたいと思いますが、皆さんの御意見に

大きな異議はなかったと思います。 

ということで、事務局から御提案をいただきました「エネルギーフロントランナー
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ちば推進戦略策（案）」を策定委員会として了解してよろしいでしょうか。 

 

－全員異議なし－ 

 

【橘川委員長】 

どうもありがとうございました。 

御異議はないようですので、本（案）は策定委員会において参加者全員の総意とし

て了解されました。堂本知事、以上のとおりでございますので、これで、進行を事務

局にお返ししたいと思います。 

 
【進行】 

ありがとうございました。続きまして次第の３に「共同宣言」を記載させていただ

いておりますが、これにつきまして、堂本知事から提案させていただきたいと思いま

す。 
 
【堂本千葉県知事】 

ありがとうございました。ご賛同いただけたので、本当に嬉しく思っております。

お陰様で「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」をまとめることができました。  
今後は戦略で掲げたプロジェクトの実現に向けて、企業の皆様と県とで一致団結し

て、取り組んでいきたいと考えております。国の大きな御支援を期待しているところ

でございます。それを無くては、なかなか坂を登り切れないだろうと思っております。  
そして、経済と環境を両立させると、国際競争力をつけながら、なおかつ、日本の

環境面でも貢献すると、その両立を目指して本戦略の策定と推進に向けて、企業、国、

県の意思表示を明らかにしながら、千葉県民にも、６００万人ですが、自信を持って

言えば、日本国民にもこの取組をアピールするために、ここで企業の皆様と県、国に

よる共同宣言を行いたいと思います。いかがでございましょうか。よろしゅうござい

ますか。 
 
－全員異議なし－ 

 
【堂本千葉県知事】 

 それでは、事務局から共同宣言案の読み上げをお願いします。 
 
【水澤商工労働部次長】 

 （資料４の宣言文を読み上げる。） 
 
【進行】 

この内容で御異議ございませんでしょうか。 
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－全員異議なし－ 

 
【進行】 

ありがとうございます。それでは、宣言文をお手元の方にお届けいたしますので、

それぞれに御署名をいただきたく存じ上げます。 
 
  －各委員署名－ 
 
【進行】 

 ありがとうございました。この機会に、本日御参会の皆様で記念撮影を写したいと

思いますので、全方のバラの下に着席願えれば幸いでございます。 
 
  －記念撮影－ 
 
【進行】 

 どうもありがとうございました。本日予定しておりましたプログラムは全て終了い

たします。 
 

－以上－ 


