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平成 23 年度第１回地質環境対策専門委員会議事抄録 

 

Ⅰ 場  所 平成 23年 9 月 13 日（火）午後 2時から 

Ⅱ 日  時 千葉県教育会館２階 第 202 会議室 

Ⅲ 出 席 者  *榧根 勇委員，小島 圭二委員，馬場 義男委員，高山 啓子委員，中下 裕子委員 

*印は委員長 

Ⅳ 議  事 （１）平成 22 年水準測量調査結果（案）について 

（２）養老川（市原市妙香地区）の水質汚染問題について 

Ⅴ 報告事項 （１）平成 23 年度の水準測量について 

（２）平成 22 年度ダイオキシン類に係る地下水等調査結果 

（３）平成 22 年度地下水の水質測定結果 

 

＜配布資料＞ 資料 1-1 平成 22 年地盤沈下の状況について（案） 

資料 1-2 千葉県の地盤沈下現況（案） 

資料 1-3 千葉県水準測量成果表（案） 

資料 2  養老川（市原市妙香地区）に係る水質汚染問題について 

資料 2-1 コア 

資料 2-2 経年変化のデータ 

資料 2-3 措置の方法 

資料 2参考 平成 23 年度住民説明会資料 

資料 3  平成 23年度の水準測量について 

資料 4  平成 22年度ダイオキシン類に係る地下水等調査結果 

資料 5  平成 22年度地下水の水質測定結果資料 

 

開  会  

挨  拶：千葉県環境生活部次長 松澤 均 

榧根議長：それでは，平成 23 年度の第１回の地質環境対策専門委員会の議事を始める。本日の議

題の養老川に係る水質汚染問題については、原因者が不明であり、仮に特定できても法的

手段は問えない状況とのことであり、委員の方にお知恵を拝借しながら、審議をお願いす

る。 

 

事 務 局 ：議題１ 平成 22 年水準測量調査結果（案）について説明 

   馬場委員：特に意見と言うことではないが、今回沈下量は少ないけれども沈下面積が少し増えてい 
                 る。これは、以前の資料を見ても同じような現象の繰り返しが続いているようにもみうけ

られる         れる。傾向としては、ひどい沈下は治まりつつあるので良いが、注意深く県全体について

地盤沈         沈下の状況について地下水を含めて監視を続けていくということは必要かと思う。 
それから、先ほどの話にもあった地震の影響について、今回の調査結果はまだ地震の影

響は入っていないが、今後の調査結果には、地震の影響が入ってくるので、特に沿岸の地
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域、河川の流域等の水準点の状況がどうなっているのかデータを注意深く見ていく必要が

ある。 
 
事務局：3 月 11 日に地震が起こり、次の水準測量には地震の影響が入ってしまうので、九十九里

地域に限って早めに県で測量して、地震の影響を含んだ測量を実施し、その後、地震の影響

を除いた通常通りに 1月1日までの地盤沈下を測量する予定です。後ほど詳しく説明します。 
 
榧根議長：今の話に関わりあることだが、千葉県では、今度の地震では隆起したのか？沈下したの

か？ 
 
事務局：国土地理院で、GPS による観測を行っており、これは誤差があるようですが、一旦下がっ

て、その後また戻ってきている。例えば銚子では 15 センチぐらい下げて、また戻ってきて

いる。九十九里地域については、銚子ほどでは下がってはないが、一旦下がってから、少し

戻っている。 
 
中下委員：最高の地盤沈下地点である習志野市について、あまり下がってないところかと思ってい 

        たのだが、何か原因はあるのか。 
 
事務局：今回急に下がったということですが、習志野市に問い合わせてみると、一年間の間にかな 
   りその付近で下水道工事等が行われてきたということで、特定はできていませんが、それら 
   の原因も含まれているのではないかと考えている。 

 
榧根議長：他に何かないようなら、平成 22 年水準測量調査結果の公表については、ただいまの各

委員の意見を十分に参考にして公表をお願いする。 
次の議題に移る。養老川（市原市妙香地区）に係る水質汚染問題について、事務局か 

    ら説明を願いします。 
 

事務局説明 議題２ 養老川（市原市妙香地区）に係る水質汚染問題について説明 

（途中、コアを見ながら説明） 
 
榧根議長：それでは、ただいまの事務局説明について、質問・意見ありましたらお願いする。 
 
中下委員：参考資料の１頁のところに約８７ｋｇの汚染物質の除去とか、ガスのところについても 
    約４６ｋｇの汚染物質を除去とかあるが、この汚染物質というのは、具体的にどういう物 
    質なのか。今データを採られている物質全部ということか 
 
