
エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 155

平成１９年２月

3.3. その他の競争力強化に向けた取り組み 
  
（１）法規制緩和の推進 

図表 3.3-1にコンビナート統合・連携に係わる規制について示す。 
企業間連携・統合に際して、規制緩和の観点については、これまで構造改革特区や関係官

庁への働きかけにより一部の改善がなされてきている。しかし、コンビナート内企業間連携

に際して、未だ改革すべき規制が存在している。 
まず、重質留分や熱の移送に際しての配管相互の距離には消防法上の制約がある。既存の

（高圧）配管等がある場合に新設する配管までには一定の距離が必要であるが、厳しい用地

制約の中で新たな設置余地を見出すのは困難である。海外ではこの制約が小さい国も多く、

日本のコンビナートの競争力向上の阻害要因の一つとなっている。 
消防法に関しては、コンビナート内の導管敷設に関し、 
・ 危険物移送取扱所の地上敷設にあたり、高圧ガス設備との保安距離（35m以上）が設け
られている。 

・ 危険物導管の敷設にあたり、高圧ガス設備との保安距離規制（20m以上）が設けられて
いる。また、高圧ガス導管の敷設に当たり、危険物施設との保安距離規制（20m以上）
が設けられている。 

・ 防油（液）堤や保有空地などの土地利用規制のため導管が最短ルートで敷設できない。 
・ 第３者用地を通過する導管は、移送取扱所の規制を受け、保有空地について厳しい規制

となる。 
等、実質的に地上設置を阻害する要因となっている要因が少なくなく、これらについての何

らかの規制緩和措置が有効と考えられる。 
また、コンビナート内の事業所においては、緑地等の環境施設を一定比率以上設けること

が義務づけられているが、対象事業所の敷地内だけでなく、地区内での確保が可能となるよ

うに基準の緩和ができ、また一部の芝生等が緑地に含めることができれば、事業所内の緑地

率 0%での工業用地分譲等が可能になり、未利用地の立地が促進される。千葉県においては
この点については一部規制緩和がなされており、各企業における様々な施設の用地確保に貢

献している。また、今国会に提案されている「地域産業活性化法」においては工場立地法準

則制定権の市町村への委譲や緑地率 0％超でも可能とする等の工場立地法の特例が盛り込ま
れており、今後の動向が注目される。 
加えて、危険物積載船について、限られた地区の内航船（空船）の入港荷役を除いて規制

されている。外港船、揚荷船、LPG船を含めた夜間着桟・荷役開始・離桟がフリーにできれ
ば、コンビナート内の船舶運用の効率化や製品在庫の削減や生産効率化が期待できる。 
更に、廃棄物規制（廃棄物処理法、法施行令）として、自社廃棄物が他社原料の場合は廃

棄物として取扱わねばならず、企業間での廃棄物有効活用やゼロエミッションの活動が実現

しにくいといった制約もある。 
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コンビナート内企業間連携を進めるにあたっての規制改革の観点からは、多種多様な法規

制の存在により複雑化・細分化している現行の法体系をシンプルな法体系へと転換すること

により、規制のミニマム化・権限の一元化をはかるとともに、規制から地域特性に応じた法

体系へと変換すること、さらにはコンビナート全体を一つの企業体とする「みなし規定」を

導入することが有効である。 
例えばコンビナート全体を一つの企業とする環境規制に関する「みなし規定」を導入した

場合、コンビナート共同化の中での自己管理による柔軟で現実的な規制対応ができることに

より、企業間連携・統合の効果を最大限に発揮することにつながると期待される。 
また、規制緩和を具体的に推進するにあたっては、京葉臨海コンビナート活性化特区によ

る規制緩和の推進も有効である。これまでにも、石精･石化７社＋市原市、袖ケ浦市、千葉県

などで推進母体を形成し、高圧ガス設備の開放検査周期の延長、試験研究施設の変更手続き

の簡素化、一圧検査周期の延長、危険物船の夜間着桟の緩和等を実現してきた実績もあり、

そこでの経験・ノウハウを最大限に活かして規制緩和を推進していくことも有効といえる。 
法規制の緩和についての施策をまとめて図表 3.3-2に示す。 

 
図表 3.3-1 コンビナート統合・連携に関わる規制 

問題点 影響 関係法令 変更必要点 
（所管官庁） 

危険物移送の地上敷設
にあたり、高圧ガス設備
との保安距離（35ｍ以
上）が設けられている。 

留分有効活用のため高圧
ガス配管、危険物配管を
敷設するには用地の確
保、安全対策等により建
設費が増加し、実現性が
低下。 

消防法 
危険物の規制に関する規則第 28 条
（配管は、告示で定める施設に対し
告示で定める水平距離を有するこ
と。） 
告示第 32条（施設に対する水平距離
－高圧ガス、液化ガス施設等：35ｍ
以上） 

