
第 ５ 章 

配慮書についての関係地方公共団体の長の意見 

及び一般の意見の概要，並びに，事業者の見解 



このページに記載した内容は，環境影響評価方法書（平成 28年 9月）のものである。（頁番号等は，修正済み。）

第５章 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要，並びに，事業者の見解 

本章は，平成 28 年 9 月に経済産業大臣に届け出た「西条発電所 1号機リプレース計画 環境

影響評価方法書」（平成 28 年 四国電力株式会社）（以下「方法書」という。）の第７章の記

載内容を基本的に転記したものである。 

5.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見 

「発電所アセス省令」第 14 条の規定に基づく，配慮書についての愛媛県知事の意見（平成

28 年 5 月 27日）及び愛媛県知事の意見照会により配慮書について述べられた西条市長の意見（平成

28年 4月 22日）は，以下のとおりである。 
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5.2 愛媛県知事の意見についての事業者の見解 

配慮書に対する愛媛県知事の意見についての事業者の見解は，第 5.2-1 表のとおりである。 

第 5.2-1 表(1) 愛媛県知事意見についての事業者の見解 

愛媛県知事意見の内容 事業者の見解 

第１ 総括事項 

１ 本事業は，発電出力を既存設備の3倍以上に増加さ

せる石炭火力発電設備の更新に係るものであるが，

事業の必要性，燃料種や発電技術の選定の検討など，

事業計画の立案に至った経緯を明らかにされたい。

 当社の火力発電設備の多くは，運転開始から40年を超え

る高経年火力発電設備であります。 

 高経年火力発電設備は，最新鋭の発電設備と比べて熱効

率が低く，経年によるトラブルも増加することに加え，劣

化した設備の大規模な改修工事が必要となることから，最

新鋭の高効率な発電設備に更新し，長期にわたる供給力確

保と電力供給の効率化を図る必要があります。 

 電源開発にあたっては，安全確保（Safety）を大前提と

した，エネルギー安定供給（Energy security），経済性

（Economy），環境保全（Environmental conservation）の

同時達成を目指す「S＋3E」の観点から，原子力，火力，

再生可能エネルギーなどの多様な電源をバランスよく組

み合わせた電源構成の確立に取り組むことが重要であり，

火力電源においては，長期的な観点から，石炭・LNG・石

油といった燃種バランス，経年分散等を勘案した計画的な

開発が必要です。 

 このような中，当社は，既設設備の経年化対策や二酸化

炭素排出削減対策に取り組む観点から，坂出発電所への

LNG導入を進め，平成22年に坂出発電所1号機をLNGコンバ

インドサイクル発電方式へリプレースするとともに，坂出

発電所4号機をLNGへ燃料転換しました。また，平成28年8

月に坂出発電所2号機をLNGコンバインドサイクル発電方

式へリプレースしました。 

 一方，石炭火力は，「エネルギー基本計画」（平成26年4

月閣議決定）において，「温室効果ガスの排出量が大きい

という問題があるが，地政学的リスクが化石燃料の中で最

も低く，熱量あたりの単価も化石燃料の中で最も安いこと

から，安定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電

源の燃料として再評価されており，高効率石炭火力発電の

有効利用等により環境負荷を低減しつつ活用していくエ

ネルギー源である。」とされております。 

 現在，ベースロード電源として運用している西条発電所

1号機は，運転開始以来すでに50年以上が経過しており，

今後，長期にわたって信頼性のある供給力として継続活用

することが困難であることに加え，最新鋭の発電設備に比

べ熱効率が低い状況にあります。このため，既存の敷地・

燃料インフラ等を有効活用することで，工事規模を低減で

きるといった環境性，経済性等も考慮し，西条発電所1号

機を石炭を燃料とする発電設備にリプレースすることと

しました。
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第 5.2-1 表(2) 愛媛県知事意見についての事業者の見解 