事務局：総量である。 
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榧根議長：住民説明会は何人くらい集まったか。 
 
事務局：１４、５人だったと思う。 
  
中下委員：その時の住民の方々のこの問題の解決についての要望というのはあったのか？ 
 
事務局：そこから無くなった方がいいという、そういう要望はある。 
 
中下委員：撤去してくれということか。 
 
事務局：そうです。 
 
中下委員：住民説明会は毎年開催しているのか。 
 
事務局：毎年開催している。 
 
中下委員：毎年、変わらずそういう要望なのか。 
 
事務局：毎年同じで、要望はある。 
 
高山委員：今回のプロジェクトというのが、住民の要望として根本的に原因を取り除いて欲しい 
    と要望があるのは当然かとは思うが、実際問題として非常に困難なプロジェクトになっ 
    ていると思う。例えば養老川の水質についての位置付けというか、国や県として、特に県 
    の主要河川の一つであると思うが地下水を利用して、飲用に使っているとか、それから農 
    業用水に利用しているとか、いろいろあると思うが、養老川のこの地区の汚染を一定以下 
    に留めればいいとするか、あるいは流域の環境保全として、非常にハイグレートに位置付 
    けられるかによって今後の取組のプロセスに合う方法、方向というのが、結構変わってく 
    るのではないかと思うが、その辺りはいかがか。 
 
事務局：無くなることが一番良いと思うが、県としては環境基準を遵守するとか、飲用井戸を汚染 
   に至らないようにするとか汚染の拡大を防止するというスタンスでやっている。 
 
高山委員：保全の為に費やすコスト、単に物理的コストだけではなくて、それに係る人的なコスト 
    も含め、コストのオーダーが非常に大きな位置を占めてくるのではないかと思う。例えば   
    措置の方法の比較という資料 2-3-3 にあったが、土を移設すれば 100 年分のコストが掛か 
    るという。これは、結果的にやっぱり県民が負担しなくてはならないということになるの 
    で、やはり安全性とコスト、手間暇というあたりをどういう風にして図りながら、いかに 
    拡散防止を図っていくのか。あるいはここの土地がどうして放棄されたかというと氾濫、 
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    洪水が大きかったと思うが、やはり地域の環境保全策とうまく組み合わせて、又、洪水氾 
    濫が起こるのかによって、汚染物質が染み出していく可能性も有るかと思うので、長期的 
    には地域の環境マネジメントとリンクさせる必要があると思う。 

    当面、私たち県民や市民として考えていくべきところというのは、リーズナブルな納得 
   の行く過剰な費用を投資せずに、如何にしてこの環境の問題を長期的にコントロールして 
   いくかというところが、目標になるのかと思う。 

 
榧根議長：将来、氾濫洪水がまた起きて、そこに埋めたものの被害が拡大する危険性というものは、 
    考えられないか。 
 
事務局：河川改修前の養老川は三日月湖みたいな格好になっていて、その真ん中で稲作をしていた 
   が、頻繁に洪水があるので、稲作をあきらめて、廃棄物を埋めた。その後、河川改修をして 
   直線にしたところ、廃棄物を埋めてあったところの一部が、改修河川工事により削られ、そ 
   こから、少し汚染物質が漏れてきている。 

  要は、何で河川改修をしたかというと洪水が起きないように河川改修をしているので、原 
 則的には、その場所で、もう一度洪水がよっぽどの事が無い限り、洪水が起きてそこの廃棄 
 物が流れるということは、あり得ないだろうと思われる。 

想定外ということもあるが、今考えているレベルの降雨量ではたぶん無いと思う。 
 
榧根議長：洪水が無ければ、ここに書いてある今後の流れで行って、費用を考えてということが、 
    可能であると思う。 
 
高山委員：地形の専門家ではないが調べたところ、養老渓谷というのが、非常に上流から洪水が起 
    きやすい地形をしている。上流からして、非常に特異な形状をしていると思った。ロケー 
    ションが、洪水が起こるような地形形態、地質構造をしている。また、このあたり標高 20 
    メートルと書いてあるが、上流から来た水が三日月湖を描くこと自体は地形の傾斜がゆる 
    くなっていたことを示しており、現在は隆起量が大きく下方浸食が大きい 
    ということになる。それと同時に急に平坦になっているので、本来洪水が起きやすい地形 
    条件になっていると感じた。又、河川の直線化というのが、裏目に出てしまっているとい 
    うところもあるかと思う。 

