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○千葉県 中沢政策調整担当部長 

 お待たせいたしました。ただ今より、第２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、まことにありがとうございます。 

 はじめに、千葉県知事の堂本知事から一言御あいさつを申し上げます。 

 

○千葉県 堂本知事 

どうも皆様、この前のときは、確か１１月の終わりに、３０日ですね、第１回の会合を 

持っていただきました。それから、それぞれの分野に分かれて、大変熱心にいろいろ研究と申

しますか、話し合いを重ねていただいたというふうに伺っております。そのことを大変、私は

心強く思っておりますし、それから今日見ましたら大勢いらっしゃるので、それぞれの分野の

方がいろいろな形で参加していらっしゃるのかなと思いますが、エネルギーフロントランナー

ちばの推進でございますけれども、この戦略が本当に確かなものになるのではないかなという

予感を抱きながら、今日は伺わせていただきました。 

前回、橘川先生から「内なる連携と外なる連携」というふうにおっしゃっていただきまし

た。本当にこれからはそういう時代に入ったのかと思っております。今まで競争関係というこ

とでお付き合いをしてらした各社の中で、違った形の連携ということが可能になるのでしょう

か。そして、世界的な規模での競争に対して、また、どのような形で挑戦をしていくのか。 

それに打ち勝っていくためには、どうしても日本の競争力を高めることが必要なのではないか

というふうに思っております。日本で一番大きいコンビナート群といわれております京葉臨海

工業地域、そこで、もし、本当に、何らかの形で、フロントランナーが成功いたしましたら、

おそらく、それは、千葉だけではなくて日本の各地で同じような展開が可能になる、という意

味では、ある意味では道を開ける挑戦でもあるのかな、というふうに思ったりもしております。

大変難しいことが、たぶん多いのではないかと思うのですけれども、そういった困難を一つず

つ取り除いていただいて、むしろ可能性を模索していただいて、その中で、いろいろな具体的

な問題が解決され、そして提案されていくことが大変よろしいのではないかと思っております。 

ワーキンググループがいくつかできたようでございますけれども、その中で、エネルギー

の効率化、そして資源の有効活用ということが可能になれば大変うれしいと思います。 

そのほかに、私ども、緑化率の２０パーセントを１０パーセントに削減させていただいた

ときに、「環境と企業の森」というようなアイデアを出させていただきましたけれども、それ
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を、国の方の側でもエコタウンでしたっけ、エコパークのような構想を持ってらして、そうし

たものと重ね合わせた形で一緒にやれれば大変うれしいと思っています。 

また、ＣＳＲの展開についても、具体的に地域の方達と一緒にいろいろ展開をしていただ

くようなことができれば、それも大変うれしいことでございます。地域の中の企業というより

も、地域と一緒に、地域の住民と一緒に何かを作り上げていただくような、そういった時代で

もございますし、そういうことのためにも、こういった組織が大いに役に立っていただければ

どんなにうれしいことかと思っております。 

これから、事務局に説明してもらいますけれども、現場レベル、地域レベルで取りまとめ

た連携の方策等について、各委員そしてオブザーバーの皆様から、御意見を承りたい、そして、

さらにその提案に磨きをかけていただいて、具体化に結び付けさせていただけたら大変うれし

いと思っております。 

 よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

 

○千葉県 中沢政策調整担当部長 

 続きまして、本日の配付資料を御確認いただきたいと思います。 

 お手元に、本日の次第、席順、それから本日の出席者名簿がございますが、それ以外に配付

資料リストが用意されているかと思います。本日は資料１から資料６まで非常に多様に渡って

おりますけれども、御確認いただければと思います。 

資料１はエネルギーフロントランナーちば推進戦略の今後のスケジュールの進め方につい

て、資料２がＡ３横型の中間取りまとめ概要になります。資料３が１から５まで５分冊に分か

れております。資料４京葉臨海コンビナートと地域の共生についてＡ４横の紙でございます。

資料５が中間取りまとめの案、少々ぶ厚くなっている資料でございます。資料６が資源エネル

ギー庁の省エネルギー対策予算案、平成１９年度予算案の概要でございます。以上でございま

す。皆さん、よろしいでしょうか。 

 

続きまして本日の出席者の御紹介でございますが、お配りした出席者リストによって代え

させていただきたいと思います。 

それでは議事に入らせていただきたいと思います。 

以後の進行につきましては、橘川委員長によろしくお願いいたします。 

 



－3－ 

○橘川委員長 

 座長を務めさせていただきます橘川です。本日もよろしくお願いいたします。 

 昨年１１月の本会合で、２つのキーワードが出てきたと思います。一つは内なる連携、コン

ビナート内の連携ということと、もう一つは外なる連携、コンビナートと地域の共生、という

この２つのキーワードが出てきたと思います。お配りいただいた配付資料を見ますと、その内

容がだいぶ豊富化されて、今日はだいぶ期待できる会議になるのではないかと思います。 

しかし盛り沢山ですので、早速議事に入らせていただきます。 

それでは、最初に議題１「今後の進め方及びスケジュール案について」、事務局、千葉県

の飯田部長の方から御説明をいただきます。 

 

○千葉県 飯田商工労働部長 

 県商工労働部長の飯田です。いつもお忙しいところありがとうございます。 

 それでは資料１をお開きいただきたいと思います。Ａ４の横型です。 

 昨年の１１月に皆様の御協力を得ましてこの策定委員会を設立させていただきました。 

本日は今年６月の最終取りまとめに向けまして、委員の皆様の御意見を伺いながら、中間

のとりまとめを行いたいと考えています。 

 最初はアクションプログラムの部会からの話ですが、各社の現場の技術担当の方々を中心に

千葉工業大学の越島先生の御指導の下、アクションプログラムの策定部会が昨年の末からこの

１月までの間において、競争力強化、企業間連携の具体策としてあげている４つの省エネ推進

テーマについて、分科会を設けまして、精力的に、非常に短期間ではありましたが、検討して

いただきました。 

 また、次に、連携協議会ですが、この２月ですが、当委員会の専門部会としての京葉臨海コ

ンビナート連携協議会が吉田先生の御参加と御指導を得まして、２月の２日に開催いたしまし

た。そこではアクションプログラム策定部会の検討結果について、メンバーとして参加してい

ただきました各工場の工場長クラスの方々から、御意見や御指摘をいただきました。 

 それらのプロセスを経まして、本日、中間取りまとめ案を皆様のお手元にお示ししてござい

ます。 

本日の委員会では、一つとして、省エネ推進の４つのテーマの具体化、国際競争力強化に

必要となる他の施策などについての御意見、御要望を頂くこと。二つ目として、今回の戦略の

もう一つの大きなテーマであります周辺地域との共生について、各社の方々と具体的に何がで
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きるのかを議論していきたいと考えております。 

最後に６月に向けましての進め方ですが、右の方になりますが、省エネ推進、これまで 

やってきました、省エネ推進の４つのテーマについて、さらにブラッシュアップを図るという

こと。もう一つは地域共生の具体的な検討、未だ地に着いたばかりでございますが、地域共生

の具体的検討をしてまいりたいと思います。それらについてグループをつくりまして協議を重

ね、６月に向けて準備してまいりたいと考えております。最後にまとめたものを皆様にお諮り

し、決定していくということで考えております。どうぞ、よろしく御指導、御協力をお願いい

たします。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

ありがとうございました。それでは、ただ今の説明を受けて、進め方及びスケジュールに

ついて何か御意見、御質問はおありでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、よろしいでしょうか。 

それでは早速議題の２、今日の一番本題だと思いますが、そちらへ移らせていただきます。 

議題の２「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）中間取りまとめ案につい

て」、再び飯田部長から説明をお願いします。 

 

○千葉県 飯田商工労働部長 

先ほど、今後の進め方でも若干説明したとおり、今日は一つとして、４つの省エネテーマ

を中心とした企業間連携の検討結果について皆様の御意見をいただきたいということ、二つ目

として、地域との共生モデルについて、事務局側で若干の提案をさせていただきますので、 

それらについて御意見をいただきたいということでございます。詳細は後ほど各担当から御説

明いたしますが、私の方からは資料２に基づきまして、概略を御説明したいと思います。 

まず、Ⅰとして、戦略の基本理念・目的と書いてございます。これは、第１回目の委員会

で概要を述べさせていただいたことの復習になりますが、京葉臨海コンビナートは、台湾、 

韓国、欧州の既存の大型コンビナートや今後続々と稼動を始めるであろう中東や中国の最新鋭

大型コンビナートに対抗いたしまして、国際的な競争を勝ち抜いていく可能性を持っていると
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いうふうに認識しております。今回の戦略はその可能性を生かすために、各社の共同、連携に

