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     １．開  会 

 

司会  定刻前ですが、皆様お揃いですので、ただいまから平成 19 年度千葉県環境審議会

大気環境部会を開催いたします。 

    私は、本日、司会を務めます環境部大気保全課の高橋と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

    初めに、定足数の確認を行います。 

    本日は、委員総数８名に対して７名の委員の御出席をいただきました。どうもあり

がとうございます。したがいまして、出席委員が過半数に達しておりますので、千葉

県行政組織条例第 32 条の規定により、本日の会議は成立していることを御報告いた

します。 

    なお、本日の議事録は、事前に内容を確認いただきまして、県のホームページにて

公開することといたしますので、あらかじめ御承知おき願います。 

    議事に先立ちまして、事務局から委員の方々をご紹介申し上げます。 

    お手元にお配りしてある委員名簿の順にご紹介いたします。 

     県議会議員の三輪由美委員でございます。 

     千葉大学名誉教授の安達元明委員でございます。 

     日本大学生産工学部教授の板本守正委員でございます。 

     埼玉大学大学院理工学研究科教授の坂本和彦委員でございます。 

     日本大学名誉教授の榛澤芳雄委員でございます。 

     千葉県農業会議会長の石井利孝委員でございます。 

     社団法人千葉県環境保全協議会副会長代理の坂本愛一郎委員でございます。 

    続きまして、環境生活部の幹部職員をご紹介いたします。 

     鈴木環境生活部次長でございます。 

     寺井大気保全課長でございます。 

    よろしくお願いいたします。 

 

     ２．環境生活部次長あいさつ 

 

司会  それでは、主催者を代表して、環境生活部次長からごあいさつを申し上げます。 

鈴木環境生活部次長  環境生活部次長の鈴木でございます。本来であれば環境生活部長が

おじゃまいたしましてごあいさつをさせていただくべきところでございますが、複数

の会議が重なり遠方に出向いております関係から、代わりまして私からごあいさつを

させていただきます。 

    本日は、委員の皆様には、大変お忙しいところ、また足元の悪い中、千葉県環境審

議会大気環境部会に御出席いただき、まことにありがとうございます。また、日ごろ

から本県の環境保全行政の推進にあたりまして各般の御指導を賜り、重ねて御礼を申

し上げる次第でございます。 

    本日は、「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促

進に関する条例」につきまして、3 月 26 日に続き御審議をお願いするものでござい
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ます。 

    本県では、光化学スモッグ注意報の発令日数が全国でもワースト上位で推移してお

りますことから、この原因物質でございます揮発性有機化合物――略称でＶＯＣと呼

ばせていただきますが、この排出抑制対策の一層の推進を図ることを緊急の課題と位

置づけてございます。 

    そして、これまで実施してまいりました公害防止協定あるいは「炭化水素対策指導

要綱」による対策の継続と、新たな問題点への対応を念頭に置きまして、昨年度から

開始された大気汚染防止法によるＶＯＣの排出抑制策と連携する形の条例につきまし

て、本県の実情にあわせた事業者の自主的な取組を促進する独自の制度として検討を

進めることといたしました。 

    この内容につきましては、学識経験者、企業の代表者、学校関係者、環境ＮＰＯで

組織する条例検討懇談会を設置して検討を行ってまいりましたけれども、取りまとめ

られた条例の骨子案について、環境審議会に諮問させていただきますとともに、パブ

リックコメントを実施して、各県民の皆様のご意見をいただく一方で、関連の業界団

体、あるいは取扱工場・事業場への説明会を通して広く意見を伺ってまいりました。 

    本日は、このパブリックコメント等による意見に対する県の考え方、あるいは条例

の方向を目指すより明確な内容にするため、内部での調整を一部加え修正を加えた条

例の骨子案について改めて説明させていただき、御審議をお願いしたいと考えており

ます。 

    簡単ではございますが、開催にあたりましてのあいさつとさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

     ３．大気環境部会長あいさつ 

 

