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平成 22 年度第２回千葉県地質環境対策専門委員会議事抄録 

 

Ⅰ 場  所 平成 22年 11 月 8日（月）午前 10 時から 

Ⅱ 日  時 千葉市民会館 3階 第 5会議室 

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

馬場 義男委員（五十音順） 

*印は委員長 

Ⅳ 議  事  1 地盤沈下の防止に関する細目協定の取扱いに係る基本方針（案）について 

2 その他 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 地盤沈下の防止に関する細目協定（現協定）の目標達成状況について 

資料 2 地盤沈下の防止に関する細目協定の取扱いに係る基本方針（案）につい

て 

資料 3 平成 22 年度第１回千葉県地質環境対策専門委員会議事抄録（案） 

参考資料 1 地盤沈下の防止に関する協定の概要等について 

参考資料 2 九十九里地域の地層収縮状況等について 

参考資料 3 千葉県地質環境対策専門委員会設置要綱 

参考資料 4 地盤沈下の防止に関する協定書（雛形） 

参考資料 5 地盤沈下の防止に関する細目協定書(雛形) 

 

開  会 

挨  拶：千葉県環境生活部次長 

議長挨拶：それでは，平成 22 年度の第 2回の地質環境対策専門委員会の議事を始める。本日の議

題は，本年 12 月に 5 年間の期限を満了する「地盤沈下の防止に関する細目協定の取扱い

に係る基本方針」案についてである。この委員会の審議結果をもとに，県の環境審議会に

図るため，十分議論していきたい。 

事 務 局：平成 21 年水準測量調査結果(案)について（資料 1，2，参考 1～5説明） 

小島委員：二点確認したい。一点は，規制をブロック単位から，基地単位にすることについて，近

年の状態として基地単位という 2～3本の孔では沈下をコントロールできない。 

国の指針がでた昭和 56年や昭和 62 年が想定されているが，ブロック単位までは統計的に

排水量と沈下量の関係がいえると思う。しかし，基地単位となると本当に範囲が狭くなる。

昭和 50 年代当時は隣接したところにそんなに井戸がなかったから基地単位でよかった。

しかし，今は隣接する井戸が多く，昭和 50 年代と現在では規制の考え方っていうのはず

いぶん変わってくる。 

基地単位だと，隣接の井戸，あるいは鉱区が錯綜してきて，揚水による影響を分けること

ができない。そう考えると基地単位の揚水量規制では沈下を抑制できない事例も出てきて

いる。国に申請される開発計画でも近頃そういうのがかなり出てきている。したがって，
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今回の規制をブロック単位から基地単位にすることについては，もう少し広く考えて，近