愛媛県知事意見の内容 事業者の見解 

  規模については，当社の高経年火力発電設備を将来的に

代替する電源が必要となることや，現在商用化されている

超々臨界圧発電設備（USC）の設備容量が50万kW以上であ

ること等を総合的に勘案し，50万kWとしました。 

 発電技術については，竣工に至るスケジュール等も勘案

しながら，「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級

会議取りまとめ」（経済産業省・環境省，平成25年）の「B

AT の参考表【平成26年4月時点】（経済産業省・環境省）」

に掲載されている「(B)商用プラントとして着工済み（試

運転期間等を含む）の発電技術及び商用プラントとしての

採用が決定し環境アセスメント手続きに入っている発電

技術」について採用の検討を行った上で「(A)経済性・信

頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始

をしている最新鋭の発電技術」以上の高効率の発電設備を

採用することとし，可能な限り二酸化炭素排出削減に努め

ることとしました。 

２ 周辺海域に本県有数の干潟が存在すること，また

ノリ養殖等が行われていること等を踏まえ，温排水

放水口の位置の決定に際しては，影響を可能な限り

低減するよう検討し，その過程を示されたい。 

 温排水を排出する放水口の配置については，方法書第6

章の「第6.2-3表(1)～(4) 調査，予測及び評価の手法（海

生動物）」及び「第6.2-4表(1)～(3) 調査，予測及び評価

の手法（海生植物）」に記載した手法に基づき，周辺海域

に生息，生育する動植物を調査するとともに，当該海域の

流況，将来の地形及び構造物等を反映した数理モデルによ

る温排水の拡散予測結果を踏まえ， 

 ・周辺海域の生物等への影響低減効果 

 ・温排水の再循環の有無 

 ・港湾施設や海上交通への影響 

等を総合的に勘案して決定することとしております。その

検討経緯については，環境影響評価準備書に記載いたしま

す。 

第２ 個別事項 

１ 大気質 

水俣条約を踏まえた大気汚染防止法の改正に伴う

水銀排出規制が予定されていること等を踏まえ，水

銀やその他の有害物質について可能な限り排出抑制

に努めるとともに，適切に予測・評価されたい。 

 施設の稼働に伴う排ガス中の水銀等を含む重金属等の

微量物質については，方法書第6章の「第6.2-1表(16)～

(17) 調査，予測及び評価の手法（大気環境）」に記載し

た手法に基づき，必要な調査，予測及び評価を行うととも

に，水銀等の大気排出規制に係る今後の動向を踏まえ，適

切な環境保全措置を検討してまいります。 

 なお，「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出

対策の実施について（第一次答申）」（中央環境審議会，平

成28年6月）において，水銀の排出抑制にも効果がある「脱

硝設備，除じん設備及び脱硫設備」が，石炭火力発電所の

新規施設に対する BAT（利用可能な最良の技術）として想

定されており，当社も同設備を新設1号機の環境設備とし

て導入する計画としております。 
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第 5.2-1 表(3) 愛媛県知事意見についての事業者の見解 