司会  続きまして、安達部会長よりごあいさつをお願いいたします。 

安達部会長  本日は、御多忙のところ、千葉県環境審議会大気環境部会に御参集いただき

まして、ありがとうございます。 

    さて、本日の会議は、御案内申し上げましたように、県から諮問を受けました

「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関す

る条例」についての第２回目の審議でございます。 

    揮発性有機化合物の代表的物質は、トルエン、キシレン、酢酸エチル等で、塗料溶

剤、接着剤、インキや一部の洗浄剤に含まれており、光化学オキシダントや浮遊粒子

状物質の原因物質の一つとされています。 

    光化学スモッグ注意報の発令日数について見ますと、平成 14 年度は 21 日、16、17

年度はともに 28 日と、全国ワースト１位を記録するなど、残念な結果となっており

ます。 

    県では、光化学オキシダントと浮遊粒子状物質による大気汚染を防止するため、そ

の原因物質である揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制について、大気汚染防止法

に定める事業者の自主的取組に関して、千葉県の特性に応じた取組を一層促進させる

条例を制定しようと検討しております。 
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    本日は、その条例について御審議いただきます。よろしくお願いいたします。 

司会  ありがとうございました。 

    次に、お手元の配付資料を確認させていただきます。 

      会議次第 

      座席表 

      委員名簿 

      資料１  （仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例骨子案等についての意見公募結果について 

      資料２  （仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例の基本構造等に関する変更について 

      資料３  （仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例の基本構造新案 

      資料４  （仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例の骨子新案 

      資料５   平成 18 年度県環境審議会大気環境部会議事録（3 月 26 日開催） 

      参考資料１（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例について（諮問） 

      参考資料２（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例の基本構造旧案 

    以上でございます。 

 

     ４．議  事 

 

司会  それでは、議事に入ります。 

    以降の議事の進行については、県行政組織条例第 33 条の規定により、安達大気環

境部会長に議長をお願いいたします。 

安達部会長  それでは、会議次第に従いまして進めたいと思います。 

    本日、傍聴希望者はおりますか。 

高橋副課長  １名の傍聴希望者を受け付けております。 

安達部会長  傍聴希望者が１名あるようです。本審議会は原則公開となっておりますこと

から、ご異議がなければ入室させたいと思いますが、いかがでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

安達部会長  ありがとうございます。 

    それでは、傍聴人の入室をお願いいたします。 

             （傍聴人 入室） 

安達部会長  これより千葉県環境審議会大気環境部会の議事に入りますが、議事に先立ち、

議事録署名人を指名してよろしいでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

安達部会長  ありがとうございます。 

    それでは議事録署名人を、 
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      板 本 守 正 委員 

      坂 本 愛一郎 委員 

   にお願いいたします。 

    よろしくお願いいたします。 

 

       （１）（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための 

           取組の促進に関する条例について 

 

安達部会長  本日の議題は、平成 19 年 2 月 26 日付けで千葉県知事から千葉県環境審議会

長あてに諮問があった「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のた

めの取組の促進に関する条例」についての第２回目の審議です。 

    諮問案件については、環境審議会長より部会に付議されておりますので、当部会で

実質的な審議をしていただくことになります。 

    それでは、審議に入らせていただきます。 

    最初に、事務局から説明をお願いします。 

田中主幹  まず、資料１により、「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制

のための取組の促進に関する条例」骨子案等についての意見公募結果について説明い

たします。 

    お手元の資料１をご覧ください。 

    この意見公募ですが、対象としたものは、前回お示しした「ＶＯＣ排出抑制条例」

の基本構造案と同じく条例の骨子案でございます。 

    意見公募期間は、2 月 26 日（月曜日）から 3 月 26 日（月曜日）まで、約１ヵ月間

でございます。 

    これらの資料ですが、県のホームページからダウンロードできるようにするほか、

県の幾つかの窓口で閲覧できるように行いました。県環境生活部の大気保全課、県庁

の県政情報コーナー、各県民センター及び事務所、県文書館には印刷されたものを置

いて入手できるような形で行いました。 

    それとあわせて、骨子案の説明会を行いました。２回、千葉会場と茂原会場で１回

ずつ行いまして、これは主としてＶＯＣを取り扱う事業場の方を直接対象として行っ

たもので、２回合わせて 175 名の方が参加されました。その場で、条例骨子案を説明

するとともに、「意見は、いま意見公募をやっているので、お寄せください」という

話をしました。 

    その結果ですが、「２ 意見の提出状況」です。 

    意見提出者は２名で、ともに法人で、２法人から延べ意見件数は４件。提出方法は

ともに電子メールでございます。 

    それでは、「３ 提出された意見と県の考え方」について説明いたします。 

    １番「公害防止協定締結工場は既に対策を講じており、自主的取組計画は難しい」

ということでございます。これは、前回説明しましたように、公害防止協定は昭和

60 年度から、要綱は 61 年度から炭化水素対策の排出抑制指導をしており、既にもう

行っているよということで、これからさらに自主的と言いながら排出削減は難しい、
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という意見でございます。 