より、京葉臨海コンビナート地域の課題を克服し、各社の皆様が生産性の向上や製品の高付加

価値化などを図れるよう、競争力を強化していくことが第一の目的です。そして、次にコンビ

ナートが持続的に発展していくためには、この競争力強化を前提とし、省エネ技術やリサイク

ル、公害防止といった環境低負荷技術を駆使いたしまして、地球環境や人への負荷等をできる

だけ抑え、周辺地域との連携、共同によりまして、地域･環境と共生する持続可能なコンビ 

ナートを構築することが二つ目の目的でございます。 

Ⅱの競争力強化に向けた企業間連携の取組みの促進というところに入ります。説明がダブ

りますが、プラントの高度化のためのアクションプランといたしまして、冷熱の活用、熱電の

利用、重質留分の活用、そして水素の活用について、その具体化を企業の皆様の連携により検

討していただきました。その方策についてこの後代表企業からそれぞれ報告していただきます。 

一番下に５として、「その他競争力強化のための必要な取組み」ということが設けてあり

ますが、これらについても、皆様の議論をいただきたいと思っております。 

右の方に移ります。京葉臨海コンビナートと地域の共生でございます。 

京葉臨海コンビナート各社、周辺地域の相互の特性･資源を生かした環境と産業の新たな 

共生モデルの創造を進めていきたいと考えております。 

このⅢの２の方に、「環境と産業の新たな共生モデルの創造」というタイトルがあります

が、本日説明させていただく４つの共生モデルの提案です。 

１として、コンビナートと周辺地域との連携による省エネ･環境調和型地域づくりです。 

企業間連携により製造、回収される水素エネルギーなどを周辺地域でも活用できる需要を、

地域全体で作り出し、コンビナート内の連携から外との連携、外への連携に広げていこうとす

るものです。地域全体で、水素やグリーンエネルギーの活用モデルを作っていければと考えて

おります。そのほかに２として、産業観光、人材育成をコンビナート各社が連携して進める 

提案、３として、地球環境･エネルギーなどの学術研究拠点を大学、研究機関、企業の皆様と

連携しながら形成していくもの、そして４として、コンビナートの各社が、周辺地域の県民、

ＮＰＯなどとともに、地域の緑化保全、森づくりに取組み、地域と企業が連携して、地球温暖

化防止あるいは環境調和型地域づくりを進めるモデルが構築できないかなどといった提案をさ

せていただきます。後ほどこれについても詳しい御説明をいたしますが、今後これらについて

検討を重ね、６月までにはより具体的なものにしていきたいと思っております。 

本日は委員の皆様の御意見、御指摘をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
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す。以上です。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 ただ今の、中間取りまとめの概要につきまして、資源エネルギー庁省エネルギー新エネル 

ギー部の上田部長より若干コメントをいただきたいと思います。 

 

○上田資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 

 資源エネルギー庁の上田でございます。 

 中間取りまとめ案のコメントということになるかどうかわかりませんけれども、非常に、 

おもしろい、いろんなことが出てきまして、結構なことだなと思っております。 

 私どもの方から少しお話申し上げたいと思うのは、まず、国として、これについて、いった

い何ができるのだろうかということですけれども、リングをずっとやってきて、少しリングを

是非、横に広げていきたいと思っておるわけでありまして、省エネルギーに関連するいろんな

支援措置、それから石油精製設備の高度化に関連する国の支援措置、そういったものを使いな

がら、いろいろな形で是非応援させていただきたいと思っております。このビジョンはビジョ

ンでありまして、これを具体的な各社の投資計画に是非つなげていただければありがたいなと

思っておりまして、どうせ投資する必要がある設備が多いでしょうから、ついでに今この時期

にやっておけばいいというものがあれば、この時期に考えていただければ、国としてもいろん

な形で応援しやすくなる。補助率なんかも通常三分の一ぐらいしか助成してないですが、こう

いったところであれば半分ぐらいまで助成できたりするということもありまして、いろんな形

で企業の方々の具体的な投資計画の相談に私どもも参画させていただいて、必要があれば、 

実際の投資は今年というわけにはなかなかいきません、来年以降の話しになると思いますが、 

予算要求させていただいたり、そんな形でお手伝いさせていただきたいなと思う次第でありま

す。それから、共生モデルの方も非常に重要でありまして、これは、いつも言っているのは、

コンビナートを教育と結びつけて、小中学生があそこのコンビナートを見て、ずっと歩いてい

けば、コンビナートの様子がわかるような、まさに産業と教育、産業と観光といったものが 

調和できれば非常にいいなと思っておりますし、水素というのは、なかなかこれは難しいんで

すが、地域的な新しいインフラとして実験的にここでやってみるということになれば、これも

たぶん日本で、あるいはもちろん世界でかもしれませんけれども、はじめての試みになるんじ
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ゃないかと思っております。ちなみに、省エネについて、私たち一生懸命議論しているんです

けれども、日本は非常に進んでいるんですけれども、今年、来年以降ですね、京都議定書とい

うのが、もう少しで、２００８年から発効いたしまして２０１２年まである、現在、次の次の

地球温暖化についてどう考えていくのだろうかという議論が、国際的にも国内的にも行われて

いるわけであります。我々の主張はですね、温暖化に対して最もよく効くのはやはり省エネで

あるということだと思います。これは国内でもそうですし、世界の中でもですね、温暖化対策

の最大の柱は省エネだという認識にようやくなりつつありましてですね、我々は、省エネを 

国内で伸ばして、省エネのこういった努力を世界に広げていってですね、現実的な地球温暖化

対策をどう進めていくかという議論をこれから内閣、あるいは政府それから国際的な場でやっ

ていきたいと思っているところでありまして、こういった省エネの具体化というのもですね、

さらに一歩進んだ形で進んでいくことになれば大変うれしく思う次第であります。是非よろし

くお願いいたします。 

    

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。先ほど堂本知事から日本のフロントランナーというお話が

あったわけですけれども、今、上田部長からさらに世界のフロントランナーにつながるような

お話だったと思います。一方で補助率のことなど踏み込んだ発言もあったかと思いますけれど

も、この期待に沿うようにこれからの各論がうまくいくといいなと思います。 

それでは、資料３の１から３の５を使いまして、各論に入っていきたいと思います。まず

３の１の冷熱からです。それでは、プレゼンテーションをお願いします。 

 

○三井化学㈱市原工場 飯田ＧＬ 

冷熱の活用を検討してきました分科会のメンバーでございます。この分科会は、東京 

ガス様、富士石油様、私ども三井化学で検討してきたものでございます。まず１番最初に、

京葉臨海コンビナート地域の冷熱は、どのように利用されているのか、現状を簡単に御説明

させていただきます。京葉臨海コンビナート地域の冷熱は、世界一の LNG の貯蔵能力を持っ

ております。東京ガス様、東京電力様の LNG 基地が、袖ヶ浦、富津にあります。オーストラ

リア、アラスカ、インドネシアから液化した天然ガスを船で輸入しまして、富津、袖ヶ浦に

ございます LNG 基地、貯蔵タンクに貯蔵し、具体的に何に利用しているかといいますと、 

都市ガス、火力発電所用の燃料として供給しております。輸入した状態は液化した天然ガス
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ですから、これをベーパライズさせて、気化させた状態で使用する。気化する段階で冷熱が

発生する。現在、LNG 基地における冷熱の使用例を簡単な絵で書いてございますけど、液体

酸素、液体窒素を作る。京葉地区ではございませんが、他所の地区では、マグロの冷凍倉庫

に冷熱を供給するとか、冷熱を直接的に利用するものと、冷熱を利用した発電をしている。

京葉地区の場合は、冷熱の１割しか冷熱を有効に活用しておりません。残りの９割というの

は、液化した LNG を気化するためには、海水を使用してベーパライズする。貴重な冷熱は海

に捨てられているというのが現状でございます。この９割海に捨てている冷熱を、いかに 

有効に活用できないかという視点からアイデアを考えてみました。 

次の表は、大体どのくらいの冷熱の量があるのかを試算しております。先ほどいいまし

たように、LNG の世界一の貯蔵地域とは言え、一つの LNG 基地で 200 ギガジュール・パー・

アワー。実際は、これの５倍位の能力がある訳ですけれども、季節によって都市ガスの 

需要量が違うとか、発電の量が違うということで、フレキシブルな火力発電所、都市ガス

供給をしながら、冷熱の供給するためには、能力の５分の１位が有効に活用できるもので

はないか。これはどの位の冷熱のボリュームなのかと言いますと、一つのエチレンプラン

トで使っている冷熱の量に相当するレベルでございます。ただし、冷却水として、各製油

所、石油化学の工場が必要としている冷却水の熱量としては、ワンオーダー上の量が必要

ということで、冷熱が多いと言っても冷却水を全て賄うというようなレベルではないとい

うことだけを御承知おき願いたいと思います。 

次は冷熱があるので、すぐ利用できるのではないかと考えがちなんですけど、技術的な

課題というのが色々ありまして、マイナス 160℃という温度レベルのものを使いこなすとい

うと、材料面、配管が伸びたり、縮んだりすることがございますので、極低温を使いこな

し、可燃物をいかに安全に使いこなすかというようなハンドリング上の問題がございます。

それから、一旦冷やすと動かしたり、止めたりすることができないので、長期に連続的に

動かす必要がある。マイナス 160℃という液の状態でございますので、長い距離を輸送しよ

うとするとベーパライズしてしまうということで、長距離の輸送が非常に難しいという 

課題もございます。 

このような課題を克服しながら、具体的な利用案としましては、LNG の基地で、LNG を 

気化する時に熱交換をする。石油化学で極低温に直接利用したらどうかというアイデア。

海水の変わりに水を冷やして各工場に回したらどうかというアイデアを考えてみました。 

一つの活用の例といたしましては、LNG 基地で海水に捨てている一部をエチレンのガスを
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液化することによって、石油化学側に戻す。これによってナフサクラッカーで使っており