愛媛県知事意見の内容 事業者の見解 

２ 騒音・超低周波音 

事業予定地から直近住居まで約500mであること，

また，近年，西条平野へのナベヅルの越冬飛来が確

認されていることから，導入機器については，低騒

音型機器を採用するなど周辺への影響低減に配慮さ

れたい。 

 施設の稼働（機械等の稼働）に伴う騒音及び低周波音の

影響については，方法書第6章の「第6.2-1表(22)～(23)，

(30)～(31) 調査，予測及び評価の手法（大気環境）」に

記載した手法に基づき，必要な調査，予測及び評価を行い，

その結果を踏まえ，低騒音型機器の採用等の環境保全措置

を検討してまいります。 

３ 水質 

出力増加に伴う温排水による影響について，拡散

範囲等を適切に予測・評価されたい。 

 新設1号機リプレース後の温排水拡散範囲については，

方法書第6章の「第6.2-2表(6)～(7) 調査，予測及び評価

の手法（水環境）」に記載した手法に基づき，周辺海域に

おいて水温，流況等の必要な調査を実施するとともに，当

該海域における流況，将来の地形及び構造物等を反映した

数理モデルによる温排水の拡散予測を行い，適切に予測・

評価してまいります。 

４ 動植物 

事業実施想定区域の周辺海域において，ノリ養殖

等が行われており，出力増加に伴う温排水による海

域生態系への影響が懸念されるため，重要種だけで

なく，養殖対象種等への影響も適切に予測・評価さ

れたい。 

 温排水による海域動植物への影響については，方法書第

6章の「第6.2-3表(1)～(4) 調査，予測及び評価の手法（海

生動物）」及び「第6.2-4表(1)～(3) 調査，予測及び評価

の手法（海生植物）」に記載した手法に基づき，周辺海域

に生息，生育する動植物を調査し，確認された動植物につ

いて適切に予測・評価を行ってまいります。 

 また，養殖対象種等への影響については，地元漁業者の

ご意見等も踏まえ，適切に配慮してまいります。 

５ 廃棄物 

供用に伴う石炭灰について，セメント原料だけで

なく，多様な活用方法等も検討されたい。 

 石炭灰の有効利用については，セメント原料だけでな

く，今後更なる有効利用先の拡大を検討してまいります。 

６ 景観 

煙突高さだけでなく，新たに設置する予定の発電

所建屋も含めて，予測・評価されたい。 

 本事業に伴って設置する主要な建物等が景観に及ぼす

影響については，方法書第6章の「第6.2-5表(1)～(2) 調

査，予測及び評価の手法（景観）」に記載した手法に基づ

き，必要な調査，予測及び評価を行ってまいります。 
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第 5.2-1 表(4) 愛媛県知事意見についての事業者の見解 

愛媛県知事意見の内容 事業者の見解 

７ 温室効果ガス 

(1) 本計画が，国の地球温暖化対策に係る目標と整合

するものとなるよう，実効性のある取組を検討する

とともに，関連する法令等の規定を遵守されたい。 

 当社も参加する電気事業低炭素社会協議会においては，

国の長期エネルギー需給見通しで示されたエネルギー

ミックス等を踏まえ，「電気事業低炭素社会協議会の低炭

素社会実行計画（協議会全体で2030年度に排出係数

0.37kg-CO2/kWh程度を目指す）」を策定しております。 

また，経済産業省は，「エネルギーの使用の合理化等に

関する法律」（省エネ法）において火力発電効率のベンチ

マーク指標や，「エネルギー供給事業者による非化石エネ

ルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の

促進に関する法律」（高度化法）において非化石電源比率

についてエネルギーミックスと整合する目標値を設定し

ております。 

 当社は，これらの目標達成に向けて，安全確保を大前提

とした伊方発電所の再稼働や老朽化プラントの廃止・更新

等による火力発電の高効率化と適切な維持管理，再生可能

エネルギーの活用，低炭素社会に資する省エネ・省CO2

サービスの提供等による削減方策について検討してまい

ります。 

(2) 事業者全体での温室効果ガスの排出削減に向け

て，老朽化プラントの廃止等を含め削減方策を検討

されたい。 

(3) 二酸化炭素の回収・貯留技術ついて，技術開発状

況等を踏まえ，将来の導入の可能性等を含め検討さ

れたい。 

 二酸化炭素回収・貯留（CCS）については，将来的には

地球規模の二酸化炭素排出量削減の可能性がある革新的

技術ではありますが，実用化に向けては法整備面・技術

面・コスト面・社会受容性等の課題がまだ整理されていな

いと認識しております。 

 国は，CCSに係る調査・実証試験を進めており，その進

捗として，受託先である「日本CCS調査株式会社」が，北

海道苫小牧市において大規模CCS実証試験や二酸化炭素貯

留適地の調査を進めている段階です。 

 当社としては，「日本CCS調査株式会社」への出資を通じ

て，技術開発に継続的に取り組んでいくとともに，国によ

る調査・実証試験等の検討結果を踏まえ，導入の可能性等

の検討を行っていきたいと考えております。 
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5.3 西条市長の意見についての事業者の見解 

愛媛県知事の照会により配慮書について述べられた西条市長の意見についての事業者の見解は，

第 5.3-1 表のとおりである。 

第 5.3-1 表 愛媛県知事の照会により配慮書について述べられた

 西条市長の意見についての事業者の見解

西条市長意見の内容 事業者の見解 

１．石炭燃料について 

・ばい煙諸元の前提となる使用炭種の性状（工業分析値，

元素分析値）について，環境影響評価方法書以降の図

書で明らかにすること。 

 今後，使用炭種の選定を進め，環境影響評価準備書に

て予測・評価に必要な石炭の性状を記載いたします。 

２．大気質について 

・石炭の燃焼に伴い排出のおそれがある水銀やヒ素等の

微量元素について，周辺大気質の調査・記録・予測・

評価を行ない，市民の安全・安心を担保すること。 

 施設の稼働に伴う排ガス中の水銀等を含む重金属等

の微量物質については，方法書第6章の「第6.2-1表(16)