    これに対する県の考え方でございます。 

    本条例は、事業者の自主的な取組を促進することによって、ＶＯＣの排出抑制を図

ることを目的としております。そのための手段として、一定規模以上の施設を有する

事業者に対して自主的取組計画と自主的報告の提出を義務付け、提出された内容を県

民に公表することとしております。そこで、過去にＶＯＣの排出抑制のための対策を

実施しておりまして、それ以上もう取組が困難であるという場合でも、既に講じてい

る対策の内容を自主的取組計画の中に記載していただきまして、これを公表すること

によって、他の事業者に対するインセンティブにもつながる等、県全体のＶＯＣ排出

抑制を図ることが可能になると考えております。 

    これと同じような議論が、先ほど次長の説明の中にありましたように、ＶＯＣ懇談

会の中で、事業者側の代表者からも、既にやっており、これからさらに削減するのは

難しいということで、過去の取組を評価する方法を検討していただけないかという話

がございまして、報告書式の中に、これからの削減だけではなくて、過去にやった実

績も記載していただくということにしてございます。 

    次に２番「『千葉県炭化水素対策指導要綱』と同様に、公害防止協定締結工場は、

適用除外としてほしい」というものでございます。 

    繰り返しになりますが、千葉県における炭化水素対策排出抑制指導につきましては、

まず公害防止協定締結工場を対象に昭和 61 年度から排出抑制をお願いしております。

その次に、公害防止協定締結工場以外の工場について、炭化水素対策指導要綱により

昭和 61 年度（翌年）から排出抑制指導を行っております。そのような関係で、要綱

対象の中から公害防止協定締結工場は除外しております。 

    県の考え方ですが、本条例は、大気汚染防止法に定められたＶＯＣの排出抑制に関

する自主的取組を一層促進するものでございます。大気汚染防止法の中では、自主的

取組はもちろんのこと、これと対をなす排出規制制度が県内一律の枠組みとなってお

り、前回説明したように、排出濃度規制と自主的取組がこの規制の両輪だという考え

方でございます。そのようなことから、公害防止協定締結工場について自主的取組の

適用を除外することは適当ではないと考えております。 

    次に、３番「県内の固定発生源からの排出量の何割が対象になるのか」ということ

でございます。 

    環境省の調査によりますと、現在我が国全体のＶＯＣ排出量の９割が固定発生源か

らのもので、残り１割が移動発生源とされております。本条例は「大気汚染防止法第

17 条の２に規定する事業者が自主的に行うＶＯＣの排出及び飛散の抑制のための取

組」を促進するものであり、この 17 条の 2 の趣旨がベストミックスのことでござい

ます。そういった意味で、この自主的取組の対象は、ＶＯＣを取り扱う全事業所とい

うことになります。 

    また、大気汚染防止法によるＶＯＣの排出抑制目標である平成 12 年度から 22 年度

までに３割削減するという目標において、規制によって削減するのは１割程度と見込

まれております。 

    なお、本条例の報告対象である事業所は約 300 事業所と見込んでございます。 
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    次に、「それ以外の発生源からの対策はどのように考えているのか」ということで

