
                             （写真は作成者による CG） 

 
                      
    はじめに。「人口最密集地域にガス火力発電所建設の意味」 
 東燃ゼネラル石油（株）（以下、東燃）は電力自由化をビジネスの好機と見、「安全で、効

率的な液化天然ガス(LNG)火力発電所」を清水の人口最密集地に作ろうとしています。これほ

ど巨大な LNG 火力発電所の人口密集地での建設は世界でも類をみません。東燃は清水天然ガ

ス発電所（仮称）の意義、安全性、環境への影響等についてパンフレット「清水天然ガス発

電所（サマリー版）」(以下、「サマリー」)を作成し、市・県会議員、自治会役員、住民に説明

会で配付しています。このパンフレットは「サマリー」を中心に、区民の立場に立って「清

水の人口最密集地にガス火力発電所を建設する」ことの意味を説明、評価するものです。  

    

                     内容 

１．東燃が清水にガス火力発電所を建設する目的と理由についての不都合な真実      p.2 
２．環境① 東燃の環境アセスメントについての不都合な真実                    p.4  

３．環境② 清水天然ガス発電所が排出する二酸化炭素についての不都合な真実     p.6 

４．環境③ 清水天然ガス発電所が排出する窒素酸化物についての不都合な真実     p.8 

５．安全① 清水天然ガス発電所と地震対策についての不都合な真実              p.10 
６．安全② 清水天然ガス発電所と津波についての不都合な真実                  p.12 

７．景観  清水天然ガス発電所と景観についての不都合な真実                  p.14 
◎ 東燃清水天然ガス火力発電所について知っておきたい真実                   p.16 
 

東燃清水天然ガス火力発電所についての 
   ７つの不都合な真実 
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 注記 以下の東燃「サマリー」からの引用ページにおける青枠、赤丸または赤枠部分およびその中の文章（数

字を含む）、青矢印、緑色マーカー、赤、緑の下線による強調等は特別の注記以外は全て作成者の加筆部分です。 

 

 
「サマリー」1 頁には清水天然ガス発電所の建設目的について次のようにあります。 

 
                                       （「サマリー」1 頁） 

 しかしながら、東燃が清水にガス火力発電所を建設する目的は静岡、清水への電力の安定

供給でも清水の活性化でもありません。東燃は営利企業です。慈善団体でも NGO でもありま

せん。その目的は電力自由化をビジネスの好機と見、電力市場で東燃製の電気を「売電」す

ることによる利益獲得です。「貢献」することと「目的」は違います。 

  

 ◎ 清水天然ガス火力発電所建設は東燃の利益獲得のためのビジネス・モデル 

 清水天然ガス発電所は東燃の株主、投資家のためのビジネス･モデルであり、その目的は株

主と投資家への利益です。（⇩ 東燃ゼネラル石油株式会社 _2015年12月期通期決算概要11頁） 

   東燃が清水にガス火力発電を建築する目的は電力市場に新規参入し、株主・投資家のた 

めに利益をあげることにあることは最初に確認しましょう。 

 １．東燃が清水にガス火力発電所を建設する目的と理由につい 
 ての不都合な真実ー東燃は慈善団体でも NGOでもない、営 
 利企業ですー 
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     ・東燃ゼネラルグループ東燃ＨＰ、ＩＲ情報から。 

「成長戦略の展開について振り返りますと…2016 年 4 月からの電力市場の完全自由化に向けて

…電力事業では、清水の天然ガス発電計画や市原の石炭発電計画を発表し、その最終的な投資

判断に向けた取り組みを本格化しました。」（「投資家・株主の皆様へ・成長戦略の展開」） 

 ◎ なぜ、清水に建設するのか？ —コストを削減すれば利潤が増加— 

 東燃が清水にガス火力発電所を建設する理由は、地元経済を活性化させるためではありま

せん。東燃所有の土地なので、土地の取得コスト（費用）がかからないからです。 

 コストとは建設に必要な土地や資材、原材料の購入費用、従業員の賃金などの運転費用ば

かりではありません。ガス火力発電所を建設することによって、地域住民の健康が害された

場合、その補償費（医療費等）も「ガス火力発電所を運営する費用」（「社会的費用」と言い

ます）です。コストを削減することは利潤の増加に繋がります。以下、東燃のコスト削減の

努力を見てみましょう。 

 
   ◎東燃のコスト削減の努力と「発電所の負の経済効果」 

① コスト削減努力１ 東燃が清水にガス火力発電所を作るのは、土地が東燃の所有地であ 

り、他の場所に作るよりも土地取得費用が削減されるからです。その所有地がたまたま

清水の人口密集地であっただけです。 

② コスト削減努力２ 東燃は火力発電所建設により、近隣住民に生じるかもしれない健康、 

安全、財産への被害に対する損害をコスト計上していません。 

③ コスト削減努力３ 火力発電所建設によって起こるかもしれない三保の松原の世界遺 

産登録抹消や景観破壊による観光客の減少による損失を、東燃は費用に含めていません。 

 