～(17) 調査，予測及び評価の手法（大気環境）」に記

載した手法に基づき，必要な調査，予測及び評価を行う

とともに，水銀等の大気排出規制に係る今後の動向を踏

まえ，適切な環境保全措置を検討してまいります。 

３．温排水について 

・温排水が増加することにより，干潟に生息・生育する

動植物への影響が懸念されることから，環境影響評価

準備書において，適切に予測・評価を行うとともに，

放水口の配置の選定経緯について明らかにすること。 

 温排水を排出する放水口の配置については，方法書第

6章の「第6.2-3表(1)～(4) 調査，予測及び評価の手法

（海生動物）」及び「第6.2-4表(1)～(3) 調査，予測及

び評価の手法（海生植物）」に記載した手法に基づき，

周辺海域に生息，生育する動植物を調査するとともに，

当該海域の流況，将来の地形及び構造物等を反映した数

理モデルによる温排水の拡散予測結果を踏まえ， 

 ・周辺海域の生物等への影響低減効果 

 ・温排水の再循環の有無 

 ・港湾施設や海上交通への影響 

等を総合的に勘案して決定することとしております。そ

の検討経緯については，環境影響評価準備書に記載いた

します。 

・新たに設置する新1号機用の取水口は，可能な範囲でな

るべく深層から取水するよう検討すること。 

 新設1号機用の取水口については，前面海域を一部浚

渫したうえで構築する計画としており，今後，浚渫範囲

を精査するなど，可能な範囲でなるべく深層から取水す

るよう検討いたします。 
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5.4 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

5.4.1 配慮書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 3条の 7第 1項の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を求める

ため，配慮書を作成した旨及びその他事項を公告し，公告の日から起算して 1ヶ月間縦覧に供し

た。 

（１）公告の日 

平成 28 年 4 月 1 日（金） 

（２）公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

平成 28 年 4 月 1 日（金）付けの次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

・愛媛新聞（朝刊 2 面） 

・読売新聞（愛媛版，朝刊 29 面） 

・毎日新聞（愛媛版，朝刊 24 面） 

・朝日新聞（愛媛版，朝刊 28 面） 

・産経新聞（愛媛版，朝刊 26 面） 

・日本経済新聞（四国経済版，朝刊 33 面） 

② 県報による公告 

平成 28 年 4 月 1 日（金）付けの愛媛県報に「公告」を掲載した。 

③ お知らせの掲載 

上記の公告に加え，平成 28 年 4 月 1 日（金）より次のホームページに「お知らせ」を掲載し

た。 

・愛媛県ホームページ 

・西条市ホームページ 

・当社ホームページ 

（３）縦覧場所，縦覧期間及び縦覧時間 

第 5.4-1 表に示す自治体庁舎 2箇所，当社事業所 1箇所及び該当ウェブサイトにて縦覧を実施

した。 

また，当社西条発電所にて，配慮書及びその要約書の 3日間以内の貸出しを受け付けた。 

（４）縦覧者数等 

縦覧場所において，縦覧者名簿に記載した者の数は，10 名であった。 

該当ウェブサイトへのアクセス件数（平成 28 年 5月 2 日までの延べ件数）は，379 件であった。 

配慮書及びその要約書の貸出しの利用者は，1名であった。  
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第 5.4-1 表 配慮書の縦覧，縦覧期間及び縦覧時間 

縦覧場所 縦覧期間 縦覧時間 備 考 

愛媛県庁 県民環境部環境局環境政策課 

（松山市一番町四丁目 4-2） 

平成 28年 

4 月 1 日（金） 

～ 

5 月 2 日（月） 

午前 9時 

～ 

午後 5時 

土曜日，日曜日，祝日

及び閉庁日を除く。 西条市役所 生活環境部環境衛生課 

（西条市明屋敷 164 番地） 

四国電力株式会社 西条発電所 

（西条市喜多川 853） 
－ 

インターネットの利用による公表 

（http://www.yonden.co.jp/energy/environ/
highlight/saijyo_replace.html） 

常 時 － 

5.4.2 配慮書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 3条の 7第 1項の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。 