実質的に地上設置を、阻害
するもの。保安距離が取れ
ない場合の、代替措置の容
認について明記する。（総務
省） 

危険物導管の敷設に当
たり、高圧ガス設備との
保安距離規制（20ｍ以
上）が設けられている。
また、高圧ガス導管の敷
設に当たり、危険物施設
との保安距離規制（20
ｍ以上）が設けられてい
る。 

部分有効活用のための高
圧ガス配管、危険物配管
を敷設するには用地の確
保、安全対策等により建
設費が増加し、実現性が
低下。 

消防法 
・危険物の規制に関する法令３章、
第１節、第９条（高圧ガスを貯蔵し、
又は取り扱う施設：総務省令で定め
る距離） 
・危険物の規制に関する法令３章、
第 12条（高圧ガス施設に係る距離：
20ｍ） 

実質的に地上設置を、阻害
するもの。保安距離が取れ
ない場合の、代替措置の容
認について明記する。（総務
省） 

防油（液）提や保有空池
などの土地利用規制の
ための導管が最短ルー
トで敷設できない。 

配管敷設費用の増大によ
り経済性が悪化し、実現
性が低下。企業間の配管
敷設エリアにも余裕がな
い時は埋設での敷設を余
儀なくされる。 

消防迭 
危険物の規制に関する規則第 22 条
(防油堤内には、当該防油堤内に設置
する屋外貯蔵タンクの為の配管以外
の配管 
を設けないこと。) 

高圧力民に関しては緩和。
消防法に関しても、高圧ガ
ス同様の規制緩和を行う。
(総務省) 

第３者用地を通過する
導管は、移送取扱所の規
制を受け、保有空地につ
いて厳しい規制となる。 

配管敷設費用の増大によ
り経済性が悪化し、実現
性が低下。企業間の配管
敷設エリアにも余裕がな
い時は埋設での敷設を余
儀なくされる。 

消防法 
危険物の規制に関する規則第 28 条
(配管の両側には、当該配管に係る最
大常用圧力に応じ、一定幅〈工業専
用地域に設置する配管にあっては、
その 3 分の 1〉の空地を保有するこ
と。) 

工業専用地域に存する増合
は、この規制の適用除外と
する。(総務省) 

自社にて廃棄物である
が、他社にとって原燃料
となる場合であっても、
「廃棄物」として分類さ
れるためその利用に制
限が加えられている。 

会社間での廃棄物有効活
用やゼロ・エミッション
の取り組みが実現できな
い。 

廃棄物処理法 
第 2条(「廃棄物」とは、ごみ、粗大
ごみ、燃え穀、汚泥、…その他の汚
物又は不要物であって、固形状又は
液状のもの…をいう。) 

法第 2条に、ただし書き追
記 
「ただし、当該廃棄物が製
品原料となる場合にはその
限りではない。」 
(環境省) 
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問題点 影響 関係法令 変更必要点 
（所管官庁） 

近隣企業と共同して産
業廃棄物を搬送（収集・
運搬）しようとしても、
マニフェスト管理上、不
可能となっている。 

企業間連携による物流コ
スト低減の取り組みが図
れない。 

廃棄物処理法 
第 12 条(事業者は、…産業廃棄物の
運搬…を委託する場合には、政令で
定める基準に従わなければならな
い。) 
廃棄物処理施行令第 6 条(委託契約
は、書面により行い、…次に掲げる
事項についての条項が含まれ、…。
イ…産業廃棄物の種類及び数量) 

令第 6条に、ただし書き追
記 
「ただし、産業廃棄物収集
運搬業者においては、産業
廃楽物処理業者が同じでか
つ重量を確認した場合に限
り、指定地域内の複数の産
業廃棄物排出事業者から同
時に収集することができ
る。」(環境省) 

既に海外で広く利用さ
れている ASME 等の設
計基準で採用されてい
る基準値が、国内におけ
る基準に反映されてい
ない。また、API579等
の維持基準の、国内での
使用が認められていな
い。 

