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1. 事業計画 発電用燃
料のバイ
オマスに
ついて

バイオマスの混焼比
率の年平均約４５％
は、着火時からなど
運転中継続的なもの
か。また、バイオマ
スの供給が安定的に
確保できるか。

バイオマスの混焼比率の年平
均約４５％は、諸条件下での
運転における混焼割合を年で
ならしたもの。また、バイオ
マスの供給は安定的に確保で
きると考えている。

山口県産のバイオマ
スの調達量の予定は
どのくらいか。調達
に関して、県や市と
の連携はどうか。

バイオマスの年間使用量約２
８万ｔのうち、約４万ｔを県
内産を中心に、残りの２４万
ｔは海外からのＰＫＳ（椰子
殻）の使用を予定している。
調達に関し、山口県森林組合
連合会とバイオマスの供給に
つき基本合意を結んでいる。

国内産バイオマスの
中で、竹材の使用は
どのくらいか。

竹材はボイラーの構造上１万
ｔまでなら受入可能と考えて
いる。県産バイオマスの内訳
について、県森連殿と調整を
継続していきたい。

バイオマスの混焼比
率は最大どのくらい
か。

熱量比で最大５０％にて計画
している。

バイオマス燃料と石
炭の使用割合は、発
熱量ベースでは、ど
の程度の割合になる
でしょうか。

バイオマス燃料と石炭との使用割合は、発熱
量ベースで最大５０％対５０％、年間平均で
４５％対５５％にて計画しています。

成長が速くて再生可
能エネルギー資源に
ふわわしい竹材を活
用することが望まし
い。

県内産の竹の供給が
難しければ、県外の
竹を使用する等、他
県の使用を増やせな
いか？

循環流動層燃焼炉の特
性を生かして、バイオ
マス燃料として余剰活
性汚泥や建築廃材など
を含めて多様化し、バ
イオマス廃棄物の処理
に寄与することが望ま
しい。

防府市のクリーンセン
ターへ搬入される木質
系廃材や剪定木など焼
却しているものを燃料
として使用できない
か。

品質が不安定な燃料の使用は、ボイラ等への影
響が懸念されるなど、容易に実施することは出
来ません。
しかし、燃料の多様性に優れた循環流動層ボイ
ラの特長を踏まえ、将来、他の木質系バイオマ
スの利用についても条件が合えば幅広く検討し
てまいりたいと考えます。

大項目 中項目
５月１２日環境審議会での質問、意見 ５月１２日環境審議会以降の質問、意見

山口県内には多くの竹林が存在し賦存量はあ
ると考えられ、当社としては低廉且つ安定的
に受入ることができれば、竹材も積極的に利
用していく考えです。
なお、現計画以上の竹材を混焼すると、ボイ
ラを傷める恐れがあることから、現計画量が
受入可能な最大値と考えております。

防府バイオマス・石炭混焼発電所建設計画に係る環境影響評価準備書に対する質問、意見一覧 
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質問 事業者回答 意見 事業者見解 質問 事業者回答 意見 事業者見解
大項目 中項目

５月１２日環境審議会での質問、意見 ５月１２日環境審議会以降の質問、意見

1. 事業計画 発電用燃
料のバイ
オマスに
ついて

山林バイオマスを継続
的に確保するために植
林事業の促進・支援に
配慮することが望まし
い。

本事業では、森林資源の良好な維持のために行
う間引き作業で発生した間伐材等を燃料として
使用します。
これまで利用されることのなかった間伐材等が
燃料として価値を持つ（バイオマス燃料として
有価で取引する）ことが定着していけば、林業
経営にも寄与し、ひいては植林も含め、森林整
備の推進にも寄与できるものと考えておりま
す。

バイオマ
スの受入
方法につ
いて

粉じん、臭気対策と
して供用開始後、埠
頭に設置される受入
ホッパからベルトコ
ンベアにてバイオマ
ス受入とあるが、ア
ンローダーはどのよ
うに準備するので
しょうか。

アンローダーは新たに新調する内航船に搭載
される計画（セルフアンローダ船）であり、
荷台がハッチカバーにより密閉された専用の
船舶となります。
荷揚げ時においても、粉じん飛散等を防止す
るため、直接外気への開放部分が生じない構
造とする計画です。

