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平成 21 年度第３回千葉県地質環境対策専門委員会議事抄録 

 

Ⅰ 日  時 平成 22 年 3 月 23 日（火）午後 2 時から 

Ⅱ 場  所 千葉県教育会館 304 号 

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

渡邉 勉委員（五十音順） 

*印は委員長 

Ⅳ 議事次第  １ 平成 21 年度地質環境対策検討調査の中間報告について 

２ その他 

＜配布資料＞ 

資料１：平成 21 年度地質環境対策検討調査報告（案） 

資料 2：環境の保全に関する協定について（概要） 

資料 3：第 2 回千葉県地質環境対策専門委員会議事抄録（案） 

 

開  会 

挨  拶：千葉県環境生活部次長和田紀夫 

議長挨拶：前回、茂原周辺の現地視察による地盤沈下の様子をふまえて，いよいよ，今日は改定に

向けての案を検討する。よろしくご審議くださいますようお願いしたい。 

議事は 2 つあり，平成 21 年度地質環境対策検討調査報告書案と，その他である。 

まず、事務局から，議事 1について説明をお願いする。 

事 務 局：平成 21 年度地質環境対策検討調査報告書（案）について（資料-1 説明） 

榧根議長：報告書は，大きく分けると３つに分けられる。 

まず，最初に地盤変動をモニタリングする測量について、ご議論，ご質問をお願いする。 

馬場委員：水準測量について，今回まとめられた，新技術を取り入れる方向は，世界的にも，技術

が急速に進んでいるということで妥当と考える。精度面では確かに，まだ，不安なところ

があり、水蒸気の影響があって，その精度の確保が難しい。その点では，データ量の確保

および実証実験を始め，検証などを取り入れながらやっていただきたい。 

効率化を図るという点で，面的な情報を得られるということでよいと思う。経費的な面か

ら，水準測量の観測量を減らすということになるかと思うが，水準測量の場合，環閉合で

水準成果をチェックするということがあるので，水準測量の基本を損なわない形で，地盤

沈下の少ないところの回数は減らせるということがあると思う。全体の方向はいいと思う。 

従来の方法を残しながら，新しい技術については十分検討しながら進めていくことが大切

であると思う。 

細かいところでは，実際，移行する時の修正が必要となることもあるが，大きな方向とし

てはいい。 

小島委員：SAR や GPS をつかって,全体の地殻変動のトレンドと、九十九里がどう位置付けられるの

か，従来からの取り組みでは悩みの種である。 

InSAR に頼る理由は二つあり，この九十九里地域と県全域を同時に見て形態変化で全体の
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地盤沈下をとらえるということと，水準測量や GPS に出てくる異常値をトレンドの中で除