    逆に直線化した所が、たまたま廃棄物を埋め立てた所の近場を削ってしまったというこ 
   とにもなるので、この辺は流域の環境マネジメントという視点で、もう一回、よく河川構 
   造と地域の土地利用状況などを見直しながら、県レベルで考え、それとコストの部分と対 
   比、対照させて、よりどうしたらコストが落とせるかという視点で考えないと、今予想外 
   の大雨がしょっちゅう降っているので、そういうときにまた氾濫を起こして水が溢れると 
   いうのが、十分有り得るのでないかと気がする。 

  
事務局：4 つの方法があって、どんな工法が、どんな方法でという検討する中で、これまでの話を 
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   伺って、例えば、今心配されている可能性が無いか無い訳ではないという判断になった場合 
   の対応も含めて、それでも完全に大丈夫か。もしくは被害を影響を最小限に抑えるような配 
   慮も含めた検討が必要ということと、この流域での氾濫の可能性が多分大丈夫だというのが、 
   大前提ではあると思うが、大丈夫だといっている前提条件が時間、何ミリの雨までなのか、 
   それを超える恐れがあるかないのかという判断をして、それに応じて、技術的にどこまで必 
   要かとその為にコストがいくら上乗せになるのかというのを含めて検討ということになる 
   のかなと思った。 
 
馬場委員：先ほど説明があった資料の 2-3-3 措置の種類でそれぞれの長所・短所であるが、例えば 
    原位置封じ込めの短所の中に地下水の流動が阻害されるという措置が、現在の場所で、例 
    えば鋼板を打ち込んで封じ込めた時、現在よりも地下水の流動が妨げられるということが 
    非常に困った状態を引き起こすのか。それとも地下水の流動が悪くなってもそんなに影響 
    がないのか、それによってはこの原位置封じ込めという方法が、採れるか、採れないかと 
    いうことになる。 
     原位置封じ込めの方法が、地下水の流動を妨げることになっても、あの地域全体にとっ 
    て、何の影響もないということであれば、これは、大きな短所にはならないと思う。そう 
    すると選択肢がかなり広がってくる。 
 
事務局：今回示した資料というのは、あくまでもこのやり方については、こういったものがあると 
   いうことを羅列した段階であるので実際に当てはめる場合には、例えば、妙香の場合、飲用    
   に使っているのは、第 4 帯水層を使っているので、その上までの遮蔽であれば、下の実    
   際に使うところの流動には、影響を与えないという点はあるので、その辺は検討する必要 
   があると思う。 
 
中下委員：そこの確認なのですが、今の同じ資料の 2-3-3 で 4 種類が方法として書かれている訳で 
    すよね。その中の 3 つ目のこの地下水汚染の拡大の防止については、現時点で実施してい 
    るものとほぼ同じものだと考えて良いのか。そうするとそのまま続けるのか？それとも、 
    その他のあとの 3 つのどれかの対策に変えるのか？ひょっとしたら、この遮水工封じ込め 
    でも地下水汚染の拡大防止と併用するということも考えられなくはないのかなと思うが、 
    そういう組み合わせも含めて、対策を考えるとこういうことで、よろしいのか。 
 
事務局：よろしいです。 
 
高山委員：第 4 帯水層が飲用と説明があったが、例えば地域住民の安全性を考えて、水道を供給し 
    て、井戸を飲用等に使わないようにしてしまうという事によって、よりその地域住民の安 
    全、安心感を高めて、非常にローコストでリーズナブルな方向でやっていくという方針と 

いうのは立てられないのか？ 
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事務局：以前、市原市で考えられたようだが、本管から距離がかなり離れているから、負担がすご 
   く大きくなるとのことで、難しいという風には聞いている。 
 
高山委員：もう少しより安全な場所に共同の井戸を掘削して、そこから水を引いてくるという手だ 
    てがあるかも知れないと思う。手間暇かかるといっても、この土地はいくら環境を良くし 
    たとしても、確かに養老川の水質アップには繋がるが、この土地そのものはもう半永久的 
    に使えないかも知れない。あるいは使えたとしても、草地とか雑種地とかあるいは特別な 