2. 大気環境 ばい煙処
理につい
て

ばい煙処理のバグ
フィルタで除去でき
る最小粒子径はどの
辺を想定しているの
か。

除去効率は９９％程度であ
る。粒子径については、確認
したい。

排出されるばいじん中
の浮遊粒子状物質
(SPM:粒子径が10μm以
下)と微小粒状物質
(PM2.5:2.5μm以下)の
含有率をバグフィル
ターの性能(除去率、
除去可能な最小粒子径
など)に基づいて予測
し、SPMとPM2.5排出の
排出低減効果を評価す
る必要がある。

採用するバグフィルタのメッシュ径は5μm程度
ですが、一般的にバグフィルターは、初期段階
ではろ布表面の繊維等に飛灰の粒子が衝突して
捕集され、ろ布表面に粉じん層が形成される
と、その層によって小径の粒子も捕捉されるこ
とから、粒子径によらず高い捕集効果を発揮
し、捕集できる粒子は0.1μmまでと言われてお
ります。
本設備の集じん効率は99.83％となります。

微小粒子状物質（PM2.5）については、PM2.5に
係る環境基準が設定されていますが、予測手法
等については、シミュレーションモデルの精緻
化、二次生成粒子の生成機構の解明、越境汚染
の解明等の科学的知見の充実等に取り組む必要
があると課題が挙げられており、現時点で精度
の高い予測手法が未確定な状況にあることか
ら、環境影響評価項目への追加は行っておりま
せん。
なお、環境影響評価の項目並びに調査、予測及
び評価の手法については、「山口県環境影響評
価技術指針」等に基づき、本事業の事業特性及
び地域特性を踏まえて選定しており、発電所の
稼働に伴いばいじんを排出することから、浮遊
粒子状物質（SPM）を評価項目として選定してお
ります。

上記の点から、バグ
フィルターの性能仕様
の選定と稼働中の性能
維持管理に注意を払う
べきである。

設備供用時には、ろ布の目詰まりや破損防止の
ため、定期的な保守点検を実施し、性能維持に
努めてまいります。
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2. 大気環境 排出濃度
等の数値

硫黄酸化物排出濃度基
準175PPm以下をもう少
し削減できませんか。
少し高すぎるように思
います。

硫黄酸化物の排出濃度は、排出量と排出ガス量
から算出したものであり、この数値は現状の設
備構成における設備側の保証値です。
設備の設計にあたっては、バイオマスや石炭の
計画燃料の性状（Ｓ分、揮発分等）を踏まえ、
脱硫性能及び脱硝性能が最大能力となるよう詳
細設計を行いました。
また、大型の燃焼試験設備を用いて計画燃料に
て試験を行い、詳細設計によるばい煙数値が適
正であることを確認しています。
なお、硫黄酸化物の更なる低減のため石灰石投
入量の増加も考えられますが、適正量以上を投
入した場合、未反応分が後流側へリークする
（漏れる）ことによる燃焼灰への影響が懸念さ
れることから困難と考えています。

大気汚染
物質の濃
度につい
て

工場での排気だけでは
なく、これから発生す
るであろう車の排気も
予測されているのか。
評価なされているの
か。

発電所の燃料の燃焼により発生する排気だけで
なく、発電所に関係する車の排気についても予
測評価を行いました。
今回の予測では、安全側の予測となるよう、現
状の大気質の状況が他の要因で改善されないも
のとして予測評価を行っております。
具体的には、将来の交通量（現状の交通量を維
持）に対する発電所関係車両の寄与率を車両台
数の割合で求め定性予測を行っています。結
果、工事期間中では0.3～1.1％、運転開始後で
は0.1～0.8％程度であり、その影響は少ないも
のと評価しています。