隣を含むシステムの管理が必要なる。ここでいうシステム管理とは，井戸の実測データや

補足的なシミュレーションから影響を予測し，周辺の汲み上げ量とバランスをとりながら，

全体の沈下を 1cm，2cm に抑えるということで，それをやるべきである。 

二つ目として，いきなり，規制を基地単位に完全に限定してしまい，基地単位の揚水量を

規制すればよいというのは本当にそれで大丈夫かなという気がする。企業は過去にも，

様々なことを考えながら，少なくとも開発計画の中で影響予測し，提案型に近いことを行

っている。次第に，環境に対する地域，あるいは企業からの提案を受け入れながらどう規

制していくかという，この流れに近くなってきているところである。その流れを方針の中

で，どう表現したらよいか。基地単位で，井戸 5～6 本でコントロールすることで，沈下

の抑制を完全に実施できるのかというと少し検討が要る。今回のように規制の単位を小さ

くする方向もあると思うが，ほかの方法もあると思う。技術開発や企業努力で基地より広

い範囲で沈下を抑制するフレキシビリティ（柔軟性）を保つことである。 

そのために，規制はブロック単位とし，企業が開発計画の中で検討できるようにする。企

業がブロック単位の規制の中で実施しながら，県としては状況報告を受けて，必要に応じ

て対応するというような形がよい。 

基本方針を修正しない場合でも，規制の範囲については今後の検討事項となる。 

そうしていかないと，沈下の規制，目標値設定，揚水量の規制だけでは沈下の抑制はでき

ない。地盤沈下は複雑になってきており，県の規制に対する考え方を少し変えていかない

といけない。そういう気がいつもしている。たまたまその断片を話している。 

基本方針がここまで具体的になってきていると，何か補足しておかないと今後に繋がって

いかない。今年度の報告書では，5 年間の検討をまとめて，地盤沈下を取り巻く事情がこ

んなに変わってきているということを書いておいた方がよい。 

事 務 局：今回の基本方針にも書いたように，企業側からも方途について提案いただくと記載した。

県案としてはこのように提示し，企業側からも，技術力もあることから提案していただき，

その中でよりよい妥協点を取りまとめて協定改定いたしたいと考えている。 

小島委員：協定にしても技術指針にしても，依然として仕様規程に近い。性能規程的なものにして

いかないといけない。世界的にも性能規程が主流になってきている。性能規程の方向にず

いぶんご検討されているが，その辺についても説明を加え，後に続く流れが見えるように

していただきたい。 

馬場委員：今の小嶋委員の意見に関係するが，やはり，ブロック単位から基地単位にする，つまり，

条件を厳しくするというのはいいと思う。基地単位の定義をはっきりして，企業側も了解

して進めていくと思う。基地単位の範囲の取り方がはっきりしていれば問題ないと思う。 

ブロック単位の場合，範囲が広く，仮に違う会社で入り混じっているなど，責任がはっき

りしない。そういう意味で，基地単位ということでそれぞれの管理責任をはっきりさせる

という方向ではいいと思う。 

確かに，関連技術の向上も必要だが，当面は排水量の規制，それから，どの基地でどれだ

け汲み，その結果どれだけ周辺で沈下しているかということをはっきりさせていくことで，
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企業側にも今まで以上に注意喚起させる。そういう点では，基地単位にする方向はいいと

思う。 

高山委員：地盤沈下をどう管理し続けるかという管理システムの構築が必要である。非常に難しい

課題だが，管理システムを作っていく中で，井戸群等の管理する単位で量的な目標を確保

した場合，ある時点でどこかで沈下するというひずみが生じてくるような気がする。そう

いうことに対応できるシステムの構築が必要だと思う。 

それから，基本方針がぽんと出てきていることについて。基本方針を策定するというのは，

プランニング，地域の地下資源の採掘に関わる環境保全の一環として考えるという視点か

ら，方針を出す以前のベーシックなコンセプトを作った上で，方針を出す必要があるので

ないか。そうでないと普通の人には分からない。専門的な用語がたくさん出てきて，その

結果として，ぽんぽんと方針が出てきている。方針を市民が見るということはあまり考え

ていないかもしれないが，最終的にはこの地域に住む人々に関わってくることなので，丁

寧に技術的なベース，それを元にした考察，結果と目標と方針というようなステップを踏

んだものにする必要がある。 

事 務 局：まず，県民の方に分かりやすくということについて，参考資料 1の中で，九十九里地域

の地盤沈下の状況を説明している。地盤沈下の防止協定をこういう背景でこういうような

形で協定でやっていると説明している。また，地盤沈下の経緯としては，協定の中で，昭

和の時代にはこれだけの沈下があったが，協定で地上排水限度量を少しずつ削減した結果，

そういうところが減ってきたという参考資料で，まず全体をご理解いただいく。 

九十九里地域の地盤沈下と協定の経緯をご理解いただいた後で，今回の協定の基本方針を

示し，県としてはこういう方針で今後 5年間の細目協定を結びたいと環境審議会でご説明

さし上げる。というように，順を追ってご説明さし上げたいと思っている。 

高山委員：意図するところと少し違う。 

説明するということは重要だが，計画論的なアプローチが少し不足しているのでないか。

計画論的なアプローチとは，現状がこうだからこういう方針というのは，門外漢にはまず

理解できない。論理的にかなり飛躍があることをお分かりいただきたい。 

現状データを読み取れる人というのはまずいない。現状についてこうだというコメントは

あるが，その現状の沈下をどうすれば抑えられるのか。それは，揚水量を単純に削減する

だけでは目標を達成できないかもしれない。なおかつ，非常に井戸の密度が高いようなと

ころで少しずつ削減しても，沈下のスピードが速いところでは止まらないかもしれない。 

そのようなどんな環境コントロールでも計画論的アプローチをきちんと前面に出して，現

段階の技術論の範囲の中でそれを構築して提示する。それをしないと，いきなり方針がで

きましたと出されても，一般の市民の方たちも行政の方たちも理解ができない。 

榧根議長：高山委員のご意見に補足をする。ご意見では，一般の方々がこの基本方針をみてなかな

か理解できないということである。環境審議会の皆さんは市民の代表であるから，環境審

議会でも同じ状況にあると思う。 

例えば，参考資料 1 で，地盤沈下は長期的な問題ということで，p.6 の現在の 5 年間から

過去にさかのぼるように掲載しているが，最初は p.11 から始めて，最初はこんなに沈下
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していたが，地盤沈下専門委員会で方針を出し，それを行政的に進めて，業者と協議をし