す。 

    これについての考え方ですが、固定発生源以外のＶＯＣ発生源に自動車排出ガスが

ございます。自動車排出ガスの単体規制の強化や、低公害車の普及促進措置に加え、

自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づく車種規制等について、国県が協同して実施をしている

というものでございます。 

    次に４番です。「東京都ではＶＯＣ削減の自主的取組推進策として、現場でＶＯＣ

の測定を行い、削減について助言等を行うアドバイザー制度を無料で設けている。千

葉県においても同様の制度を要望する」というものでございます。 

    このアドバイザー制度というものですが、東京都が中小企業のＶＯＣ排出量削減に

向けた自主的取組を支援するために設けた制度でございまして、①事業所を訪問し対

策の助言を無料で行います、②ポータブルＶＯＣ計による簡易測定を実施し、測定結

果をその場でお知らせします、③ＶＯＣの使用実態に応じた効果的な対策について主

に技術的観点から現場で助言を行う、という制度でございます。このような制度を千

葉県でも設けていただけないかという要望でございます。 

    それについての考え方ですが、中小企業を対象として、ＶＯＣの現場測定と、削減

についての助言等を行うことについて、進める方向で検討したいという考えでござい

ます。 

    以上でございます。 

安達部会長  ありがとうございました。 

    ただいまの事務局の説明について、御質問等がありましたらお願いいたします。 

    特になければ、またありましたら後ほど伺うことにして、先に進めさせていただき

ます。 

    続きまして、資料２以下について説明をお願いします。 

木村室長  資料２～４により、条例骨子案の新しい案、とは申しましても若干の変更でご

ざいますが、その内容について説明いたします。 

    まず、資料２をご覧ください。これは、前回の部会でお示しした資料との変更点を

まとめたものでございます。 

    大きく２点ございます。一つは指針の策定に関する部分、もう一つは報告徴収の部

分でございます。 

    これにつきましては、全体の様子を眺めていただくために、資料３「条例の基本構

造（新案）」と、参考資料２として添付した「条例の基本構造（旧案）」を見比べてい

ただくとわかりやすいかと思いますが、前回の「Ⅳ 指針の策定」では、「指針の策

定」という手続の部分と「指導・助言」という取組の部分が同じ場所に規定されてお

りましたが、法規担当者との協議の中で、「一緒にしておくのは立法論的に前後関係

が不明確になるので別々にしたほうが条文を書きやすい」という指摘がありましたこ

とから、基本的な内容である手続については前のほうに記述することといたしました。 

    その結果、他の項目との関係で、「Ⅲ 指針の策定」「Ⅴ 指導・助言」に分けまし

て、「指導・助言」が指針に基づくものであるという趣旨を明らかにいたしました。 

    したがいまして、骨子の内容そのものには変更はございません。 
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    次に、前回の「Ⅶ 報告徴収」ですが、これは、計画や実績の信頼性を高めるため