3. 水環境 排水処理
の方法に
ついて

仮設沈殿槽と仮設沈砂
池の仕様と配置を明記
する必要がある。

建設工事における仮設沈殿槽や仮設沈砂池の配
置については、今後詳細検討の過程で決定する
など現時点で不確定な部分もあり、アセス図書
へは記載はしておりません。

純水製造
装置につ
いて

ボイラに供給する純水
の製造装置の仕様と配
置を明記する必要があ
る。

準備書は計画の概略として主要な設備について
示していますが、純水装置についてはその規模
の関係から記載しておりません。
なお、設備はイオン交換装置を用いたもので、
工業用水をろ過（砂ろ過）した後、イオン交換
樹脂で陽イオン及び、陰イオンを除去して純水
を製造します（最大通水量：30t/h）。また、イ
オン交換樹脂の再生に水酸化ナトリウム(NaOH)
と塩酸(HCl)を使用します。

4. 騒音・振動 地域住民
への配慮
について

資材や機械等
の運搬に用い
る大型車両の
運行ルートや
通行時間帯は
決まっている
のか。カネボ
ウ跡地前の道
は通学路で狭
い道なので配
慮して欲し
い。

「準備書」に記載以外の運行ルー
トは想定していない。工事関係者
には、工程会議で環境保全措置を
守られているかどうかを確認する
とともに、周知徹底をしたい。ま
た、時間帯については明記しにく
いが、朝・夕のラッシュ時を避け
るなど、できるだけ交通量の少な
い時間帯となるよう、しっかり計
画していきたい。
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4. 騒音・振動 地域住民
への配慮
について

カネボウ跡地
前の道の工事
車両の通行に
ついて、安全
面から警察へ
事前相談をす
るなど、配慮
をしておいた
方がいいので
はないか。

十分注意する。

低周波音
について

デシベル単位の騒音
レベルに関しては、
基準値クリアに係る
記載がなされていま
すが、事後に懸念さ
れる固定発生源から
発生する可能性のあ
る低周波音について
の記載は無いようで
すが、これに関して
は、苦情が発生した
際には、環境省の参
照値に基づく事後対
応を行うのでしょう
か。

山口県環境影響評価技術指針において、低周
波音は火力発電所の項目の例にないなど、環
境影響評価項目に加えておりませんが、発電
所の供用開始後、低周波音についてお問い合
わせ頂いた場合は、環境省が提示している手
引書などを参考に対応を検討してまいりま
す。

【参考】
低周波の影響について参考に試算した結果に
よると、発電所に最も近い近傍民家におい
て、建具のがたつきが始まるとされている低
周波音レベル、圧迫感・振動感を感じる低周
波音レベルと比較しても下回る結果となりま
した。

騒音防止
対策につ
いて

敷地北側の近隣民家
（予測地点NO.4）の夜
間騒音が工事中と供用
中ともに環境基準
（50dB以下）に適合し
ない恐れがあるため、
一層の騒音防止対策が
必要である。

発電所から近隣民家までの距離が比較的近いこ
とに配慮し、発生源となる機器は可能な限り敷
地境界から離れた場所への配置、建屋内への設
置などを行い影響の低減を図っております。加
えて効果的な騒音低減対策の検討を重ね、最大
限の対策（防音壁設置など）を講じることで、
環境基準値以下まで騒音を抑制することとしま
した。
また、工事中については、夜間、著しい騒音を
伴う作業は計画しておりません。
なお、環境監視計画に基づき「工事中」およ
び、「供用後」に敷地境界にて騒音測定を行う
ことで、状況の監視を行ってまいります。

調査地点
について

現在出されている調査
は四季を通じての測定
ではないため、不足で
ある。

騒音調査は、カエルやセミなどの鳴き声による
暗騒音により調査を実施しても適切に評価でき
ない時期があり、一般的にこのような時期は外
し実施しております。
今回の調査は、影響を及ぼす暗騒音の回避とと
もに平均的な状況を確認できる時期として、こ
れまでの調査経験などのほか、国のマニュアル
も参考にして秋季に実施しました。

車の多い時間帯も場所
も、工場付近の計測が
できていない。車の
量、時間帯で計測がで
きていない。車の量、
時間帯で建設される入
口から北にのびる道
(警固町・緑町方面)も
計測するべき。

調査の時間帯は、日内の変動や状況が把握でき
るよう、24時間を対象に実施しております。
また、調査は、関連車両が走行するルート、影
響が大きくなると考えられる場所を選定・実施
しており、警固町・緑町方面は、本事業に伴う
車両の主な運行経路としていないことから計画
しておりません。
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5. 動植物・生
態系