ます冷媒の負荷を下げていくというようなアイデアでございます。ある一つのナフサクラ

ッカーの冷媒を転換した場合の例ですけど、約 8,000 トンの CO２削減というものが考えら

れます。 

製品のエチレンを LNG 基地で液化して、出荷するというアイデアもあるかと思われます。

このアイデアの場合ですと約 8,000 トンの CO2 の削減になると試算されます。 

アイデアの 3 つ目ですけど、エチレンプラントのような非常に低温の冷媒を置き換える

のではなくて、石油精製や石油化学で使われております冷却水の代わりをしてみたらどう

かということで、LNG 基地に水を送り、水を冷やし、また元に戻して石油精製や石油化学で

使ったらどうかというアイデアでございます。ただ、このアイデアにつきましては、LNG が

－160℃という非常にエネルギーの質がいい。これを常温に近い水という質の良くない熱に

置き換えてしまいますので、省エネルギー的にはほとんど効果がない対策になります。た

だし、夏場に冷却能力がネックになって生産量を落としている工場があった場合は、夏場

の生産能力を回復することができますので、非常に有効な対策になると思われます。 

最後になりましたけれども、LNG は非常に極低温で、可燃物であるため非常にハンドリン

グが難しいという技術的な課題は色々ありますけど、これがクリアできれば利用価値は大

きい。その利用方法としましては、石油化学のエチレンを液化するということ、水を 冷

却してグルグル回すというアイデアがございます。ただ、今御紹介をいたしまた例は、ま

だ経済性がどれ位になるのか、どことどこを組み合わせたら最適になるのか、その組み合

わせをした場合はどれ位の設備投資が要るのかという具体的な検討には移っておりません

ので、経済性を含めた細かい検討が必要かと思われます。LNG の活用に関しては以上でござ

います。 

 

○橘川委員長 

どうもありがとうございました。それでは資料３－２の熱電供用についてお願いいたし

ます。 

 

○丸善石油化学 中村経営企画部長 

それでは、続きまして熱電共用分科会について説明させていただきます。熱電共用分科

会は、東京電力さん、極東石油工業さん、コスモ石油さん、弊社丸善石油化学の４社で 
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検討し、進めて参りました。説明の順番は、まず熱電設備の現状認識、考えられる合理化

対策案、その対応策の期待される効果、それから最後に実施へ向けての課題という順番で

御説明させていただきます。 

まず始めにコンビナートの現状認識なのですが、現状は熱を供給するボイラーとか、発電

機といった規模の小さい熱電施設が各工場に点在している状況になっております。小規模と

いうことに関連するのですが、各工場では蒸気のほぼ全量を自前で賄っております。逆にい

うと自分の工場の分しか作っていないということになり、設備が小型で比較的効率が悪い。

それから、千葉地区は昭和４０年前後にコンビナートが建設されており、約３０年ちょっと

経過し、設備が老朽化、最新の技術に比べて効率が低いとか、経年劣化によるメンテナンス

コストも増大などで更新を考える時期に来ているということで、統廃合を考える良い機会に

なっているのではないか。それから、昨今の原油の高騰によって各社のエネルギーコストが

上昇し、環境の面からも省エネルギーの必要になってきている。ところが、オイルショック

以降、日本の化学プラントや石油精製プラントは省エネを進めてきており、もはや工場単位、

企業単位の省エネでは限界に近づいているということで、地域連携が必要である状況になっ

ている。 

簡単な漫画で描きますと、コンビナート側では、ガスタービン、ボイラー、蒸気タービ

ンによる発電が各社各様に点在している。一方で、火力発電所という大きなエネルギー 

供給センターがあるにも関わらず、電力の供給を受けるのみという状況になっております。 

合理化の対策案でございますけど、コンビナート側の老朽化している発電機とか、 

ボイラーを止めてしまう一方で、例えば電力会社に最新の最高効率のガスタービンと廃熱

ボイラーを設けて、コンビナートで止めてしまった電力を供給いただいて、ボイラーを止

めてしまった分は新たに蒸気の配管をつないで、新たに蒸気の供給を受けようという案で

す。止めてしまうのが１社とは限らず、Ａ社、Ｂ社でそれぞれ残った中での効率の良い 

機器が常にフル運転して、効率の悪いものから順番に負荷調整に入るような管理、一体運

用が必要となると考えます。 

  今の蒸気と電気の連携として２案が考えられます。まず１点目は、火力発電所から新たに

蒸気受ける。電力は従来の電力線を使って供給を受ける。この案ですと新たに火力発電所

からコンビナート側がそれぞれ必要な量だけ蒸気を使うことになりまして、運営上は比較

的スッキリした運営になると思われます。一方で既存の火力発電所というのは、蒸気を 

供給するという前提で設計されておらず、もし供給するとしたら、大幅な改良若しくは 
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発電機のリプレースが必要になりますので、それらの時期が未定なために実施の時期に大

きな制約を受けることになります。 

もう１案は、例えばＡ工場に火力発電所ほどではないですが、数メガワット級のコジェ

ネを新設する。そこから電力はコンビナート内で自消して、蒸気はコンビナート全体で 

供用するというケースです。こちらのケースですと、機器の導入はコンビナート内で折り

合いが付けば時期の制約はなく、また、場所に応じた熱と電気のバランスを組み合わせて

供給することができるという利点がございます。一方で、発電所の運営主体をどうするの

かという問題が考えられます。 

  これらの対応策を実施した場合の期待される効果ですが、最初の火力発電所ケースの方は、

平成１８年度川崎地区の方で実際導入が進んでおりまして、川崎地区の場合は１２社の 

連携で行っております。千葉の場合更に会社数が増えるということで、あくまで前提です

が、この１から５倍程度と仮定すると 11,000 から 55,000 キロリットル、炭酸ガスで

29,000 トンから 145,000 トンの削減効果が期待できるということになります。 

  それから２番目の高効率のコジェネ設備を導入するというケースですが、このケースは平

成１７年度に五井地区で調査研究を行いました。その結果、五井地区では７社の連携だっ

たのですが、これを千葉地区全体にした場合に２、３倍程度の効果があると仮定すると 

原油換算で 20 万から 30 万キロリットルの省エネ、CO2 ですと 52 万トンから 78 万トンの 

削減の効果が期待できます。 

  最後に課題ですが、先ほど五井地区で調査研究を行ったと申しましたが、今回千葉地区と

いうことで広がりましたので、どういった連携をするのが一番省エネに繋がるかという 

ケーススタディーと統廃合した後の最適化の運用、実現に必要な設備規模の試算といった

技術的な基礎検討が必要となってきております。それから、事業主体、事業の運営方法、

設備投資のコストとメリットの配分をどうするかという運営上の問題。定期整備とか非定

常時のバックアップをどうするか、緊急時にどこからバックアップを受けるかといったよ

うなリスクに対する課題。コンビナート全体で省エネを行うことになるので、現状うまく

いっている燃料バランスが崩れてきます。燃料バランスが崩れた際には質の悪い燃料から

余って行くことになりますので、この後にあります重質留分の有効利用と一緒に余剰燃料

対策を行う必要も出てくると思われます。 

 

○橘川委員長 
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ありがとうございました。続きまして資料３－３、重質留分の活用についてお願いしま

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。よろしくお願いいたします。 

重質留分の活用ということで、分科会で検討してきました結果について報告させていた

だきます。分科会は資料にありますように石油精製、石油化学、鉄鋼合計９社で検討して 

まいりました。 

報告の内容は重油の需要動向等を話しました後に、最終的にロードマップとして何を 

やっていくかという報告をさせていただきます。 

こちらの表は２０３０年までの国内の石油製品と重油の需要について書いてあります。

２０３０年には、石油の需要が今に比べまして３０％ぐらい下がっていくと言われており

ますが、その中で特に C 重油の需要が一番減っていくだろうと言われております。 

その対応の一つとしまして、軽い原油を持って来ればいいのではないかということがあ

りますが、このグラフは軽い原油と重い原油の値差を書いてありまして、最近は１バーレ

ルあたり７ドルという大きな値差がついております。 

したがって、重たい原油からでも白油を作れるよう設備を作っていかなければなりませ

ん。こちらは白油化指数というものを定義した図になっております。重質留分から白油を

作る色々な設備がございますが、その合計が原油の処理能力に対してどれくらい持ってい

るかを表したものでございます。 

 この表は世界で主要なコンビナートを比較した例でございます。台湾の麦寮のコンビナ

ートが５２パーセントと非常に高い白油化指数になっております。その次は中国の上海と

いうことで、最近出来ましたコンビナートは白油化指数が非常に高くなっております。一

方、千葉におきましては２３パーセントと麦寮の半分以下の状態になっております。 

次に、コンビナートの中でどれだけの重質油が作られているのか、調査いたしました結

果を説明致します。石油精製では、合計で年間４７０万キロリットルの重油が作られてお

ります。一方、石油化学の分野ではエチレン装置を中心としましてボトムオイルが年間約

５０万トン生産されています。こういったものをどうしていくかということが大きな課題

となっております。 

繰り返しになりますが、課題としましては、石油精製のところで重質油をより付加価値
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の高いものに変えていく。その場合に分解プロセス等から出てきます残渣等をどう処理す