去できるようなことになるのかどうかである。異常値の除去には，興味のあるところで，

これができるとよい。 

ここでは，九十九里の沈下をもっと大きな視野で，リアルタイムに取ることが強調されて

いるが，もう一つの目的を強調してもいいのでないかというのが感想である。地域におい

て，衛星で九十九里だけでなく，千葉県全体とか，関東平野全体を何年に一回撮る等も考

えられる。 

あと，p.31， 2013 年に，測量が全線で行われ，それに合わせて，衛星画像が欠けるとい

うのは，予算上の問題なのか，衛星のデータ取得上の問題なのか。せっかく同時にリアル

タイムで水準測量のときに比較できるのが重要であり，全線でやるという時に SAR の結果

がないといけない。重複性が重要である。 

最近，航空機レーザー測量が随分普及してきて，一億円くらいであればできる。航空機レ

ーザー測量はかなりの精度で観測が可能である。航空機レーザー測量も 1cm 位の誤差が出

てくる。毎年やるのでは経費が大変で，5 年に 1 回の調査，検証の際に実施することが適

当である。航空機レーザー測量は実績もあり，いろんなところで，技術指針に入れている。

地すべり，ダムの湛水時のモニタリング，地震で適用されている。北陸の能登半島の地震

では，地震の前後で測定できたこともある。測量手法の比較に今後検討の余地があるとい

うことをコメントとして入れておいた方が良い。 

事 務 局：馬場委員のお話で，衛星技術は今後検討して行きたいという主旨でいる。p.30 には，こ

うした貴重なデータを統合型のデータの活用ということで，水質保全課だけでなく，広く

防災とか土木分野など多方面でも利用できることが書かれている。また，小島先生が言わ

れたように千葉県全体のトレンド，地域のトレンドを見ていくために、観測範囲は九十九

里だけではない。活用事例を p.13 に載せている。あと，2013 年の InSAR についても入手

する必要があると考えている。5年間の画像は買う予定である。p.22 にあるように，予算

の関係で測量を全線でやるときには画像は予約をしておく方法もある。活用については，

千葉県全体の観測を実施し，必要なところについては，沈下のあるところがあれば，詳し

く解析していくというような考え方もある。 

高山委員：茂原の現場を視察して，かなり深刻な地盤地下の現状を観察できた。測量水準点の設置

位置の問題や，GPS の鉛直方向は十分な精度を得にくいと感じていることから，道路や構

造物の変状を逐次現状を見守っていく人の目があるのも大事だと感じている。 

渡邉委員：国土地理院の一等水準点がある。それと，千葉県でやっている水準点とは，オーバーラ

ップしているのか。両方使っているのか。これは，県だけでやったデータなのか。 

事 務 局：水準点は国土地理院，県独自で設置したものを含んでいる。測量については，関東地方

全体で各都道府県が実施するものと，国土地理院が一部実施しているものがある。1 月 1

日を基準日として関東地方一斉に測量を行い，国土地理院で取りまとめて測量成果を出し

ている。 

高山委員：先ほどご説明いただいた定量的な部分は調査でかなり把握できるのではないかと思う。

一方，定性的な部分については，場所によって汲み上げが長期にわたる，汲み上げ量が多
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い場合，その周辺はくぼ地ができる等，地形がいびつに沈下していると災害とか引き起こ