   用途にしか使えないということなので、現実的な手法を色々組み合わせて、よりローコス 
   トになるよう極力ここに投下するお金は最小限に留めるべきではないかと思う。 

 
事務局：資料にも書いたが、前回、特定の人たちに利益供与の可能性があると指摘いただき、やは 
   りそれを考えると措置を選ぶ際に一定の制限というのは、必要になってくると思う。 
 
小島委員：基本的に住民説明会とか今回の会議もだが、結局、住民側からの要望というのは、ま 
    とめると何か。要するに、国がやってやるとか地方の行政がやってやるというようなの 
    が日本流で、本来こういう問題というのは、住民の満足感だと思う。こうして欲しいとい 
    うのを、どうやって取り上げるか、あるいは提案してもらうかという形に行くのが今の環 
    境行政で、だんだんそうなっているが、その中で今のキーポイントが分からないので、行 
    政で勝手にこんな処理がと言っても、住民の考えとは全然違うと思うので、その辺はきち 
    んと整理されて、本当に説明した工法でも原則的に不備なところや住民との説明が抜けて 
    るところを行政でやっていくことも、一つの方法かも知れない。今はまだどの方法で、ど 
    うやるかというのは、コストだけでなくて、100 年、1000 年という中の全体ということ 
    に対しても、かなりお金をかけるので、なかなか出来ないと思うから、その方が早いかな 
    という気もする。多分、それはもう、されていると思うけれども、したことをまとめたの 
    を少し説明していただけたらと思う。 
 
馬場委員：先ほど坑内の地下水を通さないという話が出たのですが、以前、現地見学の時に、コン 
    クリートで護岸工事がされていたので、洪水でえぐられるという危険性はまず無いと思う。 
    そうすると、溢れて上が削られて中身が出るという恐れがある。それは上が冠水しても削 
    られるということがないような形状にさえなっていれば、洪水についてはそんなに心配す 
    ることは、無いと思う。例えば、原位置封じ込めでも、図 5.4.3.3 の説明図の覆いをして 
    おけば冠水しても大丈夫である。だから、工事さえきちんとやっていれば心配すること 
    はないと思う。 
 
中下委員：第二溶出基準に適合していない土壌は、適合させてからということであるが、その他項 
   目については、別に基準があるわけじゃないですね。 
 
事務局：無いです。 
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中下委員：どのくらいの濃度に抑えてから封じ込めとか考えているのか。 
 
事務局：考えていない。以前は、環境省において、環境ホルモンについても基準を作ろうかとい 

   うような動きがあったが、その後の環境省の既知データの積み重ねで、必要ないだろうとい 

   うことになって、外されている。 

 

中下委員：環境ホルモンについては、例えば、環境基準ではないが、食品安全委員会で見直しがか 

    かっている。EUのリサーチでも、懸念物質に指定されたり、あるいは幼児の哺乳瓶に使え 

    ないとか、世界全体が、もう使えないまたは削減する方向である。日本は私はおかしいと 

    思っている。環境省がスピード 98 からエクステンド 2005 に変えた時に強引なやり方で変 

    えすぎて世界的には、今、環境ホルモンについての調査・研究が進んでるので、もう少し 

    世界的な状況を見ながらやれば良かったと思っている。エクステンド 2010 になって、少 

    し戻って、世界の様子と同じようにするみたいにことが書いてある。少し内部的な問題で、 

    変わってきていると思うが、そういう意味ではどういう風な処理をすることをきちんと住 

    民の皆さんに説明出来るようにしないとなかなか納得が得られなくなると思う。 

そういう意味では、この説明の資料も日本の資料を引用していて、ビスフェノールの例 

    は内分泌撹乱作用が人に関しては無いということだが、今、食品安全委員会での議論だと、 

    脳の発達に影響を及ぼすなど議論されている。だから、あまりにも一つの立場だけをご 

    説明になると、住民の方は、余計に何か心配するから、平等に色々な考え方があって、出 

    きる限り少なくするというような聞き方・立場で取り組みたいというような姿勢は、見せ 

    た方がいいと思う。私は弁護士だからどちらかというと住民側のサイドで、相談を受ける 

    ことが多いので、みんな撤去してもらいたいという気持ちはよく分かる。 

     住民の方々が例えばこういうところの場に参加をしたら、「これ 100 億円も掛かり皆さ 

    ん方が負担し、皆さん方の子供や孫も負担することになるかもしれません」というような 

    言い方をして、こういうやり方でいいのでしょうかというようなことを住民の方にも一遍 

    考えてもらうということも大切なことである。こういう風に決まりましたから、こうする 

    と安心、安全ですと一方的に押し付けるのではなくて、何か一緒に対策協議会みたいな仕 

    組みを作った方が、納得が得やすいと思う。 

 