（１）意見書の提出期間 

平成 28 年 4 月 1 日（金）から平成 28 年 5 月 2 日（月）まで 

（２）意見書の提出方法 

当社への郵送による書面の提出 

（３）意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は，2通（意見の総数：7件）であった。 
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5.4.3 一般の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解は，第 5.4-2 表のとおりである。 

第 5.4-2 表(1) 一般の意見及び事業者の見解 

①事業計画 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1 本計画は，既存の西条発電所1号のリプレースであ

り，現発電所の規模15.6万kWを50万kWと3倍以上もの

設備に増強する計画である。このような規模拡大は，

周辺への大気汚染だけではなく，CO2の大量排出によ

る地球温暖化の甚大な影響を及ぼすものだが，その

気候変動への影響の項目すら配慮事項に含めていな

い本計画については環境保全の見地から建設自体に

反対する。 

 そもそも，現時点で四国電力管内の伊方原発が

2012年1月に停止して4年になるが，電力不足には

陥っておらず，一昨日4月29日にも阿南発電所3号機

（定格出力45万kW）がトラブルで運転を停止したが，

それも当面の電力需給への影響はないとしており，

電力は現状ですでに十分足りている状況である。 

 本計画では運転開始時期を2023年としているが，

その頃には今以上に再生可能エネルギーも増強され

（むしろ再エネにシフトすべきであり），省エネも

進んでいることから，時代錯誤な石炭を燃料とする

本計画は全く不要である。 

当社の火力発電設備の多くは，運転開始から40年を超

える高経年火力発電設備であります。 

高経年火力発電設備は，最新鋭の発電設備と比べて熱

効率が低く，経年によるトラブルも増加することに加

え，劣化した設備の大規模な改修工事が必要となること

から，最新鋭の高効率な発電設備に更新し，長期にわた

る供給力確保と電力供給の効率化を図る必要がありま

す。 

電源開発にあたっては，安全確保（Safety）を大前提

とした，エネルギー安定供給（Energy security），経済

性（Economy），環境保全（Environmental conservation）

の同時達成を目指す「S＋3E」の観点から，原子力，火

力，再生可能エネルギーなどの多様な電源をバランスよ

く組み合わせた電源構成の確立に取り組むことが重要

であり，火力電源においては，長期的な観点から，石炭・

LNG・石油といった燃種バランス，経年分散等を勘案し

た計画的な開発が必要です。 

このような中，当社は，既設設備の経年化対策や二酸

化炭素排出削減対策に取り組む観点から，坂出発電所へ

のLNG導入を進め，平成22年に坂出発電所1号機をLNGコ

ンバインドサイクル発電方式へリプレースするととも

に，坂出発電所4号機をLNGへ燃料転換しました。また，

平成28年8月に坂出発電所2号機をLNGコンバインドサイ

クル発電方式へリプレースしました。 

一方，石炭火力は，「エネルギー基本計画」（平成26

年4月閣議決定）において，「温室効果ガスの排出量が大

きいという問題があるが，地政学的リスクが化石燃料の

中で最も低く，熱量あたりの単価も化石燃料の中で最も

安いことから，安定供給性や経済性に優れた重要なベー

スロード電源の燃料として再評価されており，高効率石

炭火力発電の有効利用等により環境負荷を低減しつつ

活用していくエネルギー源である。」とされております。 

現在，ベースロード電源として運用している西条発電

所1号機は，運転開始以来すでに50年以上が経過してお

り，今後，長期にわたって信頼性のある供給力として継

続活用することが困難であることに加え，最新鋭の発電

設備に比べ熱効率が低い状況にあります。このため，既

存の敷地・燃料インフラ等を有効活用することで，工事

規模を低減できるといった環境性，経済性等も考慮し，

西条発電所1号機を石炭を燃料とする発電設備にリプ

レースすることとしました。 
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第 5.4-2 表(2) 一般の意見及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1  規模については，当社の高経年火力発電設備を将来的