す。定量も大切だが，それが将来的にどういうところで環境に影響を及ぼすかというとこ

ろのデータをもとに解析されてはどうかと思う。 

事 務 局：浅いところで汲むと不当沈下があるが，九十九里地域は，ガスかん水を地表より 1000m

と深いところで汲むので，局所的な沈下現象はあまり見られず，広く全体に沈下が起きて

いて、このため，目に見える被害が起きにくい沈下でもある。ガス井戸で汲み上げると井

戸周辺が直線的に沈下する訳ではない。沈下しやすい地層と沈下しにくい地層があり、前

回，統計学的に，この基地はどのくらい削減したらいいか，一律削減でなくて，エリアで，

あるいは基地レベルで，積み重ねて削減量を計算している。次年度は，こうした積み上げ

の中で各企業の削減量を検討する。データをもとに九十九里地域の基本目標をどのように

達成するか企業側から方途を提案していただくのがよいとも考えている。 

榧根議長：いろいろとご意見が出た。県のほうでもまた，考えていいただきたい。続いて天然ガス

採取企業との協定の基本方針について，結論は，p.89 の素案のようにしたいということ。

変わっているのは，「なくす」としたところで，具体的には可能であろうということであ

る。 

小島委員：まず，p.89 に至るまでのところで，p.65，今の相関だけで行くと，ばらつきも多い。こ

の報告書ではいいが，最終報告で協定に結び付けるところで，ちょっと，理論というか論

理のフォローがあってもいいのでないか。例えば，平野部での 5 年間沈下量 5cm，年間沈

下量 2cm を無くすところまで来ているが，先のばらつきの問題で，年間 2cm は限度で，地

殻変動や渇水期の影響を含む可能性がある。 

最後の報告には，分析の課題がないか整理する。なお，どこに課題があるかというと，①

排水量を出す時に，地下水位，間隙水圧を今のレベルに近いところでとっていることであ

る。群井の中の水準点，間隙水圧，地下水位である。井戸が一つだったらいいが，３つだ

ったら，井戸間の影響とかがある。メカニズムの考え方を少しでも入れたほうがよい。相

関のまとめを本文とするか巻末資料とするか。 

②任意地点の水圧分布・ストレーナー位置と地盤沈下の関係の理論的な解析である。鉱区

が混在しているなかで，考え方や論理としてどういう整理をするかは、今までで記憶して

いるのはあるレベルの周りに井戸があって，1000m 圏とか，500m 圏で一つのまとまりとし

て，理論解を求めるのであれば、あとは安全側で沈下量を推定し，規制値は水位低下から

考えてその程度であったとわかる。今までの沈下と汲み上げ量の相関というやり方も一つ

だ。しかし，もう少し論理的に詰められれば，今後の課題としてもいいが。 

③浅井戸だと地下水位でいいが，間隙水圧が分かれば，深井戸だと深いところに間隙水圧

の低下領域ができる。地下水位は地表付近にあるが，本当は，下のストレーナー位置に間

隙圧が低いところが出てくる。それに対して，間隙圧と沈下量と考えて，数値で規制する

ときの考え方の根拠を整理することである。また，深層沈下の状況を模式的にあるいは概

念図とするなら，シミュレーション（離散化モデルによる数値解析）がもっとも適切であ

ろう。シミュレーションはたぶんやっているだろうし，井戸の周りの間隙水圧もいろんな

ところでとっているだろう。あるいは県でやってもいい。その結果を見て，統計量でやっ
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て沈下に関する係数や、定量的に年間沈下量 2cm，5 年間沈下量 5cm という値は圧縮量と

してどう評価できるかなどの論理を示すべきであろう。一般の NPO に話すものでなく，専

門家向けのものであり，それを進めれば，シミュレーションを使って評価するというのは

自然な方向で，さっきの GPS や InSAR を同定し、シミュレーション結果を評価するという

ことも検討してほしい。 

事 務 局：例えば，ガス井戸の水位や間隙圧を，ガス会社から提供いただいて，ある程度，整理し

たほうがいいということか。 

小島委員：間隙圧が出れば一番正確だが，今の計測の仕方だと，孔底圧が中心の圧力であり、解析

に使用するのは困難である。解析では井戸近傍の水位ぐらいで考えるべきであろう。解

析のケーススタディをして，規制や環境基準，規制の仕方を，最後にまとめるだろうか

ら，どこかに書いておいたほうがよいかと思う。 

榧根議長：他に何か。確かに，小島先生が言われたように，メカニズムは省いてある。考え方とし

ては，地盤地下はどういうふうに起きているというのは入れておいた方がいい。 

今までの委員会の方針で地盤沈下を防ぐ方向にはなってきている。さらに進めて標高 5m

未満の地域でもっと，上の目標を目指そうとなってきている。その場合，これを提示し

た時，ガス会社で対応して，対策が可能と千葉県は考えているのか。 

事 務 局：これから，委員会のほうで方針をご議論いただいた結果，ガス会社に方針を示す。最終

的には，来年度6月に専門委員会をもう一度開き，最終的な結論をご議論いただきたい。 

事 務 局：並行して，素案の段階で，意見は市町村にも，企業にも意見をいただいている。 

榧根議長：大きな方向としてはいいと思う。3 番目の地下水汚染のところに行きたい。 

事 務 局：パンフレットについては，ある程度，うちのほうで，今年度作って配布したいと考えて

いる。 

高山委員：p.129～p.132，パンフレットは，これだけみると，工業系の事業者向けに見えるが，農

業系を対象にしたパンフレットはないのか。 

事 務 局：確かに，p.129～p.132 はクリーニング屋とか中小工場を対象にして，鉛とか，有機塩素

系化合物などを扱う事業者を対象にしている。後の，硝酸・亜硝酸は，どちらかという

と，畜産系，農業系で非常にかかわりが高いということでご報告している。 

高山委員：こういうパンフレットは，農業系のも作るのか。 

事 務 局：過去に作ったものを活用していく。農業系は畜産向けに作ったものがあり，そちらの方

を活用していきたい。 

高山委員：生活環境でいうと，農業，工業，生活面とあるが，一般市民に対してはどういった施策

をしているのか。 

事 務 局：浄化槽の啓発で対応を考えている。銚子では，畜産関係が多くて，一般市民は少ないと

いうこともあり，浄化槽だと単独浄化槽を使っているところは啓発で対応することを考

えている。 

高山委員：事業者向けのパンフレットでは，地下水，土壌汚染という事柄について，事業者，農業

者，一般市民までが，一つの土俵の上で検討できるような体制も必要だと思う。今の縦

割りでは生活者は，どういう風に暮らしていけばいいのかという問題がある。単に浄化
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槽だけの問題ではなく。 