小島委員：住民説明会はどこがするのか。別に説明する部署があるのか。 

 

事務局：直接、県と市の両方で説明する。 

 

小島委員：まずは、住民説明会資料の数値だと、最初にサッと見て分からないので、住民が見ても 

    分かにりくい。例えば、自分宅の井戸が一番気になり、自分宅の井戸が検出・不検出と出 

    ると、この廃棄物がすぐ撤去されても初期値がどれくらいあるかとか、それが年間 1500 

    万円ずつ掛けて対策をしたらこれくらいになって、いつごろから検出されなくなったとか、 

    そういう見せ方をしないと今やっていることに不安で、初期値と変わらないのならそんな 
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    こといらないと思う。 

      それと井戸のデータも養老川の水質汚染を見ても現状で不検出なので、ただ、不検出 

     と書いてもわからない。図を見れば、少し対策してきたことは分かるが、そういうとこ 

     がいくつかあって、住民は最初からちょっと不信感というか、聞いて分からないから何 

     やっているか分からないとなる。住民宅の井戸の水質を測ったら、その井戸の帯水層が 

     第いくつ帯水層なのかということが分からないと、ここで全体の色付きの図の第二帯水 

     層が何かしなくてはいけないところに見えて、住民宅の井戸というのは大体第いくつ帯 

     水層相当のところにあるのか、住民宅の井戸と帯水層が違うのか同じなのか、また、こ 

     れだけ処理すれば住民宅の井戸が大丈夫になっていると言えるのかどうか。そういう視 

     点で少しデータを入れてもらうと、もう少し説明しやすいし、質問がきてもここを見て 

     くださいと言えると思う。 

     対策の提案について多分期限があるんですね。いつまでに、この委員会で、ださな 

    くてはいけないのか。 

 

事務局：２３年度中という予定です。 

 

小島委員：この委員会で言うのは、こうやれとか、これがいいとか、何かアドバイスとかでいいの 

    か。この次の委員会でそんな話になるでしょうから、さっき言った住民が理解できるよう 

    に丁寧にやって、住民に対してどうするのか、宜しくお願いしたい。 

 
榧根議長：色々意見が出たので、参考にして作業を進めて頂きたい。 

次に報告事項（１）について説明お願いする。 

 

報告事項（１） 平成 23 年度水準測量について 
 
小島委員：かん水採取による沈下量を昨年の沈下量から分けて出すということは、地震と天然ガス 
    かん水採取の両方の影響が分かるというので結構なのだが、目標としては、地殻変動量を 
    除いて天然ガス採取沈下量で表すことと地殻変動量を入れた累積値を出すことの両方必 
    要である。 

今震源地のほうはまさに地震でこんなに沈下していることを把握して、全体の沈下とい 
    うのは、いろんな地域でどういう影響が出てくるのかという、どういう沈下が今までにど 
    うあったという履歴をきちんと詰めて、人工分はどれだけだということを把握した上で、 
    測量成果及び地盤沈下の現況を公表する時にもこれらを含めて、総合的に地盤沈下の対策 
    というか、影響をどう考えるかということを入れなくてはならない。 

要するにある地域の災害とか環境に対して、どういう対策を練るべきかというのを本来、 
    ここは環境だから環境変化なのかという観点から両方必要となる。だから、言いたいこ 
    とは、1987 年の千葉県東方沖地震でずいぶん沈下したが、この間聞いた話では測量中に 
    地震があり、その時の自然の地震による沈下量が分かったからそれを除いて、今までのデ 
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    ータにはいっていると認識している。 
両方の影響のデータが必要という立場でみると、千葉県東方沖地震時のデータも二つに 

分けられないかと思う。今回も大きいところで 15、6 センチぐらい沈下したところがあ 
る。だから、両方有って今後の総合対策、地盤沈下について、良く考えないと、重要だ