に代替する電源が必要となることや，現在商用化されて

いる超々臨界圧発電設備（USC）の設備容量が50万kW以

上であること等を総合的に勘案し，50万kWとしました。 

発電技術については，竣工に至るスケジュール等も勘

案しながら，「東京電力の火力電源入札に関する関係局

長級会議取りまとめ」（経済産業省・環境省，平成25年）

の「BAT の参考表【平成26年4月時点】（経済産業省・環

境省）」に掲載されている「(B)商用プラントとして着工

済み（試運転期間等を含む）の発電技術及び商用プラン

トとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに入

っている発電技術」について採用の検討を行った上で

「(A)経済性・信頼性において問題なく商用プラントと

して既に運転開始をしている最新鋭の発電技術」以上の

高効率の発電設備を採用することとし，可能な限り二酸

化炭素排出削減に努めることとしました。 

また，再エネについては，引き続き導入拡大に努めて

まいります。 

第 5.4-2 表(3) 一般の意見及び事業者の見解

②水環境 

No. 一般の意見 事業者の見解 

2 第4.1-3表 参考項目のうち計画段階配慮事項と

して選定しない理由として，新たな取水設備の配置

及び荷揚・揚油桟橋周辺の堆積土砂の除去を行うが，

限られた範囲内であり，新たな埋立工事は実施しな

いことにより，重大な影響を回避・低減することが

可能と考えられることから，計画段階配慮事項とし

て選定しない。とあるが，第4.3.3-12図 放水口の

配置計画の概要（複数案）の図には，小型船だまり

施設が書かれている。小型船だまりは新たに埋立工

事するのではないか。 

第4.3.3-10図 加茂川河口干潟の分布状況にある

ように，加茂川河口には河口干潟が存在する。小型

船だまり施設は河口干潟の一部にかかっている。ま

た，海流の変化が河口干潟に影響する可能性がある。 

加茂川河口干潟は瀬戸内海に残された数少ない干

潟であり，新たな埋立工事には反対である。 

また，温排水は特に河口干潟に影響しないようす

べきである。 

ご指摘の小型船だまり施設の設置については，愛媛県

の東予港港湾計画に基づき愛媛県及び西条市によって

整備が計画されている事業であり，当社が実施する事業

ではありません。 

また，西条発電所1号機リプレースの実施に伴い温排

水量が増加いたしますが，その影響については，方法書

第6章の「第6.2-3表(1)～(4) 調査，予測及び評価の手

法（海生動物）」及び「第6.2-4表(1)～(3) 調査，予測

及び評価の手法（海生植物）」に記載した手法に基づき，

周辺海域に生息，生育する動植物を調査するとともに，

当該海域の流況，将来の地形及び構造等を反映した数理

モデルによる温排水の拡散予測結果を踏まえ，加茂川河

口干潟をはじめとする周辺海域の生物等への影響を実

行可能な範囲で低減するよう努めてまいります。なお，

それらの検討結果については，環境影響評価準備書に記

載いたします。 
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第 5.4-2 表(4) 一般の意見及び事業者の見解 