それから，農村でも生活雑排水があり，それらも見逃せない汚染の原因である。もう少

し，土壌・地下水を保全する策として，包括的なビジョンで考えた上で個別の対象とし

た人たちに，こうした視点で活動してもらう，または，県や市町村で活動してもらうと

いう，仕組みを考えていく必要があるのではないかということを，いままで地域計画や

都市計画をやってきた中で感じている。 

榧根議長：私も同じことを考えている。汚染はいけない，ではなぜいけないのかということになる。

そこで，地下水は，河川，海，飲み水になるという先のことを考えるため，理念が必要

となってくる。ただ汚染はいけませんではなく，もうちょっと，千葉県全体がどうなっ

ているか，地下水はどうなっていて，千葉県として地下水は将来こういう方向に使って

いきたいというビジョンが一つあってもいいんじゃないか。 

事 務 局：今のお考えについては，来年度まとめの中に地下水のあり方について入れておきたいと

考えている。水質については水質汚濁防止法・廃棄物処理法，浄化槽については地下浸

透させるので，建築等あり難しいが，建築基準法と，工場から住宅まで法律で決められ

ている。 

既に地下水が汚染されてしまってこれをどう救済すればいいかということが現実とし

てある。そこで土壌汚染対策法があるが，これは汚染防止法ではない。土壌の調査をし

なさいという法律である。ただ，本年 4月 1日以降は、土壌汚染対策法の一部改正で適

用範囲が広がる。特定事業場を廃止した時だけでなくて，開発しようとしている土地で，

汚染が確認されたら，調査しなさいという法律である。 

ここで掲げてあるのは，平成 18 年度からの積み上げの中で，昨年ご検討いただきまし

て千葉県地下水汚染防止対策ガイドライン，つまり土壌汚染対策の観点から，土壌汚染

対策法以外にも、未然防止を積極的に行うため、小規模な工場などを対象に作成した。

これが，画餅にならないようにパンフレットを作成した。ガイドラインが適用される中

で，一番困るのは，中小企業である。中小企業は，汚染された場合は資金力が弱く倒産

してしまうケースも考えられる。このため，中小企業の方々皆さんに御理解いただき，

土壌汚染の啓発の端緒ということで，今回パンフレットを作成していると考えていただ

きたい。水全体の在り方については，来年度，論理として，取りまとめていきたいと考

えている。 

渡 辺 委 員：委員の方々のご意見は非常に大事なことだと思う。地下水は貴重な県民の財産であ

ると。地下水，土壌については汚染された地下水や土壌にどう対応するかというのも重

要だが，やはり未然防止という観点が必要になる。これまでは汚染物質によって対応が

違ってきていたが，事業者は何をすべきか，住民として何をすべきか，地下水を保全す

るために何ができるかという観点でとりまとめるべきである。 

榧根議長：熊本では，先進的な地域に来てもらい，地下水管理のシンポジウムをやった。熊本でう

まくいっているのは，まず，熊本は水道水源が全部地下水であり，使っているからどう

しても保全するという必要性がある。秦野市も同様で，秦野は地下水をくみ上げに課金

を行っている（地下水. 協力金として取水業者から徴収）。地下水が頼りだというわけで使
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うから，地下水がきれいでなければならないという理由がある。今までは，地盤沈下防