るのか。石油化学では、より安い原料を使いますとたくさんの分解重油が出てきますので、

そういった重質留分の処理をどうするかが大きな課題になります。 

次に具体的にどう対応していくかと申しますと、余った重質留分を集めて効率的に処理

して行くということが考えられます。そのためにはコンビナート内に配管網を作って、集

めることが必要となります。集めた重質油をこの地区の状況に合ったどのような分解プロ

セスを導入して、効率的に分解していくかというところが次の課題になります。３つ目は、

分解プロセスから出てまいります更に重たい廃残渣をどう処理するか。一つは、熱とか、

電気のエネルギーに変える。もう一つは、製鉄所の中で原料として使っていけないかとい

う検討が必要となります。 

次に、石油精製の分野で出てきました重質留分を処理する装置の例を説明します。接触

分解とか、熱分解とか、あるいは抽出とか、最後はガス化というものもございます。この

ように色々な分解プロセスがございます。 

 こちらは、京葉臨海コンビナートで導入されております富士石油さんのユリカのプロセ

ス装置のフローでございます。 

 次は、分解ではございませんが、溶剤を使った脱れきのプロセスを紹介したものでござ

います。 

 このような重質処理プロセスを検討していくのですが、付加価値の面でどうであろうか、

あるいは建設費としてどうであろうか、扱える原料でどうであろうかという点を踏まえて、

色々な面からプロセス評価して我々のコンビナートにあったものを導入していく必要があ

ります。そういった具体的な対応を進める上での課題ですが、先ほど配管網を設置して、

集めると申し上げましたけども、集める際にコンビナート内に配管を引かないといけない

のですが、我々のコンビナートは、旧法の消防法の基準でつくられた設備が非常に多くご

ざいますので、新たに配管を引くと言うことがプロット的に非常に厳しいというのが現実

であります。その辺をどうクリアしていくかが大きな課題になります。 

２つ目は、製鉄の分野で石油コーク、石油ピッチ、廃残渣を活用していくことを検討す

るのですが、規制の問題とか、価格面、使えるかどうかの品質面での検討が今後必要にな

ってきます。 

 今後の対応モデルとして３つを提案させて頂いています。 

１番目は現状の設備で出来るだけ早く活用を進めるということで、鉄鋼の分野の中で、
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何とか使っていけないか検討していきたい。５万トン位の重質残渣物を処理できないか想

定していますが、これによるＣＯ2 の削減効果は１４万トンになります。それからモデル２

として、廃棄物の処理を併せ持ったグリーンボイラーのようなものを設置しまして、汚泥、

木くずといったバイオ燃料を使いながら、同時に廃重質油を処理していく。うまくいけば

ＣＯ2 が３０万トン近くの削減に繋がっていく。更に大型の石油ピッチとか、廃棄物のボイ

ラーを作ったらどうかというのがモデル２でございます。 

モデル３は、更に進めまして大きな分解プロセスを導入して、京葉地区のかなりの部分

の重質油の処理をしていければと考えています。 

次の図は、重質分解をしたら石油化学にどういうメリットがあるのかを示した図です。

コンビナート内に重質分解の処理設備が出来ますと、エチレン装置から出てきます重質留

分を分解原料として使い、処理することが可能になります。そうしますと、エチレン装置

でより安価な、少し重たい原料を使うことが可能となってきますので、石油化学の分野で

の競争力アップにも繋がりますし、石油精製の重質油処理も同時にできる。合わせて鉄鋼

の分野へ重質油を供給して、そこでの活用も検討いただく。石油精製、石油化学、鉄鋼と

上手くリンクしながらやっていけるのではないかと考えております。 

 さらにガス化までまいりますと、ガスから石油化学の原料を直接作っていくというプロ

セスが生まれてまいります。水素等も出てまいりますので、民生の方でうまく活用してい

くということで、水素社会にも貢献できるようなプロセス導入ができると思っております。 

これからやらなければならないことは、先ほど申し上げたとおり重質油の分解、抽出か

ら出てきます廃残渣等の処理を何とか鉄鋼で使えないのか。２つ目が廃棄物とバイオ燃料

等をうまく使いこなせるような地域共生型の廃棄物グリーンボイラーの中で廃残渣油を一

緒に処理することを検討したい。３つ目が、共同の分解プロセスの導入、検討調査を進め

て参りたいということでございます。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

どうもありがとうございました。資料３－４を使いまして、水素活用についてお願いし

ます。 

 

○出光興産㈱千葉製油所 久保田管理課長 

続けて説明させていただきます。水素の分科会は、コスモ石油さん、極東石油工業さん、
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住友化学さん、新日鐵さん、JFE スチールさんの６社でやってまいりました。 

レポートの内容は現状の把握から最終的な水素活用のシナリオについてまで説明いたし

ます。 

国内で現状の水素バランスはどうなっているかということで、これはＰＥＣの資料を 

参考にさせていただきました。その資料によりますと、国内で３６３億ノルマル立方メー

トルの水素の製造能力があります。一方活用は半分程度に留まっており、現時点でもある

程度の水素の供給余力があるというのが現状のバランスであります。 

  次は、今後の水素需要の想定グラフです。きたるべき水素社会に向けて、現状はまだ微々

たる量の水素の需要しかございませんが、一体いつから水素の需要が増えてくるのかとい

うのが課題となります。 

  コンビナート同士で水素の供給できる余力がどの位あるかを比較しております。京葉地区

と水島地区を比較いたしましたが、ほぼ同程度の水素の余力があると認識しております。 

次にヨーロッパ、アメリカでどれだけの水素活用が進んでいるかということでございま

すが、国あるいはメジャー等の資本が入りまして、水素のインフラ整備が進んできており

ます。欧州では、ミュンヘン空港での水素社会に向けた活用研究もされておりますし、大

規模な水素ネットワークを作っていこうという動きも一部では始まっております。 

  京葉地区で、どういった形で水素供給のモデルが出来るのかということですが、左下に東

京湾の絵を書いてありますが、京葉地区は、大消費地である関東の中に位置付けられてお

りますので、コンビナートで作った水素を高純度にし、消費地へ供給するというモデルが

作れるのではないかと考えております。 

  そういった水素社会に向けてのこれから開発しないといけない要素技術を書いております。

まず、水素をどうやって作るかということと、２つ目は水素の輸送と貯蔵をどうするのか、

３つ目は水素をどう活用していくのというようなところで技術の開発が必要になります。 

  これは、水素の製造から回収に至るプロセスのフローを書いておりますが、ガス化を含め

まして、色々な技術開発をしていかなければいけません。 

輸送のところでございますけど、仮に新日鐵さんの君津製鐵所から五井地区まで水素ラ

インを引いたらどうなるかということで、過去検討された図でございます。約３０キロ位

の配管になりますが、その当時費用で約１００億円位かかるのではないかといわれており

ます。 

  長い水素の配管を引くまでには、ステップを踏んで進めていかないといけないだろうと考
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えています。１番としては、現状の水素をできるだけコンビナートの内で回収して、小さ

な、効率の悪い水素製造設備を止める。そのために企業間を結ぶミニのパイプラインを作

っていく必要があります。又、それを繋ぐことによって大きなパイプラインになりますの

で、小規模ではございますけど、パイプラインの整備が進みます。ステップ１、２のとこ

ろまではＲＩＮＧ３ということで既に具体化が進められております。更に今後の課題とし

ては、鉄鋼分野でのＣＯＧの中からの水素回収の検討。出てきた水素を如何に民間で使っ

ていくかという利用方法の検討が大きな課題となります。 

  ステップ１、２で進めております水素回収と大型水素設備の集約化というところで、  

ＣＯ2 としては１９万トン位の削減に繋がるのではないかと考えております。 

  この図は更に共同の大型水素製造設備を作ろうということで、現状の水素製造設備の３倍

ないし４倍位大規模な水素製造設備を作って、効率的に水素を作って供給していく大型水

素製造設備の一例でございます。 

  また、こちらは、コンビナートと民間との水素を活用するチェーンを描いております。コ

ンビナート作りました水素を高純度化して、それをクリーンエネルギーとして使う。 

あるいは、コンビナートの外に運び出しまして、そこでの利用を検討していくという水素

チェーンを検討していかなくてはいけないと考えております。 

  最後にこれからのロードマップですが、ステップ１で徹底的な水素の回収、２番目で パ

イプラインの整備、大型水素製造設備のへの集約、ステップ３で先ほどのネットワークを

使った民間への供給を果たしていきたい。そのためには、水素需要をいかに立ち上げてい

くかという事が大切に成りますので、モデル事業として、京葉地区の近くに、成田空港等

のモデル地区を作っていくようなことを、行政の方と一緒に 検討していかないといけな

いと考えております。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

どうもありがとうございました。それでは最後の報告として資料３－５を使って競争力

強化のためのその他の取組についてお願いします。 

 

○小林千葉県商工労働部産業振興課長 

続きまして、資料３－５を見ていただければと思います。ただ今省エネ推進に４つの 

テーマの報告があった訳ですが、その他京葉臨海コンビナート地域の競争力強化のために
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必要な取組として、考えられることを２、３報告させていただきます。まず１点目が法規

制の緩和の推進であります。工場の生産施設、緑地規制、配管規制、廃棄物規制等、当然

この地域の安全の確保、環境の保全の観点で必要な規制がある訳ですけども、競争力強化

のため、あるいは設備投資の促進のために何が必要かと、御要望も含めて御意見をいただ

ければと思います。これまで行ってきた対応として、１つとして工場緑地率の緩和。冒頭、

知事から説明が若干ありましたけれども、昨年度末、千葉県として工場立地法の地域準則

条例を制定しまして、今年度から工専地域については緑地率２０パーセント以上から１０

パーセント以上に緩和したわけであります。今回の通常国会で地域産業活性化法におきま

して、工場立地法の市町村への権限の委譲、場合によっては緑地率０％超えでもいいとい

う新しい制度も動いている訳です。その他特区の活用によりまして、高圧ガス設備の開放

検査周期の延長等、これまで規制緩和に対応してきた訳ですが、工場の技術の担当の方か

ら出ている話としましては、配管の規制、特に移送取扱所、危険物付属配管の保安距離等、

消防法で規制されている危険物に関する規制緩和が必要ではないかとう話でございます。 

次のページでありますけど、ロジステック共同施設の検討も必要ではないかということ

で現場レベルでは考えています。市原、袖ヶ浦地区におきましては、国道１６号沿いにお

いて幅５０メートル、全長１４キロメートルの非常に幅広い、長距離の配管用地が企業庁

によって整備されているのですが、臨海鉄道用地或いは既存の配管で、かなり用地の確保

が難しくなっているという声があります。その他共同の排水処理施設が未整備であるとい

う課題もありますので、こういった現状を踏まえて対応していきたいと考えております。

先ほども、水素のところにもありましたが、高度統合を進める上でのキーポイントは配管

の確保ではないかと考えております。企業間の連携によって配管網の拡大ということが一

つの課題ではないかと考えております。その他排水処理施設、倉庫、タンク、バース等の

既存、新設施設を企業間連携によって共同利用することも重要になってくるのではないか

と考えております。 

  最後に３点目ですが、工業用水事業の効率化という検討も昨年から動いております。千葉

県の工業用水道事業は企業庁によって運営されている訳ですが、他府県と比較して多少高

額な給水料金と指摘されている訳であります。節水努力が反映できない責任水量制、契約

水量の途中での変更ですとか、企業間融通の制限を緩和することによって、より柔軟な、

弾力的な工業用水の利用ができないかということなどが、各社から要望が出ております。

対応としましては、給水コスト削減について、事業主体自らの組織のスリム化、業務委託
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の促進によって、コストを削減して料金を値下げできないかということ、責任水量制の見