国内での建設コストやメ
ンテナンスコストが海外
と比べ割高となってお
り、国際競争力を低下さ
せる要因となっている。

高圧ガス保安法 
第 8条(製造の為の施設の位置、構造
及び設備が経済産業省令で定める技
術上の基準に適合するものであるこ
と。) 
コンビ則第 5条(ガス設備に使用する
材料の基準) 
特定則第 11 条(特定設備の耐圧部分
の材料の基準) 

ASMＥ等国際規格で製作
された機器の輸入・使用お
よび API579 等の維持基準
の許容。(経済産業省、厚生
労働省) 

コンビナートでは、立法
趣旨に相違はないもの
の、主管官庁が異なる保
安規制や環境規制が複
数存在している。 

法体系の複難化・細分化
や手続きの煩雑さによ
り、法毎の保安管理組織
の整備等効率的な運営の
支障となっている。 

消防法/高圧ガス保安法/労働安全衛
生法/石災法/大気汚染防止法 

コンビナートを 1企薬と見
なす規定(バーチャル 1 カ
ンパニー)導入と選ばれた
地方行政への権限委譲要
望。(総務省、経済産業省、
厚生労働省、環境省) 

事業場において、全面積
に占める生産施設の比
率に上限が設けられて
いる。 

士地の有効利用が図れ
ず、国際競争力を低下さ
せる要因となっている。

事業場において、緑地等
の環境施設を一定比率
（25％、但し地域準則に
より20％まで軽減可能）
以上設けることが義務
付けられている。 

生産に寄与しない余剰の
土地が必要となり、国際
競争力を低下させる要因
となっている。 

工場立地法第 4条(1.製造業等の業種
の区分に応じ、生産施設、緑地及び
環境施設のそれぞれの画積の敷地面
積に対する割合に関する事項) 

一事業所ではなく、コンビ
ナートや特区全体の規制に
することにより、未利用地
が有劾利用でき且つ企業新
規立地にも有刹になる。事
業所外緑地のカウント、社
員駐車場他の緑地カウン
ト、複数企業の緑地融通等
の規制緩和要望。（経済産業
省） 

危険物積載船の夜間着
桟・荷役開始・離桟が禁
止されている。（内航船
の一部夜間着桟・荷役は
緩和されたが） 

バースの効率的な運用が
阻害される他、滞船料の
発生でコスト増加の要因
となる。(物流コストの低
減や24時間化による国際
港湾としてのポテンシャ
ル向上を阻害) 

港則法 
第 23 条(船舶は、特定港において危
険物の積込、積替又は荷卸をするに
は、港長の許可を受けなければなら
ない。) 
海上保安庁通達保警安第 66 号(原則
として、夜間に荷役が開始される場
合は許可しないこと。但し、･･･港長
が安全であると認める場合はこの限
りでない。) 

内航船(空船)の入港荷役に
ついて、現状規制内で一部
対応 '可能との干葉海上保
安部の見解(日没前までの
荷役中止を、午後８時迄可
能)。その後、鹿島地区も認
可。さらに、外航船、揚荷
船、ＬPG 船への適用や時
間フリーについて、全国で
の緩和を要望。(図土交通
省) 

出典：コンビナート高度統合研究会報告書，平成 18年 3月，コンビナート高度統合研究会 
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図表 3.3-2 法規制の緩和に関する施策の概要 

○工場緑地率の緩和による設備用地の拡大
千葉県 工専緑地率20％→10％、工業集合地特例の適用により更に拡大可能
工場立地法緩和の動き→生産施設率の緩和

○京葉臨海コンビナート活性化特区による規制緩和の推進
組 織 石精･石化７社＋市原市、袖ケ浦市、千葉県
実 績 高圧ガス設備の開放検査周期の延長、試験研究施設の変更手続きの簡素化