た結果，その次の 5 年間には p.10 のようになり,p.9 のようになったと時系列で説明した

方が分かりやすい。こういう経過を経て現在専門委員会がやっていることは明らかに沈下

を抑制する方向に従っており，効果は現れていると，そしてこの方針を続けていくと説明

する。多分，p.10，9，8，7 といくと，赤い-100mm の沈下範囲が突如としてが出ているが，

原因がまだ分からないということだ。 

このように，現在，過去の経緯をふまえた上で，現時点で取り得る方法としてどういうこ

とが必要だという説明をする。さらに，ガス井戸に関しては県が情報を持っていないため，

例えば，ガスかん水を汲み上げたとき水位をどれだけ下げているか分からない問題に対し

て，新たな方向として，そこの問題を埋めるために企業側からの新しい提案も入れていく

と，そういう風に変わったと説明していくのがいいと思う。 

高山委員：総合考察と，それから，分かりやすい論理的な説明の構築，それから計画論的なアプロ

ーチという，計画の方法論をしっかり示すということである。なんのためにやるか，それ

から，最終的に何を目標としているのか，そのためのコンセプト，それから，技術方針・

方策，具体的な実施計画ということである。基本方針では，そこまで意図されていないか

もしれないが，実はこれが大変大事なところである。私は千葉市の環境計画にも参加させ

ていただいているが，そういったデータのキャッチボールや結果や結論のフィードバック

がされず，みんなが知ることが出来ず，議論を同じ土俵に載せられ難い。せっかく県はす

ばらしい資料を収集しており，それをもっと各自治体にフィードバックするためにも，そ

れが分かりやすく薄い冊子のようなものに整理されていればそれなりのことが把握でき

る。今回の資料では，実際に一般の方たちが見ると，見ただけで頭がいっぱいになって何

もいえなくなってしまう状態になるかと思う。 

中下委員：私も，どちらかというと地盤沈下について素人で，今回の資料は本当に分かり難いなと

思う。それで，例えば，私たちから見ると，今回，年間沈下量を 2cm に抑えるということ

が削減のためのツールとして有効であると論述があるといい。 

また，標高 5m 未満の地域を強化するということが，なぜ強化しないといけないのかとい

うところとか。 

先ほど，小嶋先生からもお話があった，なぜブロック単位ではダメで基地単位に変えなけ

れば効果がないのか，責任の所在の問題なのか，そういう規制的な考え方からもう少し単

体規制みたいな格好の規制を強化する方が効果的だと考えておられるのか。その辺がちょ

っとよく分かり難い。これ，規制強化になるから，実際に沈下傾向が止まっていない訳だ

から，規制強化する必要があるということ自体は概ね分かる。 

しかし，少し細部にわたって，この方法をとることが，協定改定がより効果を果たす上で

非常に必要なことであるとご説明いただけるといいと思った。 

それから今，議長から，全然データがないというのにびっくりした。せっかく協定を結ぶ

ので，データの提供を求めることができるような文言があってもいい。とりわけ地域が目

標を達成できなかった場合，その地域について重点的に方策を考えることがある意味で可

能になるかもしれない。 
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事 務 局：協定の中で，ガス井戸の水位データを年に 1 回～2 回測定し，データを頂いている。し