保全措置
について

「動物・植
物」への保全
対象の効力が
発揮されてい
るのかの事後
調査が必要で
はないか。

環境影響評価の事後調査は不確実
性が大きいものが対象と考えてい
る。注目しているシルビアシジミ
に関し「ミヤコグサ」の移植等は
モニタリングをしていくというレ
ベルではないので記載までは考え
ていないが、状況は確認したいと
考えている。

動植物の重要な種につ
いて稼働後の適当な時
期に保全措置の効果を
確認、報告することを
明記するべきである。

シルビアシジミの食草である「ミヤコグサ」の
移植に伴うその後の活着状況等については、環
境監視計画に含めるまでは想定しておりません
が、念のため状況確認等は行って参りたいと考
えております。

6. 景観・人と
自然との触
れ合いの活
動の場

道路交通
振動調査
位置につ
いて

事業用車両の通行が
多く「人と自然と触
れ合いの場」と考え
られる「潮彩市場」
への経路の産業道路
沿いを調査地点とし
て検討して欲しい。

「潮彩市場」は商業用施設と
考えていたので、調査に関連
する場所としていない。取扱
いについては相談したい。

防府市では「潮彩市
場」の付近を商業目的
としてのスポット化も
図っているが、もう一
つ触れ合いの場として
の整備も共に検討して
いる。県道５８号線、
三田尻大橋以東の交通
量調査が必要と考え
る。

「みなとオアシス三田尻」の登録に伴い、「人
と自然との触れ合いの活動の場」として予測評
価を行うことは、施設整備が整う将来を現況と
して影響予測を行うこととなり、現況把握など
が技術的に困難と考えます。
また、現在の潮彩市場を対象とした予測評価を
行う場合は、当該施設が商業施設と解されるこ
とから、現時点において当該施設を「人と自然
との触れ合いの活動の場」として位置付けるこ
とは適切とは言い難いと考えます。
なお、三田尻大橋以東の交通量については、国
土交通省道路局において「道路交通センサス一
般交通量調査」にて調査がなされており、その
結果によると、昼間12時間（7時～19時）の交通
量は6,524台となっております。

車両の通
行につい
て

定期点検の頻度と期
間はどれくらいで
しょうか。

定期点検として、毎年1回、30日間程度を予
定しております。

定期点検時の工事関
係車両の運行状況は
通常時と比べてどの
ように違うのでしょ
うか。

定期点検時は、発電所所員以外にも点検作業
者が入構することから通勤車両が増える反
面、発電所の停止に伴い基本的に燃料運搬車
両と燃焼灰搬出用の廃棄物等搬出車両が運行
しないことから、大型車の運行台数が減少し
ます。
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7. 廃棄物等 産業廃棄
物の有効
活用

ばいじんの有効利用
はこれ以上難しいの
か。

できるだけ有効利用ができる
よう検討しており、セメント
の原材料として１万ｔ、残り
についても代替で有効利用が
できるか検討している。少し
でも有効利用ができるよう進
めていきたい。

ばいじんや脱水汚泥の
セメント原料としての
有効利用率をもう少し
高めることができない
か。セメント工場は防
府市にはなく、周南地
区や宇部地区のセメン
ト工場に依頼すること
になるので地域的に不
利があるのではない
か。

一般的な火力発電所の石炭灰と異なり、バイオ
マス混焼割合が大きいため焼却灰中のアルカリ
成分が高く引き取りに量的制約が生じること
や、国内のセメント需要に左右されるといった
課題はありますが、引き続き更なる有効利用量
の拡大に向け関係先と協議を進めてまいりま
す。
なお、現在、セメント原料以外にも有効利用
（土地造成材等）についての調整を進めてお
り、「山口県循環型社会形成推進基本計画」の
目標に沿えるよう可能な限り有効利用率の更な
る向上に向けて努力しています。