直しも含めた工業用水制度のあり方の検討、相互融通による渇水対策の強化ということも

考えられるのではないかということであります。今日は考えられる３項目を提案している

訳でありますが、その他京葉臨海コンビナートの競争力強化のために必要な事項等があり

ましたら、御要望も含めて御意見をいただけたらと思います。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

  どうもありがとうございました。それでは今までいただいた一連の報告の質疑応答、或い

は意見交換に入っていきたいと思います。委員の方どなたからでも結構です。如何でしょ

うか。時間も限られておりますので、申し訳ございませんが、発言時間はやや短めにお願

いします。 

 

○三井化学 佐野委員 

 三井化学 佐野でございます。色々と今日はお聞かせいただきましたけれども、基本的な問

題として、中間とりまとめの概要に書いてあります、地域と環境と共生する持続可能なコンビ

ナートを目指してというコンセプトについては、私共はそのとおりだと思いますので、基本的

な考え方の具体化に向けて、三井化学としても出来るだけの協力はしていきたいと考えており

ます。具体的な内容の中で、競争力強化に向けたアクションプランが１、２、３、４とござい

ますけど、例えば、今行われておりますＲＩＮＧですとか、ＮＥＤＯですとか、各地域で行わ

れていることの市原版といいますか、よりマッチした形、多少拡大した形がいくつかあります。

１の冷熱の活用は、私ども、大阪で検討しております。こういったところを参考にしていただ

ければと思います。地域と共生するという意味では、重質留分の活用のところは私ども非常に

関心があります。できればこういった形で、重質残渣とか、廃棄物、バイオ燃料とかうまく全

体として活用していけば良いなということが一つ。あと一つは、全１１社まとめて一斉にとい

うのは、時間軸との関係を含めて難しいなという気がいたしますので、テーマ毎に出来るとこ

ろから、まずはスタートして、それを核にして全体的にうまく広がっていけばいいのかなとい

う気がしました。以上でございます。 

 

○丸善石油化学 吉田委員 

丸善石油化学の吉田でございます。今３つのアクションプランの説明があったのですけ
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ど、もっともな案で基本的には大賛成だと思います。当社の周辺の関連会社等で検討して

きた項目も当然入っておりまして、具体的に実行に移そうとしますと大きな投資が発生し

ますし、個別の企業の事情がありまして、なかなか具体化には難しいと。そういう意味で

は、今後どのように具体化に向けて、実行に移して行くかということが、一番肝心要であ

ると思っております。当然、企業間同士で損得の大きいところと、小さいところがあるの

ですけど、どの様にまとめていくかという問題と、これをやれば省エネにもなるし、合理

化にもなるということは間違いないのですけど、投資を含めて本当に合理化なのかという

ことを考えていかないといけないと思っています。以上でございます。 

 

○富士石油 斉藤委員 

富士石油の斉藤でございます。短期間に充実したワークをしていただいたと思います。

非常にもっともであり、有効だと思います。ただ、今のお話を聞きますと、それぞれにつ

いて、例えばＣＯ2 の費用対効果を考えますこれはどうかというものもありまして、ＣＯ2

の削減量でも何１０万トンから何千トンと幅がございまして、そういうところをこれから

精査して、絵を書いていくことが大事なのかなというふうに思います。それと、ＲＩＮＧ

で石油、石油化学は随分互いに実績はあるかと思いますけど、せっかく、鉄鋼、電力、ガ

スの主要企業の皆様がお入りになっていますので、全体的にまとまって連携ができるよう

な仕組みが欲しいなという気がします。 

 

○東京電力 木村委員 

東京電力の木村でございます。各テーマそれぞれお聞かせいただいて、事細かく詰めて

頂いているなという思いをしている訳でございますけど、詰まるところはＣＯ2 問題、地球

環境問題というグローバルな問題に加えて、やはり地域の競争力の強化という点が極めて

大きいと思います。従いまして、これまで個別あるいは当社の例ですと、当社とお客様と

いった限られた世界での検討があったと思いますけど、更に拡大しまして、大きなスキー

ムの基で検討を進めていく。こういう事は、非常に意味のあることだと思います。スコー

プを大きく取って、なおかつ経済性というのがベースですので、民間企業でありますから、

そこが成り立たないと良い絵を描いても駄目です。それぞれの状態に応じたそれぞれの 

検討を進めていきながら、実現可能性を追求していく。そのために、国、県当局としても

財政的な面とか、規制面とか、色々な援助が必要となるかと思います。ある程度見極めを
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持って、全てについて総花的にやっていくことではなくて、やはり可能性を考えて、重点

的に出していくことが必要ではないかと思っております。更に検討を進めて行って、良い

成果が得られることを願っております。以上です。 

 

○東京ガス 草野委員 

各分科会の検討内容を興味深く見させていただきました。私どもは冷熱活用分科会に 

参画させていただきましたが、４つのアクションプランのポイントは、これから要素技術

をどう展開していくかということと、建設投資をどうクリアするかということが共通の課

題として整理されたということだと思います。正直申し上げて、技術の展開、或いはプロ

セス上の利用については、さほど目新しいことはなく、これまでの取り組みが再整理され

たという印象です。問題はコストの部分だと思います。一方で、１３０万トンという膨大

なＣＯ2 削減が可能ということは温暖化対策の観点からは非常に魅力的であり、何とかしな

ければいけないと思います。そのためには、この企業間連携を省エネルギーという視点だ

けではなく、競争力強化という視点でどのように捉えるか、木村委員の御意見を借りれば

スコープを広げる必要があると思います。競争力強化のために必要な取組として、法規制

の緩和について指摘されることが多いですが、逆に緩やかな規制をかけていくことを考え

ることも必要ではないかと思っております。例えば、設備が老朽化すれば設備更新や設備

増強等の設備投資が必要となりますが、現状はそうした設備投資は、各々の企業や工場で

行われている訳です。こうした設備投資をより効率的に実施していくためには、各企業が

役所に提出している石油供給計画、電源開発計画、ガス供給計画といったものの内容を踏

まえ、より最適な組み合わせを考えていく、また、具体的にその計画の中に反映させてい

くという緩やかな規制という部分が必要となってくる場面もあるのではないかと思います。

もちろん昨今の自由化の流れの中で相反する部分があると思いますが、本気になって連携

を進めようとするのであれば、各企業が独自でやる市場戦略上の設備投資を、競争力強化

のために組み合わせることを、政府や県が主導していけるのかどうか。また、その見返り

として、上田部長がおっしゃったように補助金の率を３分の１から２分の１にしていく、

そのための財源を国家財政が厳しい中で地域独特の経済性、競争力強化に使えるのかどう

か。規制とそれに対する見返りの補助制度を合わせ技で考えるというとこまでいかないと、

せっかくのプランが絵に描いた餅になる可能性が大きいのではないかと感じました。 
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○住友化学 小中理事千葉工場長 

住友化学の小中でございます。大体言われたことに追加することはそうないのですけど、

何点か申しますと、企業間連携の具体策について御説明をいただきましたけれども、重質

留分の活用と水素の活用は実際的な観点から興味のある事項でございます。重質留分の 

活用につきましては、リファイナリー側で余剰の重油があって、進めるべきだし、もう一

つは、リファイナリーとケミカルズの大きな連携を実現する手段であります。白油化のみ

ならず、我々石化側に必要なナフサ、Ｃ４、ＬＰＧ、プロピレンとかを組み合わせて、重

質油の処理技術を選択すれば、十分実現性のある話であって、大いに期待するところであ

ります。それから、水素の活用も各社水素の需要の将来構想があると思います。住友化学

も追加の需要を考えているわけですが、当てはめやすい容易さがある一点だと思います。

後の冷媒とか、電熱というところは、私が理解できていないところがあるのですけど、こ

の重質留分の活用と水素の活用を石化側から見たら、今まで燃料として使っているものを

出す訳でして、代替燃料が必要となる訳で、そこでのメリット差を出すところですね。 

Ｒ－Ｃの大きな連携の中で考えないと物事が決まらないのではないかと思います。問題は

代替燃料だと思います。たまたま我々石化側は、エチレンプラントから出てくる重質油を

燃料としてバランスしているので、リファイナリー側に比べて危機感がない訳です。代替

燃料との差でインセンティブを作っていく仕組になるかと思います。以上でございます。 

 