に、報告してきた事業者に対して裏付けとなる資料の報告を求めることができる旨の

規定を設けているものですが、前回の資料には立入検査の規定がございませんでした。 

    これに対して、法規担当者との協議の段階で、次の３点の指摘がございました。 

     ①報告対象となる施設の内容や設置基数を確認する根拠を設けるべきではないか。 

     ②対象施設から排出されるＶＯＣを処理するための施設の存在や処理効率を確認

する根拠を設けるべきではないか。 

     ③虚偽の報告をしてくる事業者は、報告徴収の規定に基づく報告についても虚偽

の報告をしてくる可能性が高い。 

   といった内容でございます。 

    このため、報告や公表制度の信頼性を維持するためには、立入検査権の付与が必要

と判断したものでございます。 

    以上が、前回ご検討いただいた資料から変更された内容でございます。 

    続きまして、資料４により修正された部分を中心にお話ししたいと思いますが、前

回から１ヵ月経過しておりますので、その他の項目についても若干触れていきたいと

思います。 

    まず１ページですが、「Ⅰ 目的」については、変更はございません。改正された

大気汚染防止法に規定する「自主的取組」を促進するために、千葉県独自の措置を定

めて、そこで規定された手段を通じて「自主的取組」を促進することを目的とすると

いった内容でございます。 

    ２ページには、こう考えるに至った背景として、大気汚染防止法の関係する条文で

すとか、全国の光化学スモッグ注意報の発令状況を記載いたしました。ご覧のとおり、

平成 13 年から 17 年度の５年間のうち、すべて多発するグループに入っておりまして、

ワースト１位になったことが３年もあるということが分かります。 

    ３ページには、過去、大気汚染防止法に先行して行政指導を行ってきた経緯や、Ｖ

ＯＣと光化学オキシダントあるいはＳＰＭとの因果関係、光化学オキシダントやＳＰ

Ｍが県民の健康や生活環境に及ぼす影響について記載いたしました。 

    続いて４ページでは、「Ⅱ 定義」として、ＶＯＣそのもの、ＶＯＣ取扱施設、Ｖ

ＯＣ取扱事業者についての定義を行っています。ここも変更はございません。 

    ５ページでは、ＶＯＣ取扱施設は、昭和 61 年度から施行している「炭化水素対策

指導要綱」の新設の規模要件を対象としておりますが、その理由として、 

     ①指導要綱が施行以来 20 年以上経過し、定着していると考えられること。 

     ②指導要綱の排出抑制効果を維持すること、及び行政指導の継続性という観点か

ら、条例の対象施設は指導要綱と同じにすることが望ましいこと。 

   といったことを記載しておりまして、その具体的内容を別表としてまとめてございま

す。 

    ６ページと７ページには、「備考」として別表の内容についての解説を記載してお

ります。 

    なお、この中の４について、下線部分がございますが、これは接着と塗装の違いに

ついて、定義上、誤解を生む可能性がありましたので、入念的に国の解説等を追加し
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たものでございます。 

    続いて８ページですが、先ほど説明したとおり、指針の策定にあたっての手続関係

部分を独立させて、Ⅲに持ってきたものです。 

    内容は変わっておりませんが、 

     ①指針を定めるべきこと。 

     ②指針で定めるべき事項。 

     ③指針の策定、変更に際して関係者の意見を聴くべきこと。 

     ④指針を定め、あるいは変更した場合は、直ちに公表するべきこと。 

   を盛り込んでおります。 

    次の９ページには、項がずれて「Ⅳ 責務等」として、事業者の責務、県の責務、

県民の努力が記載されておりますが、「①『事業者』の責務」について、指針の規定

が前に来た関係で「指針に基づき」という言葉が追加されております。 

    次の 10 ページには、新しく「Ⅴ 指導又は助言」というタイトルで、「指針の策

定」と切り離した取組の部分について項を設けております。 

    続いて 11 ページには、項がずれて「Ⅵ」になりましたが、「自主的取組計画・実績

の報告義務等」の規定が記載されております。 

    内容の変更はございません。 

    具体的な記載内容については規則で定めることとしておりますが、取扱事業者が行

う取組計画についての報告、取扱事業者以外の者が行う任意の報告、計画の報告をし

た者に課せられる実績報告、計画内容変更の報告、報告した事業者に課せられる根拠

書類等の保存について記載されております。 

    続いて 12 ページは、項がずれて「Ⅶ」になっておりますが、「自主的取組計画・自

主的公表」について記載しております。 

    内容は前回と変わりありませんが、中身としては、公表は自主的取組を誘導するた

めの手段であって、この目的のために、取扱事業者はもちろんですが、取扱事業者以

外の者が報告してきた場合も公表するべきことを盛り込んでおります。 

    同じページの下に、項がずれて、また立入検査を追加して「Ⅷ 報告徴収・立入検

査」を記載しております。 

    下線部分が追加した部分ですが、「趣旨」にもありますとおり、これは何でもかん

でも立入検査を認めるということではございませんで、この条例に基づく制度の信頼

性を確保するためという限度があることを前提としております。 

    続いて 13 ページですが、これも前回と変更はありません。 

    「Ⅸ 適用除外」として、地方自治法の政令市である千葉市と、同法の中核市であ

る船橋市については、それぞれ県と同様の指導要綱を制定していること、地方分権の

推進の観点から、本条例の適用を除外することとしております。 

    なお、両市につきましては、別途条例案を作成中で、また平成 20 年 4 月 1 日から

中核市になる予定の柏市においても、別途条例案の作成を検討していると聞いており

ます。 

    最後になりますが、同じページの下に「Ⅹ 罰則」の規定がありますが、立入検査

の項目が追加されましたので、立入検査を拒否した者に対する罰則を追加しておりま
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す。 