稼働後の産業廃棄物に
ついて一層の再資源化
率の向上に努め、最終
処分埋立量を極力低減
する必要がある。

可能な限り有効利用の向上に努め、処分量の低
減を図ってまいります。

産業廃棄
物の処理
について

産業廃棄物として処
理されるのであれば
業者へ委託されると
思われますが、その
後、適正に処理され
たことを確認される
のでしょうか？

産業廃棄物の処理には産業廃棄物管理票（マ
ニフェスト制度）というものが法律で義務付
けられ、排出者には、収集運搬業者、処理業
者の処理状況を記載したマニフェストと呼ば
れる伝票が返送される仕組みとなっており、
適正に処理されたかどうかを確認することが
できます。

産業廃棄物が出るの
は工場の立ち上げま
でなのか。以降も出
るのであれば、きち
んと発生量を量り少
しでも減らすことを
どのように考えてお
られるのですか？

産業廃棄物は、工事中のほか発電所の稼働に
伴って発生するものがあり、これらについて
発生量、有効利用量、処分量を予測し、処理
の方法等について準備書に明記しておりま
す。
廃棄物には、再利用できるものや、中間処理
を行うことで資源として利用できるものがあ
り、本事業においても、可能な限り資源とし
て有効利用を図りたいと考えております。

廃棄物等
の処理に
ついて

建設発生土の盛土と
いうのは、どういう
意味合いか。

全体の基礎のレベルを合わせ
る目的で盛土として利用す
る。
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質問 事業者回答 意見 事業者見解 質問 事業者回答 意見 事業者見解
大項目 中項目

５月１２日環境審議会での質問、意見 ５月１２日環境審議会以降の質問、意見

8. 温室効果ガ
ス等

二酸化炭
素の排出
について

石灰石粒子による脱
硫反応に伴い生成す
るCO2量は、燃焼に伴
い生成するCO2量に比
べてどれくらいか。

ボイラより発生するCO2のうち、石灰石

（CaCO3）由来のカ焼反応（CaCO3→CaO＋

CO2）によるCO2は、１％程度と見込まれま

す。
（石灰石は投入された全量がカ焼反応したも
のとしてCO2発生量を算出。なお燃料S分が高

いほど石灰石投入量は多くなる）

二酸化炭
素以外の
排出につ
いて

温室効果ガス等
（P.651～）にはCO2
に対する排出量のみ
記載がありますが、
P.155の表3.2-53及
びP.156の表3.2-54
に示されたCO2以外の
物質については、ど
のようなレベルか。
（CH4、N2O等）

本事業の設備において発生するCH4やN2Oの濃

度は、数十ppmと想定しており、ごみ焼却施
設の排ガスに含まれる濃度と同程度と考えて
おります。

カーボン
ニュート
ラルの記
載につい
て

準備書記載の中に
「カーボンニュート
ラルであるバイオマ
スを高い混焼比率
で・・」とあるが、
この表記では、バイ
オマス自体がカーボ
ンニュートラルであ
る事を断定してる様
だが、植物由来の燃
料を利用したとして
も、製造・輸送の過
程で少しでも化石燃
料を使えば排出量が
上回り、ニュートラ
ルにならない事を補
足すべきでは。

カーボンニュートラルとは、「バイオマスに
含まれる炭素分は、その成長過程で大気中の
二酸化炭素を固定したものであり、バイオマ
スを再生産する限りにおいては、バイオマス
を燃焼しても大気中のCO2は増加しない」と

の考えであり、バイオマス燃料の燃焼を想定
したものです。
環境影響評価における温室効果ガスの予測手
法については、発電用燃料の燃焼に伴って発
生する二酸化炭素の排出量を求めることと
なっています。
ご指摘のＬＣＡ（ライフサイクルアセスメン
ト）については、予測・評価の手法が確立さ
れていないことに加え、燃料供給元等が特定
できない現時点での対応は困難と考えていま
す。
なお、バイオマスは、発熱量が石炭の6割程
度であるため、輸送に係るCO2は石炭と比べ