③温暖化関係 

No. 一般の意見 事業者の見解 

3  本配慮書では，二酸化炭素を「計画段階配慮事項

として選定しない理由」として「施設の稼働に伴い

二酸化炭素が発生するが，最新鋭の高効率な超超臨

界圧（USC）発電設備を採用することにより，単位発

電量あたりの二酸化炭素排出量を低減することか

ら，計画段階配慮事項として選定しない」と記載し

ている。しかし，使用される技術が最新鋭であって

も，事業によって引き起こされるCO2の総排出量の影

響を検討し，対応を実施することは，事業者の社会

的責任として不可避である。「計画段階配慮手続に

係る技術ガイド」によれば，事業によって「重大な

影響を受けるおそれのある環境要素の区分を明らか

にすべき」（p23）とあり，CO2排出量の程度が著し

い事業は「重大な環境影響」を持つとみなされる

（p26）。回避・低減が可能，影響が可逆的，短期間

であるなどの特性を持つ影響は，方法書以降で扱う

ことができるとされている（p24）が，本事業を通じ

て大量に排出されるCO2による気候変動への影響は

回避できるものでなく，またその影響が不可逆的で

あり，長期間にわたる。事業の計画段階において検

討されるべき事項であることは論を待たず，この点

を欠く本配慮書は，十分に環境保全について検討し

ているとみなすことはできない。 

環境アセスメントにおける二酸化炭素の取扱いにつ

いては，「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級

会議取りまとめ」（平成25年4月26日 経済産業省・環境

省）において，①事業者が利用可能な最良の技術（BAT）

の採用等により可能な限り環境負荷低減に努めている

かどうか，②国の目標・計画と整合性を持っているかど

うかについて審査要件が示されております。 

この審査要件を満たすため，本事業では，①BATであ

る熱効率が高い超々臨界圧発電設備（USC）を採用する

とともに，当社は，②電気事業低炭素社会協議会に参加

し，協議会全 体で 2030 年度における 排出係数

0.37kg-CO2/kWh程度を目指すこととしており，国の目

標・計画と整合を図っております。 

これらにより，重大な影響を回避・低減することが可

能と考えられたことから，温室効果ガス等（二酸化炭素）

を計画段階配慮事項として選定しませんでした。 

なお，温室効果ガス等（二酸化炭素）については，使

用炭種等も勘案して，方法書第6章の「第6.2-8表 調査，

予測及び評価の手法（温室効果ガス等）」に記載した手

法に基づき，予測・評価することとしており，環境影響

評価準備書において，現状及び将来の発電電力量当たり

の二酸化炭素排出量及び年間の二酸化炭素排出量をお

示しします。 

4  本配慮書においてはCO2に関する詳細データが提

示されていない。CO2排出量や発電端効率，送電端効

率は環境保全の見地から検討するにあたって重要な

情報であり，使用石炭種の主要産炭地毎の評価を実

施すべきである。今後，低品位炭を使用して発電効

率が低下した場合，環境影響評価を改めて実施する

などの対策は事前に示されるべきである。これらは

事業実施の是非や，周辺環境への影響にも深く関わ

る情報であると考えられるため，事業者はこれを早

急に開示，取り決めをするべきである。 
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第 5.4-2 表(5) 一般の意見及び事業者の見解 