○新日本製鐵 中村委員 

  まず大事なことは、リサイクルという言葉は、あまり新しくないのですけど、今まで我々

は、セルフリサイクル、要するに自分で発生したものは、自分で回収して、自分で 

１００％使っていくと、こういう形でやってきたんですけど、それが最近、セルフリサイ

クルではなくて、グループでリサイクルするというのが、当たり前になってきた。 

で、この構想というのは、グループもさらに越えて、リージョンというか地域というか、

それが京葉地区であったり、千葉県全体であったりすると思うのですが、そういうリー 

ジョンでのリサイクルということで、住民の方たちも含んだところでのリサイクルという

ふうに変わっていくということが、大きな意味かなと思っていて、したがって、自分で発

生したのを、回収して、自分で使っていればいいじゃないかという考えを、少し拡大した

フィロソフィーになっていることが、大きな意義だなと私自身思っております。 

これから実現に向けて一つ大きなポイントは、やはり技術的に、未成熟なものと、そう
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でないものとを、はっきり分けていく必要があると思うのですが、さきほどお話のありま

したように、全く未成熟で、海のものとも山のものともつかないというような御提案はあ

まり無いように感じました。規模の問題はありますけれども、少なくとも小規模なプラン

トでは、ある程度できていくというものが多いと思いますので、あとはそれを、先ほどあ

ります遠隔地域同士をネットワークでどう繋いでいくかというところ、それに絡んで必要

なものが先立つものである資金の問題と法制の問題。こういうふうに整理すると、考えや

すいと思っております。 

  わたしども鉄としては、重質油の活用というのが、ある意味こういうプロジェクトの中で

仕事させていただく上で、前向きに考えていかなくては、と思っておりまして、ただ重質

油というのは、この中にも書いてありますが、サルファーをかなり含んでいると思います

ので、鉄というのはサルファーが入っているのが一番困るものですから、これをどうやっ

て除去していくのか、これも対策を出さなくてはいけないと思っております。 

本当はですね、完全にガス化してしまえば、いろいろなガスとの混合が出来、ユーティ

リティーの高い、使えるものになると思いますが、そこはステップとして考える必要があ

ると思います。私どもとしては、ガス化ができればベストだし、ガス化というのは、そう

難しい技術ではないと思っています。 

  それからもう一つ、水素につきましては、これはもう色々な方向で、既にやってこられて

いる訳ですから、あとは、市場との関係で、燃料電池やあるいは水素自動車等の時代にな

る、約２０２０年から３０年と書いてありますが、それを目指してどうやってステップア

ップするかということで、今は国プロの中でやらせていただいているものが多いと思いま

すが、そこからのステップアップの問題というふうに位置付けています。 

  最後に、さきほど草野さんがおっしゃった、緩い規制ですか、私も言葉は違うかもしれま

せんが、同じ意味で緩い規制の必要性というか、認識というか、ちょっと考えているので

すけれど、我々企業から見ますと一つひとつ当然、収益性というのを論じなくてはいけな

いんですけど、一方で地域の中で仕事させていただいている以上、ある意味で仲間であり、

共同意識を持つべきですから、こういうプロジェクトが出来た以上、何か、義務とは違う

のですが、地域に存在していて、プロジェクトから疎遠な所にいるということは避けたい

し、ある程度以上の貢献はしなくてはいけないんじゃないかなというふうに、思っており

まして、それをさっき草野さんも規制というようにおっしゃったのかなと思います。そう

いうことで、是非、安心してプロジェクトに参画できるように、前提条件作りを国、県等
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の皆さんにお願いしたいと思います。 

 

○ＪＦＥスチール 狩野委員 

JFE スチールの狩野でございます。 

今、アクションプランをいろいろ説明いただきまして、こういったことが実現すれば、

将来の京葉コンビナートにとって、非常にメリットのある姿になるのではないかと思いま

す。 

やはり足りない所と余った所、それをバランスさせることと、今活用できていないもの

をいかに活用するかということは、非常に大事だと思います。 

ただ我々、製鉄所で考えますと、例えば蒸気だとか水素、そういったものは、先ほど中

村さんがおっしましたけれども、所内で、一応クローズして使っていますので、むしろい

ろんなプラントが休止した場合などに、山谷を埋めあう使い方が非常に有効じゃないのか

と思います。 

重質留分ですが、先ほどの話と重複しますが、今例えば微紛炭の吹き込みだとか、LNG の

吹き込みだとかいろいろな技術が既にある程度確立された中で、さらに重質留分を使用し

ていくには、サルファーの問題などを経済的に見合った形で解決していかないと、なかな

か進まない部分があるのではないかと思います。 

先ほどの報告に関しては、技術的には可能なものが非常に多いと思うのですが、経済的

に見合うかということと、それが実現のステップとして、電気、ガスという、既に世の中

にインフラが出来ているものに変えて、早くお互いで融通する方法を考えながら、次のス

テップで新たなインフラ整備も含めてやっていくようにすればよろしいのではないかと思

います。 

我々も地域の中で、何とか貢献してゆきたいと思っておりますので、宜しくお願いいた

します。 

 

○コスモ石油 古薗委員 

コスモ石油の古薗でございます。 

今までたくさんの方が意見をおっしゃっていただいたので、私は違う視点で意見を述べ

たいと思います。 

コンビナートは、昭和３０年位、随分昔にデザインされたのですが、コンビナートとい
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う名前がある限りは、物流ですとかエネルギーの交換といったことは、設計の中に入って

いたはずですし、やっていた。ところが今、国際競争力の強化ですとか、各企業がどんど

ん、進めてきたということで、当時設計した以上に物流をたくさんやらなくてはいけない、

あるいはエネルギー交換をたくさんやらなくてはいけない、しかも発生源が遠くはなれた

ところでもやりたい。我々が扱っている物質は、気体ですから、今日のワーキングのお答

えの中にもありましたような、配管の設置という答えに辿り着くのは妥当なことだろうと

思いますし、当然そうだろうと思います。ところが現実問題を考えてみますと、どこかの

グループの発表にもございましたが、配管設置場所が、大変窮屈になっている。何本の設

置の予定で用地が確保されたかわかりませんけれども、今現在は、それ以上に必要とされ

ている。また障害物である河川だとか、海だとかそういうものをどうやって越えていくの

でしょうか。 

これは、お金のお話もありますし、おそらく昭和３０年に出来たことですから、今、 

技術的にはやろうと思えば出来るはずですが、物理的に他の施設が出来ているとか、いろ

いろなことがありまして、どこへどう線引きしてやれるのでしょうか。こういう問題を考

えますと、これはもうとてもじゃないけど企業の問題ではないと私は考えますし、そこは

行政といいますか、何らかの公的な強制力を働かせていただかないと、本当の競争力の強

化にならないんじゃないか、とこういうふうに思っておりますので、是非そういったとこ

ろまで掘り下げて、議論いただければと思います。 

 

○極東石油工業 原委員 

極東石油の原でございます。 

今日は、いろいろな分野における競争力の強化に関する、いろいろな御提言を聞かせてい

ただきありがとうございました。皆さんからいろいろな御発言がありましたので、私からはあ

まり申し上げることはないのですけれども、聞かせていただいた中で、石油精製業ですから、

やはり重質留分の活用について、非常に関心があります。今、石油精製と石油化学、共通の不

要なものと言ったら怒られますけれども、重質留分はそういう位置付けでして、原油を扱うも

のとしては、どうしても重質留分は連産品として出てきてしまうものですから、これから先の

ことを考えると、これに何とか対応するということは、必然的なことだと思っておりますので、

これについては、真剣に取組んでいかなくてはならないかなと思っております。 

そういった意味で今日、提言のあった重質留分の活用、特にグリーンボイラーにつきましては、
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最終的にどうしても処理できない、残渣とかピッチが出てきますので、そういったものを地域

から出てくる汚泥とかバイオとかと一緒にして、グリーンボイラーにするというのは非常に面

白い発想だなと思っておりますので、こういうのを鋭意進めていったらというふうに思ってい

ます。 

個々の案件についての優先順位付けについては、これから最終報告の間までに検討されて

いくんだろうと理解していますけれども、いづれにしてもせっかくのこういった検討会ですの

で、きちんとした形で、千葉のコンビナートが世界で戦えるような、世界で生き残れるような、

そういった競争力に資するようなことを作り上げていきたいと考えています。極東石油も微力

ですけれども、前向きに検討していきたいと考えておりますので、宜しくお願いいたします。 

 

○出光興産 原田委員 

出光の原田でございます。 

４つの具体的な提案がありましたが、実際に実行していくという過程では色々な事があると思

います。いずれにしても国や県の産業政策を踏えてエネルギーフロントランナーに千葉地域が

なるという原点に帰り、問題点は既につかんでおられるわけですから、具体的な課題を解決し

ていくときに、競争力強化や省エネといった目的を達成するために、民間は、県は、国はとい

う分担をはっきりしていけば、難しいことはあるでしょうが、実現の可能性は非常に高まって

くると思っております。何故そういうことを申し上げるかといいますと、平成１２年のＲＩＮ

ＧⅠの時からたまたま私はＲＩＮＧの仕事に関係していました。最初のころは石油と石化が話

しをするだけでもおっかなびっくりでやっていました。今日の発表を聞いていると、既に石精

と石化を越えて周辺の企業の方々と日常的に議論をしておられる様子を非常に頼もしく思いま

した。 

いずれにしても問題はあるでしょうが、実行・実現に向けてやっていくことが、千葉のフ

ロントランナーとしての将来を決めていくことになると思う。会社の壁、地理の壁、人の壁、

資本の壁が有るからこそ、課題があり、それらを解決することにより合理化に繋がるのです。

またそういう合理化につながる種があると私は強く信じている。 

今までやってきた経験から言いますと、新しい問題を提案する時に名刺を出して今から相

談を始めるという時間はありません。こういう機会を捉えて、人の輪を作っていって、将来を

担う若い連中が自分の企業の中だけではなく、周りの会社の人とも知合い、県や市や国の人と

も知合うというようなことが意外な力に繋がると思っている。堂本知事もお正月の千葉だより
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に、人と人との触れ合いについて述べられていますが、触れ合いというのは企業の間でもある、