 ガス火力発電所建設が地域住民の災害リスクの上昇（地震、津波）や大気汚染被害（二酸

化炭素、窒素酸化物による健康被害）、景観毀損による観光客の減少による損失をもたらす場

合、この発電所は「負の経済効果をもつ」と言います。 

 

■ 結局、清水天然ガス発電所と清水区民の問題とは、東燃の「新しいビジネス・モデル」

による「株主利益」対清水区民の損失(発電所のもたらす負の経済効果)の問題です。 

 私企業が利潤を求めるのは当たり前ですが、それが清水区民の安全、環境、資産の犠牲の

上に行われる場合には「当たり前」ではありません。 

 

■ 清水に火力発電所が建設された時の、環境の悪化（大気汚染による健康被害）、安全面で

のリスク（地震）、資産価値の下落、景観毀損による観光客の減少といった「負の経済効果」

を東燃は清水区民に対し明らかにするべきです。私たちは市と東燃に対し、この「負の経済

効果」を試算せよと要求してきましたが、市も東燃も回答しません。他方で、市は私たちの

税金から６８０万円を支出し、東京の某企業に「経済効果」（のみ）の試算を委託しました。 

◎ 東燃が清水にガス火力発電所を建設する目的と理由について

の真実 ——清水に建設する目的は「コストの削減」—— 
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  東燃は事業者に義務付けられている環境影響評価アセスメント(以下、環境アセス)につい

て「サマリー」で次のように書いています。 

 

 
                                        （「サマリー」5頁）       

    ◎ 東燃「環境アセス」は「安全」調査をしていない。 

 国の定めた環境影響評価法は「事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされること

２. 環境① 東燃の環境アセスメントについての不都合な真実 
   ー「安全」を調査しない東燃の環境アセスー 
 

◎ 東燃の環境アセスメントについての真実 
   ——横浜市、川崎市では「安全」項目が入っているのに—— 
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を確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とす

る。」（第１章第１条）としていますが。 

■ 東燃は「安全（危険性）」調査を環境アセスの「対象外」としています。つまり清水区民

にとって最も気がかりな、発電所から液化ガスが台風、地震、人的ミス等で外部に流出する

のではないかという問題を東燃は「環境アセス」で調査していません。東燃は環境アセスに

ガス火力発電所の安全性についての調査項目を入れることを拒否しています（なぜ？）。 
 

  ◎ 他の市では「安全」項目が入っている。 
 他方、神奈川県、さいたま市、横浜市、千葉市、川崎市、名古屋市の環境影響評価技術指

針には「安全」の項目が明記されています。これは、環境省の「環境影響評価条例について

は、環境影響評価法の規定に反しない範囲において、各地方公共団体により検討が行われ、

策定され」る(平成２８年３月８日)との見解に基づくもので、事業者・東燃に、ガス火力発電

所がもたらすかもしれない危険性に真摯に向き合う姿勢があれば、本来は「安全」項目も環

境アセスの中にいれ、調査するべきですが、東燃は行っていません。 
 

    ◎ 静岡県の「環境影響評価技術指針」にも「安全項目」はない。 
 本県の「環境影響評価条例（技術指針）」には「安全」の項目がありません。これは、清水

天然ガス火力発電所のような建設計画がこれまでなかったからです。「条例」には必要に応じ

て項目を追加することができます。上記の県、市は石油等コンビナート、大工場群を有してい

るため、市民生活の危険性を考慮して、あらかじめ「安全」の項目を環境アセスに加えました。

東日本大震災で気仙沼の大災害が本事業と同様な工場群の存在により生じていることを考慮す

れば、本事業のように、位置、規模がこれまでに例のない特異な計画に対しては、特に「安全」

の項目を追加して、厳重な環境影響評価を行うべきでしょう。 

 私たち清水の住民の最大の関心は、安全です。ところが市は発電所の安全は「環境アセス」

の「枠外」であるとの理由で、東燃に「安全」項目を調査項目に入れることを要請していま

せん。 

 