止の為の揚水規制を行ってきたが，これからは，利用をすることを考えた上での保全と

いう方向に変わっていくと思う。地下水に対しても，今，変わり目になっている。ぜひ

来年取り組んでほしい。 

高山委員：深い地層の知識は無いが，深いところで汲んだ場合に広域的に沈下するということで，

地形的な変化は無いということだが，この間，川周辺で冠水し易くなるという現状があ

った。見た目にはっきりするくぼ地で無いけれども，景観として見たときに，低くなっ

て，水がたまりやすくなる。今後は，少し，土地利用計画，地域計画という視点を入れ

て考えていかないと，将来的に問題となる。冠水する場所が出てきたり，排水機場をあ

ちこちに作らないといけないというのは既に深刻な状態に陥っているといえる。そうい

う意味で，地域計画という視点で，地域住民を入れながら，その土地が，長期に渡って，

現状を保たれるような，事業者の協力も必要である。そういった視点が必要ではないか。

今までのところは，非常に物理的な視点からの調査は良くやっている。しかし，これか

らはやはり，地域住民の安全な暮らしを保全するとか，良好な景観を維持していくとか，

前向きで積極的な視点で行われるべきでないか。 

榧根議長：私も同じ考えである。環境がこうでないと地域の方が困るという視点が必要である。こ

れまでは専門家の間ではやってこなかった分野で，ぜひ来年度でも，この辺についてま

とめていただければと思う。 

小島委員：土壌地下水汚染ってどこの部局でどうやっているのか。我々が議論している問題はどこ

で使われて，反映され，地下水，地表水が保全されるのか。ガイドラインはどこの部局

で，対策する方と予測する方の部局が別というのが分からない。大雑把でも，最後の報

告書で，どの部局で対策をやっているのか予測をやっているのか，示していただければ，

わかりやすい。 

事 務 局：実際には部局を横断的にいろんな対策をとっているが，確かに，部局に関することしか

ホームページには書いていない。実際にやっているのは横断的にやっているので，どこ

の部局とどんな対策をとっているか分かるよう、検討を進めたい。 

高山委員：p.89 の下の「速やかに」とあるが，方針としてはよいが，市民としては分かり易いもの

や理解しやすいものにすべきである。たとえば，10 カ年目標にしたほうが良いのでない

か。目標をしっかり示さないと，あるべき論とか，こうしたいというほうに終始してし

まい，目標を達成できたかどうかというのは，終点地点で検討すればいい。 

まず，ここまでやるという具体の目標を見せたほうが，企業側も自治体側もそれに向か

って進みやすいのでないか。 

事 務 局：速やかにという意味は，細目協定を 5 年ごとに評価することになっているが，「速やか

に」というのは 5年を待たずして，3年，4年ですぐに対応していくということである。

また，5 年後にクリアしているのでなくて，5 年より前に対応して，クリアしていくと

いうことである。先生がおっしゃるように方針自体が目標となっている。たとえば，2

番目についても，川のそばの低い土地で，5 年累計沈下量が 5cm に達してしまいそうな

ところがあれば，低減を図るのでなく，なくそうという形で「速やか」ということであ
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る。 

小島委員：速やかにとか，年間 2cm，5 年間 5cm となると，PDCA として，Plan，Do，Check、Action

を一回やってみたらどうかと。5 年を目標としていますから，5 年まわしてみて，チェ

ックして，対応を変えていくという考え方がまったく無かった。速やかにということで，

5 年ごとに PDCA をまわすということを前提にした表現もあるかもしれない。 

それで，年間 2cm というのも， GPS では±2cm という誤差の範囲を示しているのか、判

断の余地があると考える。 

高山委員：そういう意味で市民に公開していく，たとえば，ネットで見たときにこの 2，3 年はい

い状態だなとみえるというのがいい，企業側も良好に保たれるように努力されると思う。

できるだけそういった，情報公開とあわせて分かりやすいものとしてほしい。 

事 務 局：次回細目協定の中には，情報公開ということで，企業自らが行うという理念を入れたい

と考えている。東京湾臨海部の工場との環境保全協定につきましても今回そういう理念を

入れたので，天然ガス会社との協定にも入れていきたいと考えている。 

榧根議長：それでは，もう一つの議事に移る。ここまでのご意見については県側で検討をお願いし

たい。 

事 務 局：その他 環境の保全に関する協定について（概要），第 2 回千葉県地質環境対策専門委

員会議事抄録（案）について（資料-2，資料-3） 

 

榧根議長：では今後の進行は事務局にお返ししたいと思います。 

挨  拶：水質保全課松澤課長 

 

 

以   上 