かし，測定値は非常にばらつきがあり，今のところ，県で集計ができない事情がある。 

中下委員：ばらつきとは，データの測定はあまり精度がよくないということか。それともそういう

ものは結構，ばらつきがあるものなのか。 

榧根議長：汲み上げている井戸は，汲み上げをやめたときに水位が戻る。水位をどの時点で計って

いるかというのが分からないと使えない。ばらつきがあるのは当然である。 

それをデータとしてモデルに入れて，モデルを判断することが実際にはできない。むしろ

モデル自体が県にはないと思うが。企業ではモデルの開発をやっている。 

中下委員：それでこういう案の提示という形になっているのか。企業で考えないと難しいだろうと。 

高山委員：水位データの件で，観測している井戸は常時汲み上げているのか。 

事 務 局：場所によって，水中ポンプ方式とガスリフト方式がある。水位を測るときは一旦止めて，

水位が落ち着いてから測っている。年に何回かは止めているが，それ以外は常時稼動して

いる。 

中下委員：企業としてはどういう状況で目標を達成しているかどうかを把握しているのか。水位を

見ていても変動があってなかなか分からない。一年間を通じて観察してこれはちょっと排

出しすぎかもしれないと調節しているのか。 

事 務 局：直接企業に聴いたわけではないが，企業は地盤沈下の水準測量の結果と汲み上げ量を両

方見ながらある程度のコントロールをしていると推測する。 

榧根議長：汲み上げ量と沈下量については，結果論である。これだけ汲んだら，これだけ沈下する

と後でわかる。最初の頃はモデルを組んで予測という方向を探ったが，モデルに入ってい

るパラメーターが分からない。特にガス井戸は深く，ますます地層の構造，地層が持って

いるモデルに入れるパラメーターが分からない。その上，汲んでいる状況で水位が下がっ

て沈下する。ポテンシャルを下げて，ガス水を集めるわけで，そのポテンシャルの値がわ

からないから予測のしようがないのが現状だと思う。そういう，現状だから，行政として

は結果論にならざるを得ない。経験的に決めるしかない。水井戸の場合も千葉県でかなり

汲んでいるわけですが，それが適正であるかというのは過去何十年かの経験で決まってい

る。コンピュータが出た頃には予測をやったことがあるが，結局はパラメーターが入らな

いので，モデルを組み立てたとしても予測できない。そのため，曖昧な形の協議になって

いるかと思う。 

地層の構造も掘削があってはじめて分かることで，結局，掘削して構造が分かってくると

いうようなこともある。それが地下の問題の難しさだと思う。 

高山委員：地下の深層のガスを抜くことによるガス層の変化もあるが，その上側の地層，砂層や砂

礫層や粘土層がレイヤーになっていると思うが，そういうところの変化について余り書か

れていない。研究はあまりないのか。 

榧根議長：それは，一つ資料が参考資料 2に出ている。これだと浅層のほうは，ポテンシャルが下

がってない。このデータから，沈下の原因がガス層であることが分かっている。 
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高山委員：そういうことも書いていないと一般の人は全然分からない。なぜ 1000m くらいの井戸を