■ 静岡市も「安全は環境アセスの範囲外である」との立場を取り、結果として東燃の後押

しをしています。しかし、環境アセスの中に「安全」項目を入れることは可能であり（神奈

川県、横浜市等）、また絶対に入れるべきです。 

 

     

景観・経済効
果

環境評価

東燃発電所「安全」評価

（この土台の部分が調査され
ていない）

「安全」は 
全ての土

台です。 
 
（図は作成者

による） 
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   ◎ 静岡市全体の CO２総排出量の７０％分をこの発電所だけで排出 

 清水天然ガス発電所が排出するＣＯ２の量は、年間 372 万トンになる見込みです。現在、

静岡市全体で発生しているＣＯ２の量は、車など様々な発生源を合計して年間約 540 万トン 

です。372 万トンは、静岡市全体で発生しているＣＯ２量の約 70%に当たります。これだ

けの量のＣＯ２が新たに清水駅付近から発生するのです。 

 

 ◎ 排出される二酸化炭素濃度が「基準値内に自然に収まる」のはなぜ？  

 「サマリー」は「二酸化炭素濃度の人体に対する影響」について記述していますが、驚く

べきことに、火力発電所から排出される二酸化炭素濃度が、何の問題もなく、学会の定めた

「じょ限量」(5,000ppm)内に収まるかのように記しています。基準値以内に「十分に希釈さ

れる」と断言する理由は何なのでしょうか？ 

                                

■ 「サマリー」は排出された二酸化炭素が「十分に希釈される」ので、学会の定めた「じ

ょ限量」内に収まるかのように述べています。でも「十分に希釈される」のは発電所からど

のくらい離れた場所なのでしょう？ どのくらい風が強く吹くと「十分」なのでしょうか？ 

「十分に希釈されるので基準値内」と「十分に希釈されれば基準値内」とは違うのです。 

３. 環境② 清水天然ガス発電所が排出する二酸化炭素につ 
  いての不都合な真実 ー火力発電所から排出される二酸化  
 炭素の清水区民への影響を全く記載しない「希釈」宣言ー 

（「サマリー」3 頁） 
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 ◎ どんな高濃度の CO2 でも十分に遠く離れた場所で計れば無害です。 

 東燃はガス火力発電所から発生する二酸化炭素濃度は環境基準値内であるとしています。

次ページの窒素酸化物濃度と同じで、どんな高濃度の二酸化炭素でも、十分に遠く離れた場

所で測定すれば（東燃は発電所から１０km 離れた位置で測定）、環境基準値内です。煙突の

放出端での CO２濃度は「サマリー」には 30,000(3%)〜60,000ppm（6％）との記述が

あります。この濃度が「十分に希釈される」のはどこなのでしょう？ 私たちは、１０km 離

れた「空気」を吸うのではありません。目の前の空気を吸うのです。 

 

      ◎ 近くで濃度を測れば、どうでしょうか？ 

 

 
 清水天然ガス発電所から半径４km 以内には清水区市街地のほぼ全域が含まれます。清水駅

は２００㍍、辻および袖師小学校は１km のところにあります。発電所から１０km 離れた場

所で測定する二酸化炭素濃度値にどんな意味があるのでしょうか。 

    まさか清水がこんな町に？ 

 ■ 世界でも類を見ない住宅地近隣へ

のガス火力発電所建設計画  
  

 今回の清水天然ガス発電所のような、人口密

集地へのこれほど巨大な発電規模をもつ（原発

２基分）発電所の建設計画はこれまで日本でも

世界でも例がありません。従って、従来の環境

影響評価の手法は本事業にそぐわないことが

認識されるべきです。 

◎ 清水天然ガス発電所が排出する二酸化炭素についての  
真実 —濃度で重要なのは、発電所からの距離—— 

写真は北京の大気汚染 

（青字強調は作成

者による。） 
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 「サマリー」の窒素酸化物濃度に関する記述です。 

 
    
                                                  （「サマリー」6 頁）  

 上の地図を見ると、清水駅、駅前広場、清水商店街、辻および袖師小学校、マークス・ザ・

タワー清水等の高層マンションの位置が全く分かりません。全て発電所から１km の範囲内に

あります。清水の住民のほとんどは、発電所から半径４km の範囲内に住んでいます。二酸化

炭素も窒素酸化物も１年３６５日１日２４時間排出され続けます。高濃度、長期間に渡る「大

気汚染」の中で、子供たちは生きて行かなくてはならないのでしょうか？ 

４. 環境③ 清水天然ガス発電所が排出する窒素酸化物に 
 ついての不都合な真実ー無視された高層住宅の危険ー 
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    ◎ 市長からの要請—秋から冬、北風が吹く場合は高濃度に 