と思うので、そういう作業をお願いしたい。 
その二つは分かるような測量結果をきちんと出して欲しい。それを補正すると分からな 

    い。地殻変動と人工変動をそういう立場で、これから環境影響について考える必要が有る 
    と思うので、その辺が読めるデータを作っていただければと思う。 
   
高山委員：今の小島先生のお話で、調査結果がすごく役に立つのではないかと思った。というのは、 
    今回旭市と銚子市が津波の被害を受けて、私の勤務先も津波が1メートルほど押し寄せて、 
    泥まみれになり、津波対策だけではなく、どういう風にしたら安全な地域環境づくりがで 
    きるかという研究を始めたところである。今回あるいは今回に限らず、それぞれの地震で 
    どんな地盤変動、特に海浜地域でのデータがあれば、地域のマネジメントっていう観点で 
    とても役に立ち、水準測量結果がもっと幅広く利用できるかと思うので、調査結果につい 
    ては、是非、使わせて頂きたい。 
 
榧根議長：今までの各委員からの意見を、十分に参考にして、今後の調査を進めてください。 
      

報告事項（２）平成 22年度ダイオキシン類に係る地下水等調査結果 

（３）平成 22 年度地下水の水質測定結果 

 

高山委員：硝酸性窒素や亜硝酸性窒素の資料-5 の 6 頁の表 4 のところで、28 地点で硝酸性窒素と 
    亜硝酸性窒素が超過しているが、飲めば健康被害にあるので、指導していると聞いたが、 
    どのような指導内容なのか。 
 
事務局：保健所が飲用指導を実施しており、市の方で上水に切り替えるということがある。 
    また、浄水器に補助金の方を出す市がある。 
 
高山委員：通常の浄水器では、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素は、あまり除去できないというのを聞い 
    ているが大丈夫なのか。 
 
事務局：普通の装置はあまり除去ないが、特殊な装置は除去できるが少し高価なようで市によって 

   は、補助金を出している。その様式・方式までは今手元に無い。 

 

高山委員：後でもう少し具体的に分かれば教えてください。 

 

中下委員：２つ質問があるが、ひとつは資料 4の土壌のダイオキシンの調査結果で 5頁の 34 番 
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     の地点について、66pg-TEQ/g という数値が出ている。たしかに 1000 ピコが基準なので 

     すごく低いと思われるかもしれないが、私たちの感覚からすると 66 という 

     数値は結構高い。少なくてもバックグラウンドレベルではないかと思うので、発生源周 
     辺で子どもの遊び場なので気になる。この発生源というのは、どういうところなのか。 
     一般廃棄物の焼却場なのか、それとも、産廃焼却場なのか。 

 
事務局：臨海工業地帯と国道沿いに位置しており、排ガス等の焼却燃焼由来による影響が考えられ 
   るが詳細までは分からない。 
 
中下委員：ダイオキシンに関連して、以前に、市原港の底泥から高濃度のダイオキシン汚染が出て、 
    発生原因は、分かったのか。 
 
事務局：原因は、分かりません。 
 
中下委員：分からないことが多いが、処理はされたのか。 
 
事務局：そのままです。 
 
中下委員：もうひとつの質問は、資料 5 の 2 頁目の継続監視調査の 119 本のうち結局 34 本は環境 
    基準の適合ですから、多数のそこから引いたら 80 本の井戸は、環境基準が継続して超過 
    している。その井戸は原因不明で、去年も確か質問をして原因不明だと言われたが、こう 
    いったものは、自然界由来とは考えられないから、基本的には何か原因があると思う。 
    その特定をもう少し積極的に取り組む必要があると思う。もちろん事業場で各事業場に回 
    って、これは使っていませんということかも知れないが、ジクロロエチレンとかトリクロ 
    ロエチレンとかテトラクロロエチレンとかは、有機溶剤で使っているので、どの工場と特 
    定するのはなかなか難しいかもしれないが、いろんな工場が使っている物質だと思う。 

もう少し何か汚染原因究明調査を徹底した方がいいかと思う。 
 
事務局：市町村で汚染機構解明調査を実施しているところもある。 
 
中下委員：土壌汚染対策法で環境基準を超えているので、飲用井戸で超えたら調査命令をかけられ 
    るような仕組みになっている。重大な問題だと思う。 
 
事務局：119 本のうち、いくつか自然由来的なものも入っているが、そうでないものについて、残 

  り 80 何カ所すべてとは言わないが、場所によっては VOC 関係でもう除去対策を企業や市 
   町村が実施したり、汚染機構解明調査を手がけているところもある。だから残り 80 何箇所 
   全部が原因不明で、継続して見ているというわけではない。ただ除去対策を実施しても２年 
   でなかなかきれいにならない。 
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 しばらくは継続して監視をしていく。34 本、今回クリアしているが、考え方としては、単