るといくらか増えると考えられますが、石炭
は採掘時や破砕時にエネルギーを使うととも
に燃焼においてCO2を発生するのに対し、バ

イオマスはこれらによるCO2の発生はないこ

とから、削減効果は十分あるものと考えてい
ます。

廃熱の利
用につい
て

冷却塔から大気へ放出
される廃熱を回収し有
効利用して燃料効率の
向上に極力努めること
が望ましい。

復水器冷却水の熱エネルギーの大半は、冷却塔
における気化の過程で消費（潜熱）されていま
す。
この復水器冷却水の熱エネルギーは、温度・量
などの課題があり、現状においては有効活用は
困難と考えております。
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質問 事業者回答 意見 事業者見解 質問 事業者回答 意見 事業者見解
大項目 中項目

５月１２日環境審議会での質問、意見 ５月１２日環境審議会以降の質問、意見

9. その他 環境影響
評価の予
測数値に
ついて

環境影響への予測数
値について、他の発
電所の数値等があれ
ば比較し、判断がし
やすいがどうか。

他の事例で参考になるものが
あれば、段取りをして説明し
たい。

他の事例 数値予測の数値につ
いて、他の発電所と
の比較はないか？

環境影響評価における予測値の評価は、環境
基準や規制基準などと比較することにより環
境への影響を評価することを基本としてお
り、準備書もその考えに基づき記載しており
ます。
他の発電所との比較については、それぞれ設
備や地域環境が異なるなど様々な要素を含
み、影響把握の方法として必ずしも適当な方
法とは言い難いことから通常実施することは
ありません。なお、仮に比較を行うとした場
合においても参考扱いとなります。

各種の環境影響数値
について、他委員か
ら値の妥当性を理解
するため他の同クラ
スの発電所との比較
をして欲しいと御意
見がありましたが、
環境基準・指針をク
リアしていれば必要
がないのでは。条件
と違う発電所を比較
しても逆に混乱を招
くのではないか。

安全性へ
の配慮に
ついて

事故・災害等で設備
に被害があった場合
の環境影響の予測
は？

環境影響の調査は事故を想定
したものではないが、異常時
に速やかに機器類が自動的に
停止するような構造の設定に
なっており、電事法等でも十
分審査されるものと考えてい
る。

燃料の受入、供給設
備の防火対策はどの
ようか。

石炭を貯蔵するバンカなどには、消火設備を
設置する計画です。

設備への保安防災対策
や運転異状時の対策な
どの安全性の配慮につ
いても触れるべきであ
る。

供用中の環境影響評価は、通常運転時における
予測評価を行うこととなっています。
発電設備は、大規模な地震等の発生時、自動的
に安全に停止する仕組みとなっています。
また設備の安全性等に関しては、電気事業法等
に基づき適正に対応いたします。

事業所の
敷地境界
について

騒音、振動、悪臭、緑
地などの環境規制の対
象となる、稼働後の事
業所敷地の境界を明示
する必要がある。

本事業はエア・ウォーター㈱防府工場敷地内の
一部を利用し実施することから、本事業におけ
る敷地境界はエア・ウォーター㈱防府工場の敷
地境界と考えています。
なお、借地契約が未完であることから、事業所
敷地境界は記載しておりません。
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質問 事業者回答 意見 事業者見解 質問 事業者回答 意見 事業者見解
大項目 中項目

５月１２日環境審議会での質問、意見 ５月１２日環境審議会以降の質問、意見

9. その他 耐用年数
について

発電所施設の耐用年
数はどのくらいか。

一概には言えませんが、電力会社では40年以
上運転を継続している火力発電所もありま
す。

石炭の供
給につい
て

バイオマスも石炭も
永遠に続くわけでは
ありませんが、特に
石炭量が少なくなる
時はどのような対応
をされるのですか。

バイオマスについては、本計画の必要量につ
いては確保できる見通しがついております。
また、石炭の資源については地域的な偏在性
が少なく、全世界に広く賦存し、埋蔵量も多
く可採年数は100年を超えるといわれてお
り、石炭が枯渇するなど調達に支障が生じる
ようなことはないと考えております。

施設の完
成後につ
いて

市民への対応として
施設見学は可能で
しょうか。

ご要望があれば可能な限り応じてまいりたい
と考えます。

発電所ができること
によって、勝間地区
の人達と、どのくら
い工場の方々との触
れ合いがあるので
しょうか。

地域の方々とのコミュニケーション（地域行
事への参加等）を大切にし、地域に根ざした
発電所となるよう努めてまいります。
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