「サマリー」には、平成 27 年 11 月田辺信宏市長から、東燃に対し「清水天然ガス発電所（仮

称）建設計画環境影響評価方法書に対する意見書」が出されたことについて一切記載があり

ません。「意見書」では発電所の近隣では、特に冬季には、排出された窒素酸化物濃度が極め

て高くなる危険性があり、適切な「環境保全措置」が必要であると述べています。 

 
    

                  
 

                                （赤字および強調は作成者による）      

     
       ◎ 汚染は風向き次第、季節次第 
 秋または冬に風下にあたる清水区地域、特に清水駅近くの高層マンションについて、「サマ

リー」が述べるような単純な「濃度予測値」とは異なる、高濃度の窒素酸化物による大気汚

染の危険性を市が指摘したにもかかわらず、この危険性を「サマリー」は述べていません（こ

れから記載されるのでしょうか）。更に、東燃は市から「適切な環境保全措置を検討せよ」と

要請されているのに、これまで何の特別な措置も講じようとしていません（これから講じる

のでしょうか）。清水駅と高層マンションの屋上に濃度測定器をつけてください。 

 

     ◎ 小児喘息の怖さー窒素酸化物の最高の濃度は？— 
 NOX は容易に肺胞まで達し、幼児や育ち盛りの子供、６５歳以上の高齢者の方の（小児）

喘息、気管支喘息等を引き起こす原因物質です。日本では過去の公害（四日市喘息公害は日

本の「４大公害」の一つ）の経験から NOX 排出基準を極めて厳しいものとしてきました。 

 

■ 東燃は“清水区の特定の地域では国の定めた環境基準値を大きく超える窒素酸化物濃度

による大気汚染の危険性がある”とは言わず、“清水区全体では、「通常の検討」によれば、

安全です”と言っているのです。東燃は「清水区全体の、通常の推測値」ではなく、特定の

地域の、特定の時期の、最も高い濃度値を示すべきなのです。 

「II 個別事項１   大気質 （１）事業実施区域周辺及び影響が及ぶと想定

される地域は、住居地域に加え、山や海等の存在により大気の流れが異な

ることから、これら地域特性を踏まえ、短期的高濃度条件等…｛の｝影響

も考慮し… 特に、事業実施区域周辺の高層住宅に関して、当該建築物が風

下となる風向で、 ダウンドラフトが生じるような条件下では単純な濃度予

測値を超える大きな値 となることが推測されるなど、強い影響を受ける可

能性があるため、大気の調査、予測及び評価に当たっては、通常の検討と

は別に、この高層住宅への影響も考慮し評価した上で、適切な環境保全措

置を検討すること。」 
 

◎ 清水天然ガス発電所が排出する窒素酸化物についての真実 

  ——市長意見「適切な環境保全措置」の行方—— 
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 東燃は３０年以内に７０％の確率で起こるとされる南海トラフ巨大地震を想定し、その対

策は万全であると強調しています。「サマリー」によれば、発電所建設予定地で想定される津

波の最大の高さは海抜５㍍（静岡県第４次地震被害想定、南海トラフ巨大地震レベル２の津

波の高さ）に対し、発電所の「建設用地は盛土により」海抜「７㍍」もの「高さ」とな

り、「安心」としています。 
                              （「サマリー」10 頁） 

 
                                   

■ 静岡県はなぜ、日本一厳しい「設計指針」を持っているのでしょうか？ それは静

岡が日本で最悪の地震危険地帯だからです。特に、発電所建設予定地の液状化現象は懸

念されます。 

 現在（平成 28 年 6 月）政府による大規模地震対策特別措置法の見直し検討が始まってい

ます。その理由は「予測困難とされる南海トラフ巨大地震の危険性が高」まったからである

とされています(静岡新聞平成 28 年 6 月 28 日付け記事)。この地震で最も怖いのは「液状化」

です。「サマリー」は液状化対策についても述べています。 

 

        ◎ 埋め立て地と液状化対策     （「サマリー」11 頁） 
 

 