年でクリアしたから来年から止めるということではなく、継続して監視をして、3 年連続し

て基準を超えなかった場合、その地域を代表して 1 本測っているがその周辺も大丈夫という

確認をした上で継続監視調査地点から外している。概況調査の方で、毎年、汚染が出た箇所

が監視候補として挙がってくるので、それが新しく継続監視調査の方に入って来て、対策を

進めて 3 年クリアすればはずしていくという考え方である。 
 
中下委員：もう少し細かく、例えばこれ自然由来で、原因がわからないのがこのぐらいで、しかも 
    それが 5 年間継続して環境基準を超えているとか、少し細かく書かれた中身を 5 年間継続 
    して超えているところは、もう少し徹底した原因究明調査を取り組んでいただければと思 
    う。 

 
事務局：基本的には自然由来と思われるものは、様子を見るしかない。そうでないものについて 
   は、進捗に違いはあるが、何らかの手を付けている。 
 
中下委員：いつも報告の時に原因が特定できなかったとだけ書いてある。結論だけすぎて、どこが 
    原因究明をしてその結果分かったものとか指導中のものとかがあるのなら少し書いて欲 
    しい。特に継続の部分は書いて欲しい。 
 
事務局：了解した。 
 
小島委員：水質汚濁法ではどういう方向に進んでいるのか。 
 
事務局：水濁法は特定地下浸透水という考え方で、特定施設から出る水ということである。 
 
小島委員：特定施設という縛りがあるということか。 
 
事務局：あります。 

 
小島委員：特定施設はそれに入っていない。 
 
事務局：入っていない。 
 
事務局：千葉県の水質汚濁防止法の特定施設が有害物質を含む水を地下浸透させますという届出は 
   ない。場合によっては事故とかで地下浸透の可能性が有るのかもしないが、恒常的に有害物 
   質を使っている施設からの排水を地下浸透させているという届出はない。 
 
高山委員：硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の先ほどの資料 5 の 6 頁とそれから、その手前の 5 頁の地図 
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    だが、調べている地域が非常に市街化の進んだ地域と田園地域、それも北部田園地域とか 
    なり限られているように気がするが、千葉県東部地域について、研究者がかなりの井戸の 
    水質や表流水の硝酸性窒素を調べていて、非常に高い値が出ている。県では色々対策を採 
    っていることは知っているが、都市近郊地域や田園地域で深刻な状況に陥っているかと思 
    われる。亜硝酸性窒素については健康への影響が非常に多大だということもあるので、 
    人々の健康に被害が及ばないような総合的な対策というのが望まれているのではないか    
    と思うのだが、いかがか。 
 
事務局：農村の地域では、家畜排泄物だとか施肥だとか農業に直結するようなところから出てきて 
   いて、家畜排泄物については、家畜排泄物法などが確立・整備されて、素掘りなどもかなり 
   減っている。じかに地下にいってしまうようなことも減ってきているということで、改善が 
   されてきているとは思うが、汚染が面的に地下浸透しているところもあって、なかなか対策 
   としては、簡単ではない。 
 
高山委員：実態は非常に深刻である。私どもは流域の源流の辺りから調べているが、最初の 1 滴か 
    ら、大変な高濃度の硝酸性窒素がでているのが実態である。費用、時間、人的な面、その 
    他の面で大変だということは分かるが早急に抜本的な対策が必要かと思う。 
 