    以上でございます。 

安達部会長  ありがとうございました。 

    指針が独立した、あるいは立入検査の項目が加わった等、幾つか変更点がございま

したようですが、ただいまの事務局の説明について、ご質問等ありましたらお願いし

ます。 

坂本（和）委員  立入検査を追加したということは、非常に結構なことだと思います。実

効を上げるためには、今ここで提案いただきましたような形をやること、それから敷

地境界での測定等もそういう対策をより促進させるために役立つという意味では、非

常によく考えてつくられたと思います。 

安達部会長  ありがとうございました。 

    ほかにいかがでしょうか。 

三輪委員  私も、立入検査を追加されたことは、大変いいことだと考えております。 

    大きな前提の問題になるかもしれないですが、これまで要綱であったものが条例化

されるということで、この方向性についても全く異論はありませんし、賛成をさせて

いただきたいと思いますが、いろいろ資料などを読ませていただきまして、これまで

千葉県としてはかなり早い時期から公害防止協定、そして要綱ということで実施して

きたわけですが、達成率がずっとゼロという状況が続いていましたね。このことにつ

いて、県としての原因分析についてどうお考えなのかということを、一言お聞きして

おきたい。それを踏まえて、今ずっと検討されてご努力をされていい条例をつくって

いこうということですので、そうした過去の原因分析に基づいて、それを大きく改善

していくことが条例だろうと思いますので、そうしたことについて１点お伺いしてお

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

木村室長  ただいまのご質問ですが、まず、今までは指導要綱ということでお願いしてお

りました。あくまでも行政指導の内容をまとめたものですので、強制力はございませ

ん。しかも、今回の条例と違いますところは、施設を最初に設置するときに、こうい

う内容でいたしますという設置届を出していただきますが、その後についての縛りは

なかったというのが実際のところです。そういったことを考えますと、条例にして、

毎年計画を出していただいて、その実績を報告していただくということで趣旨を徹底

するというのが、今回の条例の大きな目的ではないだろうかと考えております。 

    光化学オキシダントの環境基準がゼロがずっと続いているわけですが、これは一つ

には、自動車の問題もあったと思いますし、あるいは地形的に東京湾があるというこ

ともあろうかと思います。それと、光化学反応性の問題で窒素酸化物とＶＯＣとの関

係というものもありまして、片方が下がってしまうと光化学が出やすいような比率に

なってしまうというような研究結果もございますので、我々といたしましては、そう

いう比率の問題はあるにいたしましても、体に悪いものはとにかく減らしていきたい。

ＶＯＣが体にいいわけはありませんので、少なくする方向で全体を下げていきたいと

いう考えで今回の条例になっております。 

安達部会長  ほかにいかがでしょうか。 

石井委員  事業所が 300 ヵ所ということですが、移動する自動車の排気は、８都県市で協
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定を結んでおりますが、千葉県条例とそういうことの整合性はどうなっておりますか。 

木村室長  自動車のものについては、今回の条例では全く考えておりません。といいます

のは、大気汚染防止法を改正したときの根拠というか考えが、全体の９割は固定発生

源で１割ぐらいが移動発生源であるという環境省のシミュレーションの結果がござい

まして、それをベースにして固定発生源について今回は取り組んでみるということが

ございまして、しかも今回の条例は大気汚染防止法の中で自主的取組という濃度規制

ではない部分についての規制の部分がございますので、そこを促進するということが

今回の条例の趣旨でございますので、自動車は今回は対象として考えておりません。 

石井委員  適用除外ですか。 

木村室長  はい。 

安達部会長  ほかにいかがでしょうか。 

    ほかに特にご意見なければ、諮問事項である「（仮称）千葉県揮発性有機化合物の

排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」について、条例骨子案のとお

り承認することにご異議ございませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

安達部会長  ありがとうございました。 

    ご異議ないようですので、本部会として原案どおり承認いたします。 

    なお、本日ご承認いただいた案件につきましては、千葉県環境審議会運営規定第６

条に基づき、私から会長に報告させていただき、会長の意見を経て審議会の議決とし

て審議会長名で答申することとなります。ご了承いただきたくお願い申し上げます。 

安達部会長  その他について、何かありますか。 

事務局  特にございません。 

安達部会長  それでは、これをもちまして予定されていました議事が終了しましたので、

傍聴の方は退席をお願いします。 

             （傍聴人 退室） 

安達部会長  これをもちまして本日の議事を終了いたします。ご協力ありがとうございま

した。 

    事務局から連絡事項等ありましたら、お願いします。 

事務局  特にございません。 

 

     ５．閉   会 

 

司会  条例骨子案に係るご審議、まことにありがとうございました。 

    以上をもちまして、平成 19 年度千葉県環境審議会大気環境部会を終了させていた

だきます。 

―― 以上 ―― 

 
 
 
 



 - 11 -
 

 
 
 
       以 上 の と お り 
 
       審 議 会 の 議 事 に 相 違 な い の で 
 
       下 記 に 署 名 押 印 す る。 
 
       平成１９年５月２３日 
 
 
                        千葉県環境審議会大気環境部会 
 
 
 
       議事録署名人 板本 守正 
 
 
 
       議事録署名人 坂本 愛一郎 
 