掘って，地表が沈下するのか。単純には考えられるが，地表面まで影響を及ぼすかという

のがもう少し，分かりやすい説明があるととても親切である。 

それから，もう一点，目標の考え方というのは，もう少しきちんと記載した方がよい。現

時点では言葉足らずで，目標設定の考え方，目標をどう設定したかというのをちゃんと記

載した方がよい。それも，この部分は考え方なので，もう少し，しっかりつめたものを作

って集約する必要があると思う。この資料では，結論だけをぽんと出しているので，考え

方とするにはちょっと寂しいのでないかという気がする。そうしたゆえに，今回こういう

ふうな目標を設定しましたとして，目標設定に関しても，次の目標を達成するため，目標

は以下のように定めたという風に記載した方がよい。 

目標設定の「方途」という用語が大変専門的なイメージを持つ。「方策」というのが適切

ではないか。基本方針案のところは簡潔になっているが，あまりにもシンプル過ぎるので，

もう少し書き込んで，そこから削り取っていく方がいいと思う。私もすぐには思いつかな

いが。もう少し，しっかり，これだけリサーチした結果としては，ちょっと寂しいなとい

う感じがする。 

事 務 局：本来ご検討いただくのは資料 2である。資料 1の方で現行の細目協定の達成状況はどう

なのかということと，参考 1，参考 2に資料 2を作った考え方が入っている。先ほど榧根

先生が言ってくれた各協定 5年ごとに細目協定を締結していて，それがどういう風に変わ

ってきたということが参考 1のほうに入っている。資料自体は作っているが分かり易い資

料の組み合わせになっていないということはご指摘いただいたとおりである。そういうこ

とで，何で「細目協定に係る基本方針」を定めたのか，あるいは目標を設定したのかとい

うのが資料の中にばらばらに入っており，もう少し分かり易く組み合わせを変えていきた

いと考えている。それでよろしいか。 

説明のしかたも，先生方のご指摘いただいたとおり，一般の人が聞いて，なぜこの基本方

針案になったのかというのが分かりやすく説明できるような資料と説明の仕方を勉強さ

せていただき，当日は一般の方でも分かるようにしたい。 

高山委員：親切という意味では，資料 2の p.3 の 3 行目「現協定の目標を完全には達成していない

ということから・・・・約 5800kl/日削減した値を・・・」で例えば，「約 5800kl/日削減

した値，すなわち 14.5 万 kl/日を・・・」と数値をピシッと入れていく必要がある。 

それともう一つ，今後の地盤沈下を低減していくための具体的方策は未だここに書かれて

いないと思う。モニタリングや抜き打ち検査などを実施し，規定がどのように遵守される

かというのが大事なことだと思う。ここに書く必要はないのかもしれないが，今後の計画

の中には盛り込む必要があると思う。そのあたりはどうなのか。例えば，今後開発される

井戸，資料 3ページ目，年間計画書による指導，その辺と関わってくるのではないかと思

う。いかがか。 

事 務 局：資料 2は細目協定を結ぶことに対する基本方針ということで作成している。モニタリン

グは測量という形で毎年やっている。それは大前提の上で，今回の 5年間の細目協定を結
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ぶに当たってどうするかということで取りまとめている。調査は，九十九里の市町村と一

緒に年 1回立ち入り調査を行っている。そういったことを前提に取りまとめている。 

取り扱いに対する基本方針は，あくまでもモニタリング，調査をやった大前提の上で，新

しい協定の目標としては，3 つの柱を設けて企業側と折衝したい。その場合，どのくらい

の削減量かというと 3.8％の削減率を県案として折衝したい。それを環境審議会の方でご

了解いただきたいという流れかと思う。 

馬場委員：結局，この資料 1と資料 2は従来から，会社との間で取り交わされた協定を続けていく

ということで，担当者同士で今までの経緯もあるので，それで理解し合える内容として，

かなり省略したものとなっている。資料が妥協点を出すことに目的があるためである。こ

ういう協定を交わすことについては支障ないが，環境審議会で説明するには，背景の説明

でかなり補足しないと分かり難いのでないかということと。説明の仕方や資料の作り方を

もう少し，バックグラウンドがわかりやすいように修正して，説明されればよい。方針そ

のものは現在の技術から考えると妥当である。あとは経緯やバックグラウンドを一般の人

でも分かりやすいように資料を作り直すとそういうことだと思う。 

榧根議長：本日の議題である基本方針案については，いろいろな意見があった。これらを参考にし

て委員会の意見を取りまとめていく。 

議事の内容をまとめると，①引き続き協定による地盤沈下の低減を図る必要がある，②協

定の取り扱いに係る基本方針は妥当である，③天然ガス採取企業から目標を達成するため

のデータの提示を求めていく必要がある，④一般の市民にも分かるような説明の仕方が必

要であるというようなご指摘があった。③については企業側から具体的なデータの提示を

求めていくというような努力や方向性を示した方がいいのではということだった。 

専門委員会としては，環境審議会に意見を出さなくてはならないため，それらをまとめた

案というのをご覧いただき，修正やご意見をいただきたい。 

事 務 局：地盤沈下の防止に関する細目協定の取扱いに係る基本方針（案）に関する意見の読み上

げ 

高山委員：一つ，市民の方から素朴な質問が出ることが推測されるのが，「目標を完全には達成し

ていないことから，引き続き，協定による地盤沈下の防止を図る必要がある」についてで

ある。これは当然のことであるが，もし目標を達成した場合は，地盤沈下防止を図る必要

が無くなるのかという質問が出るかと考える。 

榧根議長：目標を達成すれば，協定は必要ないと思う。 

高山委員：それでは，半永久的にそれがコントロールできるということなのか。 

事 務 局：過去には非常に沈下していたが，今は，年間 2cm 以上，5年 5cm 以上という目標を定め

てそれをクリアするように頑張っている。 

目標を達成した場合も沈下はよくない。一方で，資源としての利用もあるということで，

地域社会がどう容認するかという問題になってくる。沈下は 2cm 以下に抑えることは守ら

ないといけない。しかし，2cm より小さい沈下になると地域社会がどこまで受け入れられ

るか。 
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目標を達成した後は，私の個人的な意見だが，地域の皆さんで討議して考えていかなけれ