事務局：少し補足をすると、VOC とか重金属の汚染というのは、原因者がここの工場だとか大体 
   検討がつく。硝酸・亜硝酸の場合は、汚染源が面源である。例えば、広い畑に撒いた余分な 
   肥料とか、生活排水及び家畜の尿などで、ある地域で地下水を汚染することは県の北東部の 
   方はあるが、台地上の畑地で散布した肥料が浸透し、周囲の谷津に地下水として湧出してく 
   ることもある。 
    ピンポイントであれば、まずもとを断ってあとは汲み上げて、空気を吸ったりなどの浄化 
   をしていけばやがてきれいになる。しかし、硝酸・亜硝酸の場合は、汚染原因と考えられる 
   肥料、家畜排水及び生活排水の投入量をゼロにすることは出来ない。肥料は農作物を作るに 
   は最低限必要であり、理想から言えば農作物が吸う分だけ肥料をあげて余分なＮが出なけれ 
   ばいいのだが、なかなかその管理も難しい。 
    投入源を出来るだけ減らして下さいという方向で新たな負荷をとにかく減らしましょう 
   ということを考えているが、その為にはいろんな関係者、農業関係者も含めて、協力なり理 
   解をしていただいた上で肥料を減らす、減らさないという合意作りが、非常に関係者が多く 
   大変である。 
    減らした効果がいつ出てくるかということが、仮に今、地下水の硝酸・亜硝酸が 10 を超 
   えている状態で、今年 2 割減らしたら来年 2 割減るかというと、話をいろいろ聞いていると 
   今出ている窒素は 20 年前の肥料がでているのではないかという話もある。 
    そうすると、今年から対策を練って 2 割減らすといっても、その効果が水質としてでてく 
   るのが、20 年先かも知れない。そういう意味では、ある程度長い目で、特に硝酸・亜硝酸 
   は、汲み上げて浄化というのはなかなか出来ないので、じっくり構えてやらなくてはいけな 
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   い。 
超過している所が 300 か所くらいあるので、県では全ての対応は難しいので、その為には、 

   地元で頑張ってもらいたい。地元の市町村が中心なって関係者と一緒になって、協議会的な 
   ものを作って「出来るだけ投入量を減らして下さい」ということを進めていこうという方針 
   は持っている。 

   海匝北東部については、協議会のモデルという形で県が事務局になって地元の市、農協及 
  び県の農林関係の機関も入って協議を始めている。そういう事例を積み上げて、他の地域に 
  ついては申し訳ないけど、県が全部対応出来ないので、市町村に働きかけて県が得た知見を 
  伝えて地元に頑張っていただきたいというような方向で進めていくことを考えている。 

 
高山委員：総合的な対策、地域の住民、地域の農民の意識啓発について私どもも出来る範囲でいろ 
    いろな手法で進めてはいるが、早急に結果が出るのは、畜産業で大量の畜産廃棄物がかな 
    りの量で満杯になっていて、雨が降ればそれが溢れ出てしまうという実態があることにど 
    のように取り組むかである。 

20年かかるということもあるかと思うが即効性のある方策とか農業のやり方、ドイツ、 
    イギリスなどでは 20 年以上も前から方策をいろいろ取り組んでおり、作物の作付けの仕 
    方などを細かく指導しているようなので、その辺も含めて取り組めば、かなり効果がみら 
    れるんではないか。 

 
事務局：先ほどいった協議会の中には、県の農林部の部局も入っているので、畜産への指導とか農 
   作物の施肥の関係などについても十分認識はしてくれていると理解はしているし、実際に指 
   導している。今の話で野積みになって流れているっていうのは、これはもしかしたら法律違 
   反に近いとこがあると思う、家畜排せつ物法なり、産業廃棄物処理法で多分違反になると思 
   うので、それはすぐに辞めさせないといけないと思う。 
 
榧根議長：まだ、いろいろあると思うが、だいぶ時間がたってきたから、最後になにか質問があれ 
    ばお願いします。 
 
高山委員：資料の３の国土地理院の観測予定路線というのがあるが、千葉県東部の方を見ると大網 
    白里町とか山武市で海岸から結構入ったところが観測予定になっているが、海岸近くを観 
    測していただくことはできないか。というのは、海岸ゾーンを今後どうするのは、千葉県 
    としても津波対策においてとても重要なことなので、可能であれば観測して欲しい。 
 
事務局：本資料は、国土地理院の観測予定路線で、これとはべつに千葉県が海岸ぞいを観測する予 
   定です。 
 
高山委員：いつごろわかるか 
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事務局：過去にも海岸ぞいについて千葉県が観測をしているので、今までのデータがあり、今回の 
   観測は早期に行うので年度内にデータは公表できると思う。 
 

事 務 局：その他 

 
榧根議長：難しい問題もあり時間がかかったが、各意見を参考に進めていただきたい。 
     事務局にお返しする。 

 

挨  拶：水質保全課矢沢課長 

 

 

以 上 