No. 一般の意見 事業者の見解 

5  本年2月8日に，「電気事業低炭素社会協議会」が

発足し，四国電力もそのメンバーになっている。こ

の協議会では，排出係数0.37kg-CO2/kWhを目標に掲

げているが，石炭火力発電はいかなる最新の高効率

技術を用いてもこのレベルには到達しがたい。石炭

火力発電所を稼働してこのレベルに達成させるため

には，非化石電源を稼働することでバランスする必

要が生じるが，四国電力が持つ伊方原発は中央構造

線断層帯に近接しており，熊本地震で地震リスクが

高まる中再稼働するのは非常に甚大なリスクを伴

い，国民世論の理解は得られていない。 

 協議会で設定した目標も充分とはいえないが，少

なくとも現状で再生可能エネルギーや高効率のLNG

火力発電など様々な発電方法がある中で，あえて最

悪の石炭火力発電所を新たに建設するという判断自

体が環境への配慮を著しく欠いていると言わざるを

得ない。 

当社も参加する電気事業低炭素社会協議会において

は，国の長期エネルギー需給見通しで示されたエネル

ギーミックス等を踏まえ，「電気事業低炭素社会協議会

の低炭素社会実行計画（協議会全体で2030年度に排出係

数0.37kg-CO2/kWh程度を目指す）」を策定しております。 

また，経済産業省は，「エネルギーの使用の合理化等

に関する法律」（省エネ法）において火力発電効率のベ

ンチマーク指標や，「エネルギー供給事業者による非化

石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効

な利用の促進に関する法律」（高度化法）において非化

石電源比率についてエネルギーミックスと整合する目

標値を設定しております。 

当社は，これらの目標達成に向けて，安全確保を大前

提とした伊方発電所の再稼働や老朽化プラントの廃

止・更新等による火力発電の高効率化と適切な維持管

理，再生可能エネルギーの活用，低炭素社会に資する省

エネ・省CO2サービスの提供等による削減方策について検

討してまいります。 

また，長期目標の達成には，技術革新が必要不可欠

と考えられることから，当社としても，再生可能エネ

ルギーの導入拡大に資する技術開発に取り組むととも

に，CO2回収・貯留技術（CCS）関連の調査など国の実証

事業へ参画してまいります。 

なお，伊方発電所の基準地震動策定における中央構造

線断層帯の評価では，敷地前面の54kmが動く場合だけで

なく，東は紀伊半島から，西は別府‐万年山断層帯まで，

長さ480kmの断層帯が連動して動くケースも想定して設

定しており，その場合でも安全性が確保できることを確

認しております。 

また，現時点では，熊本地震において，伊方発電所の

基準地震動の評価に影響を与えるような新たな知見が

あったとは認識しておりませんが，今後，詳細な分析・

評価が進む中で，新たな知見が判明すれば，適切に対応

してまいる所存です。 

いずれにしても，当社としては，伊方発電所の運営に

当たっては，安全の確保が大前提と考えており，引き続

き，安全性の向上に向け，不断の取り組みを進めるとと

もに，原子力発電について地域の皆さまにご理解をいた

だけるよう，さまざまな機会を捉えて，丁寧な理解活

動・対話活動に全力を尽くしてまいります。 

6  昨年12月，COP21において「パリ協定」が採択され，

本年4月22日には日本を含む175カ国が署名した。「パ

リ協定」では地球の気温上昇を1.5～2℃未満にする

ことを目標とし，今世紀後半にはCO2排出を実質ゼロ

にすることとされた。 

 また日本政府は，第四次環境基本計画（2012年4月

27日閣議決定）において，2050年に温室効果ガス排

出量を80%削減させる目標を掲げている。しかし，本

計画が実行されれば，排出は減らず，むしろ増える

ことになる。 

 本事業が少なくとも30年程度稼働することを考え

ると，「パリ協定」の合意に反し，国の目標とも整

合しないため，本事業の正当性は認められない。 
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第 5.4-2 表(6) 一般の意見及び事業者の見解 

④その他 

No. 一般の意見 事業者の見解 

7  環境アセスメントにおいて公開される方法書など

の資料は，縦覧期間が終了しても閲覧できるように

するべきである。また，期間中においても，印刷が

可能にするなど利便性を高めるよう求める。 

環境アセスメント手続きにおけるアセス図書の縦覧

については，環境影響評価法等に基づき，定められた期

間実施しております。 

なお，アセス図書には事業者のノウハウ等が含まれて

いるため当社ウェブサイトへ掲載するアセス図書の印

刷については制限を設けており，今後の手続きにおいて

も同様の対応を予定しておりますが， 

 ・縦覧期間中にアセス図書の貸出を行うこと 

 ・今後の手続きで実施する住民説明会で内容を分かり

やすく説明すること 

 ・アセス図書の概要を取り纏めた「あらまし」を縦覧

期間終了後も閲覧可能とすること 

などにより，利便性向上に努めてまいります。 

（参考） 

環境影響評価法 

（方法書についての公告及び縦覧） 

第七条 事業者は，方法書を作成したときは，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

いて環境の保全の見地からの意見を求めるため，環

境省令で定めるところにより，方法書を作成した旨

その他環境省令で定める事項を公告し，公告の日か

ら起算して一月間，方法書及び要約書を前条第一項

に規定する地域内において縦覧に供するとともに，

環境省令で定めるところにより，インターネットの

利用その他の方法により公表しなければならない。 

環境影響評価法施行規則 

（方法書の公表） 

第三条の二 法第七条の規定による方法書の公表は，

次に掲げる方法のうち適切な方法により行うもの

とする。 

一 事業者のウェブサイトへの掲載 

二 関係都道府県の協力を得て，関係都道府県の

ウェブサイトに掲載すること。 

三 関係市町村の協力を得て，関係市町村のウェ

ブサイトに掲載すること。 

発電所アセス省令 

（一般の意見の聴取の方法） 

第十三条 前条第二項及び第三項の規定により配慮書

の案又は配慮書について一般の意見を求めるとき

は，当該配慮書の案又は当該配慮書を作成した旨及

び次に掲げる事項を公告し，当該公告の日の翌日か

ら起算して三十日程度の適切な期間を定めて縦覧

に供するとともに，インターネットの利用その他の

方法により公表するものとする。 
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