企業と県、企業と地元、企業と国ということで触れ合いが広がっていく。 

今日の４つの提案を実現することがフロントランナーの目的を達成するための一番良い方

策だと思いますので、今日は大変嬉しく聞きました。一緒に頑張って行きたいと思います。 

 

○吉田委員 

私がここにおりますのは、今日色々発表がありました、企業間連携による省エネルギーそ

れと人材育成に関する委員会をやっておりまして、その委員長という立場からですが、その立

場から少し意見を述べさせてもらいたいと思います。 

一企業でできる省エネルギーは限りがあるということで企業間連携の中で省エネを考える

という動きがあり、その観点から今日、分科会の発表があったわけです。皆様お分かりのよう

に非常に可能性があるという結果が出るのですが、現実に行われているプロジェクトは何かと

いうと富士石油と住友化学で行われている企業間連携が唯一あるのみです。依然としてそれし

かない。ＮＥＤＯ内部でももういい加減にしてほしいという状況にある。 

何故そうなのかというと、国際競争力を考えたときに日本の石油化学がどうなるのかとい

う将来像がはっきりしない。その中で千葉コンビナートの将来がはっきりしないという状況に

あり、これが一番問題となっていることなのです。これは二つの工場長が集まって決められる

話ではない。基本的には本社のトップクラスの方々が集まって決めていかないとならず、それ

がないと企業間連携は動かない。住友化学と富士石油の場合も今日お出でいただいている富士

石油の斉藤さんのようなかたがリーダーシップをとってやった結果、出来たわけで、ここでこ

れだけの方が集まって、協力していくといっている以上、前向きにきれいごとではなくやって

いかなければ前進しません。 

そのためには石油化学の将来をどう考えるかが大事なことで、去年のＲＩＮＧ委員会との

意見交換会のとき三菱化学の方が、日本の石油化学コンビナートは二つしか残らないのではな

いかとおっしゃっていたが、わたしも二つか三つだと思っています。そういった方向で、千葉

のコンビナートはどう在るべきかを、経済産業省の方も一緒になってお考えいただき、その中

で、どのプロジェクトを残すのかを考えてほしいわけです。 

エネルギー冷熱一つとっても、もし、冷熱を簡単に使えるなら、石油化学の中にいっぱい

ある蒸留塔を冷やすということだけでも、どれだけ有効利用できるかわからない。しかしどれ

だけの蒸留塔を残せるのかということがはっきりしなければ、冷熱の配管はとんでもなくコス
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トがかかるので、そう簡単には踏み出せない。 

重質留分についてガス化をするということは一番適当な話です。そこまでいければ、単純

にあまっているものだけではなく、都市ごみなんかも含め大規模にガス化をする。その結果と

して新しいＤＭＥのようなクリーン燃料を作る。更には将来のエネルギーとしての水素を考え

る。というところまでいけることになる。 

しかし、現実問題として、現在、重質油がかなり余っていて、軽質化すると言うことでユ

リカのようなプロセスを動かしている会社はかなり儲かってはいますけども、だからといって

ビスブレーキングのような装置をこれから造って成り立つのかというと、皆さん躊躇する状況

にあるのではないか。むしろそれよりは、今の状況から見ると、石油精製プラントを一つか二

つ潰すことが必要だと考えているのではないか。 

現実にガソリンの需要が下がっている。それは石油が高騰しているということもあるが、

需要が少しずつ減る方向に動いている。そういう時代が来たということで、重質油の分解装置

というのはそう簡単に流行らない、それよりは将来計画を考えるなら、全部をガス化にもって

いくということにならざるを得ない。しかしそれには千葉のコンビナートの将来像をきちっと

描かなければ難しいと思う。 

 さらに、水素ということでは、いずれは脱カーボン、水素ということになるだろうと全員が

考えているが、現実には需要がない、従ってインフラ整備も進まないという状況にある。先週

も新日鐵がＣＯＧの中の水素発生量を数倍にするというプロセス開発、これは経済産業省直轄

のプロジェクトであるが、この評価があったが、技術開発は見事に成功した。これは燃料電池

自動車が 200 万台走るだろうということで、燃料電池車用水素の開発プロジェクトということ

で行ったが、技術開発の評価としては完全に「Ａ」、しかし技術開発の意義としては「Ｄ」だ

と私は申し上げました。利用開発の先がない燃料電池自動車用として考えるなら意味はない。

新日鐵としてそこらへんをどう考えているのかと申し上げた。 

それから、水素の需要を特区として、どこかに大きく作り出していくというようなことを経済

産業省が主導してやってくれない限りこういう技術開発の意義が消えてしまうと言うことも申

し上げました。 

そういう観点から、千葉で一番大きな産業は何かというと、今日お集まりの皆さんの産業

ではなく、圧倒的に大きいのはディズニーランド、その次は成田空港なわけで、水素の需要と

いうことを考えるなら、是非、堂本知事が中心となって、成田空港の水素化、現実にミュンヘ

ンでは行われているが、そういったものを千葉県がリーダーシップをとり、経済産業省と一緒
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に進めていただきたい。或いはディズニーランドにも働きかけて、私企業で難しいかもしれな

いが、しかるべき補助金を得て、中の水素化をテストする。というような未来へ繋がる話を是

非ここで考えていただきたい。そうでないとああいった計画も絵に描いた餅に終わる。ここで

是非具体的なことをお考えいただきたいと思うわけです。 

 それからあるところで、水素、水素というけれども、需要がない、インフラがないというこ

とで、このままでは水素社会は難しいということをお話したところ、今年の 7 月にトルコのイ

スタンブールで、２千人位集まって水素の大きな会議をするのですが、そこで基調講演をやっ

てくれといわれた。こんな後ろ向きの話をするのではまずいのではないかと組織委員会に申し

上げたところ、それでやってもらってかまわないといわれた。どうも世界的に水素の難しさを

みんなが感じてきたのではないかということを痛感している。 

 しかし私はもう少し前向きな話をしたい。それには、日本を代表する空港を水素化するとい

うようなプロジェクトを千葉で打ち上げるというようなことを考えてほしい。 

 それからガス化という案を考えたとき、いずれは発電に持っていくということになれば、東

京電力の発電事業というのは将来計画まで全部決まってしまっているので、千葉でやっていく

ことになれば東電の計画の見直しをお願いしなくてはいけない。そういったことが可能なのか

どうかを含めて、これだけの方が参加されているのですから、考えていかなければならない。 

 更に申し上げたいことは、実は帰ってきて１週間ぐらいしか経っていないのですが、台湾で

新幹線が走り出しました。新幹線の駅が１０ほどできるわけですが、駅周辺の地域開発をする

に当って、地域冷房も一緒にやりたい。つまりエネルギーと地域開発を一緒にやりたいが知恵

を貸してほしいということで行ってきました。その時に日本の日建設計や鹿島建設等の方にも

一緒に話をしてもらったが、聞いていて大変驚いたことは、晴海のトリトン計画は１７年にわ

たる大計画で、そういう計画を日建設計というようなところが主体となってやっているという

ことです。或いはこれから先渋谷で地域開発をやるわけですけども、駅や東急デパートが邪魔

をするということで、それらを取り払って地域開発をするという計画の発表があるわけです。

そういった計画がどうして地域開発のみにできるのか。何故、そのような開発がコンビナート

において行われないのか。地域連携の設計はエンジニアリング会社でできるが、それはあくま

で下請けであって、そういったものに対して主体的にはなれない。日建設計に対しては東京電

力や東京ガスも頭を下げるという状況がある。そんなことがあるのかと私はびっくりした。し

かもそれを１０年計画、２０年計画でやっていく。それに相当する仕組みづくりをコンビナー

トでもしていかないと企業間連携は生まれてこないと思う。ですからＳＰＣとＰＦＩを繋いだ
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ような形での仕組みづくりを、ここで経済産業省、資源エネルギー庁も含んで皆さんでしない

と、こういうものはいつまでもレポートのままで終わってしまう。 

 