ばならないことだと思う。 

高山委員：気になる点は，今まで 2cm 以下を達成することになっていたんけれども，あるとき突然，

急速に沈下が始まるという可能性はないのか。 

榧根議長：原因がなければ結果も無いと考えられる。しかし，地震などの揚水以外の原因による沈

下もある。 

高山委員：揚水と地盤がほぼパラレルであるという前提の下でやっているが。 

榧根議長：例えば，水井戸の場合は千葉県で何十万トンと汲み上げているが，深刻な沈下の被害は

生じていない。水自体は循環しているため，現状維持でずっと汲んでも問題ないと考えて

いる。 

ところが，ガス水は循環していないので，その辺が難しい。ガス水も流体であるから何か

と置き換わらないといけない。そこのメカニズムはよく分かっていない。 

長期的には浅い地下水が汲んだガス水のところに入り込むのか，その過程で地層がどう変

形するのか，そういうところがはっきり言って分かっていない。ガス会社も同じく。 

高山委員：そうすると，国民としてはやっぱり油断はできないのか。一旦，沈下が収まったけれど

も，それでモニタリングや調査やコントロールをストップしてしまっていいのかという不

安が残る。 

榧根議長：ガス水の場合は循環水ではないから，採っている限りは監視しないといけないという考

え方は当然ある。 

高山委員：例えば，この文言に関して，もう少し工夫して，継続性みたいなところを何かうたって

おくべきでないか。表現をもう少し工夫して，「目標を完全に達成していないが･･」ここ

だけでいいのかなという気がする。やはり，国土の保全という視点でものを考えたときの

考え方をある程度盛り込んでおく。今すぐに思いつかないが。こういう分野は地域計画で

取り組まなければならないジャンルの問題だと思うので。もう少し踏み込んだ表現ができ

たらよい。やはりある意味，哲学的なアプローチみたいなのがあると，例えば県なり，国

なりの環境保全策がそこに滲み出してくる気がする。 

榧根議長：具体的には，文言をどんなふうに直したらよろしいか。 

高山委員：やはり環境保全，県の地盤沈下の状況というのはもちろんあるんですけど，日本の国土

の保全という視点があって地盤沈下を抑制する。それと，資源の保全というのがある。そ

ういう視点の中で，ガスの汲み上げによる地盤沈下抑制をどのように考え，どのような方

針で，どのような目標を立ててやってきて，ここ数 10 年の取り組みで，ここ数年は非常

に安定してきたという話を入れてはどうか。しかしながら，私どもの現在の知見では年間

2cm 以下という比較的安心のレベルの域に入っていることを勘案して，一応の成果が見ら

れると。しかしながら，目標は完全に達成されていない。引き続き，地盤沈下の防止を図

るということは述べていいと思う。 

それで終わりということではなくて，2cm 以下が安心というのは検証されているわけでは

ない。あくまでも，ここ数年の動向から 2cm という設定を出したまでのことである。100％

安心していいかどうかということまでは確証としていえないかもしれない。今までの議論
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の中で。そういうことも考えると，県土・国土の保全という視点から，今後も，引き続き，

地盤沈下の監視とコントロール方策は環境マネジメントのシステムとして構築していく

必要があるということがどこかで述べる必要がある。それは千葉県に限らず全国，世界各

地でも共通することだと思う。そうすると，ここで終わったと言われずに済む。千葉県が

やってきた大変な努力がそれなりの評価をされるという気がする。 

榧根議長：今のご意見は結局 2cm 以下でも沈下はしている。それが 800 年継続していったら大変な

ことになると，それに対するご懸念だと思う。それについて県はここで一言書いておいた

方がいいんじゃないかというそういうご意見でよいか。私も分かるので，細かい文言につ

いては私にご一任いただけないか。高山先生にも見ていただくが，それでよいか。私の方

で手を加えさせていただく。 

その他の議題に事務局から何かあるか。 

事 務 局：その他（資料 3説明） 

榧根議長：事務局に進行をお返しする。 

挨  拶：水質保全課課長 
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