一圧検査周期の延長、危険物船の夜間着桟の緩和等

○工場の生産施設・緑地規制（工場立地法、緑化協定）
○配管規制（消防法）

移送取扱所、危険物付属配管の保安距離、防油提･保有空地内配管規制等

○廃棄物規制（廃棄物処理法、法施行令）
自社廃棄物が他社原料の場合は廃棄物として取扱う 相互融通の規制

対応

現状

 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 159

平成１９年２月

（２）ロジスティック施設共同化の検討 

 ロジスティック施設共同化は京葉臨海コンビナート地域の競争力強化に向けてのかねてか

らの課題であり、配管の共同溝化や排水処理場、倉庫、タンク、バース等の既存・新設施設

の共同化を推進し、用地の確保、管理部門の切り離し等による本業への集中を図ることが望

まれる。 
市原・袖ヶ浦地区（ ４つの石油精製・石油化学コンビナート）には東側端と国道１６号の

間に幅５０メートルの配管用地が全長１４キロメートルにわたって県企業庁により整備され

ているが、臨海鉄道用地があり、既存の配管も多いため、既に用地不足を来たしているのが

実情である。 
このような状況に鑑み、京葉臨海コンビナート連携協議会において、高度統合のキーポイ

ントとなる配管用地の共同溝化・緑地化を図り、今後企業間の自由な配管に対応していく。

また、鉄鋼、エネルギー産業への配管網の拡大を図るとともに、工場立地法の特例適用（企

業の共同緑地）を検討していく。 
 更に、排水処理施設、倉庫、タンク、バース等の既存・新設施設の共同化を推進していく。 
 以上のロジスティック施設共同化の施策についてまとめて図表 3.3-3に示す。 
 

図表 3.3-3 ロジスティック施設共同化施策の概要 

京葉臨海コンビナート連携協議会の中で検討する。

○配管用地の共同溝化、緑地化

高度統合を進める上で、配管はキーポイントとなる。

今後企業間の自由な配管に対応するとともに、配管網の拡大を図る。

工場立地法の特例適用（共同緑地）を検討。

○排水処理施設、倉庫、タンク、バース等の既存・新設施設の共同化を推進

○市原・袖ヶ浦地区（ ４つの石油精製・石油化学コンビナート）には国道

１６号沿いに幅５０ｍ、全長１４ｋｍにわたる配管用地が県企業庁により
整備されているが、臨鉄用地や既存配管により用地不足を来たしてい
る。
埋設管：ガス導管、工水、五井南部配管協議会配管、四社連絡配管等

○共同の用役施設や排水処理施設が未整備

対応

現状
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（３）工業用水事業効率化の検討 

 コンビナートの競争力強化においては工業用水の確保、安定供給の効率化が不可欠であり、

官民一体の検討組織を設置し、給水コストの削減、渇水対策の強化、責任推量制の見直し等

事業の効率化を検討する。 
京葉臨海コンビナート地８行きにおいては、長い送水距離や広範囲な給水エリアにより他

県に比べて宿命的な高コストとなっているのが実情であり、特に、一部地区の高額な料金を

低減させることが大きな課題となっている。また、「責任水量制」の料金制度により、企業の

節水努力が反映されず、契約水量と実使用量の乖離といった問題も生じている。契約水量の

変更や企業間融通に際しての制限もある。 
また、水源の多くを利根川水系に依存しているため、渇水時における生産活動への重大な

影響がある点も解決すべき課題といえる。 
これらの課題の解決に向け、官民一体の検討組織を設置し、事業の効率化を推進すること

が求められる。 
具体的には、組織のスリム化、業務委託の促進等によるコスト削減、「責任水量制」の見直

しと受水権利譲渡の緩和（実際の使用水量や企業の節減努力が反映される料金制度の検討、

受水権利譲渡制限の緩和による新規水需要の開拓）、更には、県内水源の相互融通による渇水

対策の強化を実現していくことが求められる。 
 以上の工業用水事業効率化の施策についてまとめて図表 3.3-4に示す。 
 

図表 3.3-4 工業用水事業効率化施策の概要 

官民一体の検討組織を設置し、事業の効率化を推進する。

○給水コスト削減に関する検討

組織のスリム化、業務委託の促進等によるコスト削減 ⇒ 料金の値下げ

○「責任水量制」の見直しと受水権利譲渡の緩和

実際の使用水量や企業の節減努力が反映される料金制度の検討

受水権利譲渡制限の緩和による新規水需要の開拓 ⇒ 料金の値下げ

○県内水源の相互融通による渇水対策の強化

○他府県と比較して高額な給水コスト・料金
長い送水距離や広範囲な給水エリア⇒宿命的な高コスト構造、一部地区の高額な料金

○「責任水量制」による料金制度、契約水量と実使用量の乖離
企業の節水努力が反映しない「責任水量制」、契約水量の変更や企業間融通の制限

○渇水時における生産活動への重大な影響
水源の多くを利根川水系に依存⇒渇水時に重大な影響

対応

現状

 