○堂本千葉県知事 

私が６年前に就任したときに、あまり石油・石化のことを知らなかったので、各社集まっ

ていただいて、一番困っていることは何ですかと伺ったら、日本の法律によりがんじがらめに

なっているということを言われ、どうしてアジアの他の国と対等に競争ができないのかという

ことを感じた。今結論から申し上げますと、技術的なことに関しては吉田先生にお任せいたし

ますけども、行政としてやらなければならないことは二つあると思っている。日本の法律は細

かいところまで規制しているので、先ほどの話にもどると、工学部を卒業して志を持って入っ

たが、自分が実際にやったことは法律の網の目を合法的にどうかいくぐっていくかということ

だった。とおっしゃった技術者のお話に非常にショックを受けた。行政とは一体何なのかと考

えてしまった。唯一救われたのは、県の条例より法律のほうがそういう例は多いということで

したが、県にないわけではない。その他に早さの問題とかもろもろありましたが、６年経って

今思っていることは、国のレベルであれ、県、市のレベルであれ、障壁となっていることは可

能な限り取り除かなければならないのではないかということで、今回こういう形で経済産業省、

資源エネルギー庁さん等と一緒に仕事が出来ることを大変嬉しく思っている。国としても出来

るだけやりやすい状況を作るという上田部長さんのお話もあり大変心強く思っているが、両方

の立場でそこのところを取組んでいかなければならないということが一つです。 

 先ほど、どなたかおっしゃった距離と資金と法制度ですが、法制度の部分に関してはそうい

うことで国と県が一緒になって規制を取り払っていくことで国際競争に打って出ていただける

ような環境を作らなければならないのですが、それと逆のような立場でございますが、仲人役

のような、つなぎ役が非常に必要な局面が有るということで、これも公の役目だと思うのです。

必ずしも公イコール行政ではないけれども、出光さんの先ほどの話では石油と石化の話合いで

も最初はおっかなびっくりであったそうですが、行政としてお役に立つのであれば、国と一緒

になって県もそういう場作りをしていかなければならないという二つの問題意識を持っており

ます。 

 どなたかおっしゃったように、レポート倒れ、絵に描いた餅に絶対に終わらせたくない。そ

うなったら今何のためにこうやっているか分からなくなってしまいます。そのためには、法制

的なことは勿論ですが、資金の問題が一番大きいかと思いますが、これは国として、この京葉
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臨海コンビナートを、或いは日本の産業政策そのものをこれからどうしていくかということと

非常に関係があると思います。そこで国としてのきちっとした方針をお出しいただいて、その

中で京葉臨海コンビナートをどう具体化していくのかということと今回のエネルギーフロント

ランナーの話は大変深い関係があると思っています。単に一地域の省エネのことだけではなく、

将来の日本の産業のありようにまで関わることだと思っております。 

距離の問題にしても、先ほど配管に１００億円位かかるということでしたが、５年後、 

１０年後の日本全体のことを考えたときに、１００億円の投資を、どこかで決断しなければな

らないということかもしれない。従ってその段階が来ましたら、民間、国、県それぞれの役割、

立場を明確にしながら、資金の問題、果たすべき役割の問題、法制度の問題等全ての問題に関

して一緒に知恵を出し合っていけたらいいと考えていますが、人の和が大事だとおっしゃった、

そのつなぎ役を徹底してやらなければいけないと考えています。 

私も国際的な仕事をさせていただきましたが、外国のほうがことを変えることについては、

アメリカにしてもヨーロッパにしてもとても早い。日本はなかなか変わらない、そのことに関

して大変もどかしさを感じてしまいますが、今必要なのは速さではないかと思います。それは

２年、３年ではなく、おそらく５年、６年かかることなのかもしれませんが、それをやらなけ

ればいけないと思います。 

最後に吉田先生がおっしゃったディズニーランドや成田空港で水素を本当に使えるのなら

ば、絶対にやってみたい。なぜなら千葉には水素を扱っていらっしゃる企業や研究をされてい

る企業がたくさんあり、しかし水素は広域的に使うにはそれだけのインフラ整備が必要であり、

それがまだ出来ないとすれば、ディズニーランドの中、成田空港で使うということを局部的に

はじめたとしても、それは非常に先進的なことだと思いますので、具体化させていただけたら

大変に嬉しいと思っております。 

いずれにしても、先生方お二人、学から参加していただいて、産学官の連携が形式的では

なくてこういう形で行われて、今動かせなければもうなかなか動かないのではないかと思いま

すので、私たちをとことん使っていただきたいと思っていますし、やって行こうと思っていま

す。何とか隣の国に負けないように御一緒にやらせていただけたら嬉しいと思っています。 

 

○橘川委員長 

成田の水素化プランの話も今日のワーキンググループの提案の中にあったわけですし、今

日話を伺っていて、各社のトップクラスの方がお集まりになって、話が実現可能性に向けてど
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うするかというように前向きな姿勢で語られていると感じましたが、そのネックがどこにある

のか、例えば鉄鋼でコークスを利用する場合にＳ分をどうするのか、東京電力の発電所のリニ

ューアルのタイミングはどうなのか等具体的なネックが見えてきたことが今日の会議の成果な

のではないかと思う。 

そして、そのことが千葉のコンビナートの将来像というか、これだけインテグして色々な

産業が省エネの成果を上げるということは中国ではまねの出来ない日本の競争力になり、中東

から見た場合、そういう技術をもっている日本の企業は非常に頼りになる、ポイントになって

くるのではないか。そういう将来像があるからこそ、一千葉の問題ですが、他の地域に広がっ

ていく可能性がある。その汎用性がなくては国の予算を重点的にもらうことに対するアカウン

タビリティーを示すことが出来ないと思うが、今回そういう方向が出てきた。技術的には必ず

しも難しくはない。問題は投資である。或いは投資調整のタイミングの問題であるということ

がかなりすっきり出てきたと思いますので、その辺を６月に向けて詰めて行っていただきたい

という感想を持ちました。 

 

後１つ議題が残っておりますので、それに移りたいと思います。 

京葉臨海コンビナートと地域との共生について、これも非常に重大な課題です。次回の重

点的なテーマになるかと思いますが、これについて、小林課長から説明をお願いします。 

 

○小林千葉県商工労働部産業振興課長 

お手元の資料４をお開きください。時間の都合によりポイントだけ説明させていただきま

す。 

２ページを見ていただければと思いますが、この京葉臨海コンビナート各社それから周辺

地域の特性、資源を生かした企業と地域との共生を進めていくことが出来るということであり

ます。環境･エネルギー、学術研究、緑化保全という３つの切り口で、事務局からの御提案、

報告であります。 

４ページを見ていただければと思いますが、具体的なモデルとして、先程もグリーンボイ

ラーの話が若干出たんですが、地域で発生する下水汚泥、間伐材、それから廃建材等をエネル

ギーとして活用するために、周辺地域、場合によっては東京圏からも含めましてこういったも

のを集めて、集約化できるグリーンボイラーをコンビナート各社が協働して設置するようなこ

とも一つ考えられるのではないかということです。 
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次のページですが、先程吉田先生から御提案もありましたけれども、連携によって各社で

製造･回収する水素を周辺地域でその需要をつくり出していくと、集合住宅あるいは先程、成

田空港の水素化といった御提案もありましたけれども、水素エネルギー社会の構築に向けてで

すね、先進的な地域づくり、場合によっては特区の活用等もありうると思いますが、県として

も一緒に取組んでいければと思っております。 

次のページですが、そういった新エネの推進も含めた展示ゾーンの整備ですね。これは、

各社の工場見学等も、より戦略的に各社連携してできることが考えられるのではないかという

ことであります。産業教育、人材育成･確保という観点も含めて、あるいは産業観光というこ

とで、今回取組んでいただいております環境･省エネ技術の披露、環境共生型コンビナートと

してのＰＲということが考えられるのではないかということであります。具体的なイメージは

９ページになりますけれども、絵で示させていただいております。各コンビナートの工場、そ

れから新エネプロジェクト、次世代エネルギー等の新しい関連施設を水素活用、燃料電池バス

等で結んで、これを周辺住民、小･中･高校生に勉強していただくということも出来るかと思い

ます。 

次の１０ページですが、これはまだ情報提供の段階ではありますが、東京大学がこの４月

から、コンビナート周辺地域になりますけれども、かずさＤＮＡ研究所において地球環境動態

の研究を始めるというお話があります。バイオーム構想というようなことで、大型環境制御実

験施設の検討も始めております。具体的には、この４月からですね１９年度におきましては、

バイオエタノール等の共同研究、地球環境動態共同研究、育種の活性化の研究ですね。これを

県と一緒にやっていくわけであります。これは、イギリスのエデンプロジェクトをさらに高度

化したような構想でありますけれども、地球温暖化の傾向、それから将来に向けてですね、生

態系の多様性それから持続性を検証していきたいという構想であります。温暖の制御ですとか、

そういった観点で企業とも連携したいという大学の先生方の意見がありますので、一緒に連携

することにより地球環境の教育･国際的な研究拠点に向けて一緒にできるのではないかと思っ

ております。 

それから次の１１ページですが、地球温暖化防止に向けた地域全体の取り組みのシンボル

として、周辺地域の県民、ＮＰＯ等とも一緒に組んで、企業の皆さんとともに工場周辺の例え

ば沿道の環境整備ですとか、場合によっては周辺の森林保全、里山の整備こういったことを一

緒にすることが出来るのではないか。従業員の方々、県民の交流、滞在の機能も含めた森づく

りができるのではないかという提案であります。当然県としても、そういった企業の活動の具
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体的な評価、あるいは森林の場所等を含めた情報提供、コーディネート組織の設置といったよ

うな行政の役割も当然必要かと思っておりますが、こういったことも含めて、環境調和型地域

づくりができるのではないかという提案であります。 

今日は、時間の許す限り、こういったことを含めて、御意見をいただければと思っており

ます。以上であります。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

地域共生はもう一つの柱でもあります。先程の連携とも関わる、グリーンボイラーの点で

すとかや水素の点ですとかと関わってきますが、もし特に御意見があればこの場で頂戴したい

と思います。次回、もう少し掘り下げて議論できると思います。よろしいでしょうか。それで

は、時間若干過ぎましたが、本日の２回目の会議を終わらせていただきます。 

 今後のスケジュール等を事務局からお願いします。 

 

○中沢千葉県政策調整担当部長 

 ありがとうございました。次回の日程でございますが、第３回委員会は６月を目途に開催し

たいと考えており、日程調整をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願い

します。 

 以上を持ちまして、本日のプログラムは終了いたしました。どうもありがとうございました。 

 