 右の写真は清水天然ガス発電所と辻・袖師小学校、清水第一中学校の位置関係を示してい

５．安全① 清水天然ガス発電所と地震対策についての不都合な  

  真実  ——建設予定地はかっての「埋め立て地」ー 

◎ 清水天然ガス発電所と地震対策についての真実  
 ——草薙断層と世界で最もガス火力発電所に近い小・中学校—— 
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ます。恐らく、世界で最もガス火力発電に近い小・中学校でしょう。子供たちは今どの学校

に通っていますか？  

 

 
                              （出典 Google Earth） 
  

 アメリカ・カリフォルニア州では、1977 年 9 月に、発電所周辺１マイル（１．６km）平

方内の人口が１０人未満であることを、LNG基地建設の条件としました。ガス火力発電所か

ら１．６km の円内に居住する清水区民は恐らく数万人はいるでしょう。「世界で最も LNG

火力発電所に近い」という言葉は事実です。 
 
    ◎ あなたは「草薙断層」の存在を知っていますか？ 
  清水天然ガス発電所の建設予定地の直下を東西に「草薙断層」という断層が走っているこ

とは静岡大学名誉教授・新妻信明先生が 2001 年に執筆された論文「光波測距による草薙断層

と麻機断層の活動監視」に指摘されています。東燃は発電所の真下をこの「草薙断層」が走

っていることを知らないのでしょうか？  

 知らないとすればあまりに杜撰な建設計画であり、知っていてその事実を隠しているとし

たら、これは重大な問題です。 
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 東燃は、予想される南海トラフ巨大地震による津波想定を「建設予定地では海抜５m」と

し、清水天然ガス発電所は海抜「７ｍ」に位置するので、「安全だ」と主張しています。でも、

津波は「建設予定地を選んで」押し寄せるのでしょうか？ 津波は清水全域を襲うのです。

津波想定は「５㍍」、盛土の高さは「７㍍」。僅か「２㍍」の差を東燃は「だから安全」と言

いますが、むしろ「ひどく不安な気持ち」になりませんか？ 
                          （「サマリー」12 頁 赤丸は原ページ） 

 
 南海トラフ巨大地震の予想震度は「７」です。なぜ、この「壁」が崩壊しないのでしょう

か？ 発電所を取り囲む「ガス流出防御壁」が最初に地震で崩れる箇所ではないでしょうか？ 

 ◎ 清水を襲う津波の高さは？ (出典 朝日新聞 Digital 南海トラフ地震の被害想定) 

   

◎ 清水天然ガス発電所と津波についての真実 
   ー「本当の津波の高さ」と「遡上高の恐怖」—— 

6. 安全② 清水天然ガス発電所と津波についての不都合な真実  
  ——津波で最初に破壊されるのは「防御壁」—— 

地震

で最

初に

崩壊

する

の

は、

壁と

盛土

部分

では

ない

でし

ょう

か？ 
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 国の中央防災会議の資料に基づく南海トラフ巨大地震被害想定によれば、清水区の津

波の高さは「１１㍍」です。東燃は繰り返し「発電所周辺」は5㍍としていますが、津波

は清水の全域を襲うのです。発電所だけが、流入した海水の中に孤島のように浮かぶの

でしょうか？  
        ◎ 遡上高（そじょうこう）の恐怖 
 津波が危険なのは「遡上高」です。狭い湾内に入り込んだ津波の高さが元の津波の高さの

数倍となる現象です。津波の高さを「５㍍」としても、その遡上高は「１０〜２０㍍」とな

ります。東燃はこのような「遡上高」は「基地周辺では起こらない」と主張しています。 

   

 
(出典 宮城島市 HP www.city.miyakojima.lg.jp アクセス日 平成 28 年 7 月 28 日) 
 

     ◎ 私たちの町と清水ガス火力発電所の関係 
・あなたの家は

発電所からどの

くらい離れてい

ますか？ 
 
 
 
 
・辻、袖師の小

学校はどこにあ

りますか？ 
 
 
 
 
 
 
（「サマリー」12 頁） 
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 東燃はガス火力発電所が富士山の景観を損ねないと主張していますが。                         

■ ドイツ「ドレスデン・エルベ渓谷」は渓谷に橋を架けただけで、景観を損ねたとの理由

で世界遺産(文化遺産)登録抹消となりました(2009 年)。 
 

 
                                   （「サマリー」9 頁） 

７. 清水天然ガス発電所と景観についての不都合な真実    

          ——発電所からは白煙もたなびきますー 
７．清水天然ガス発電所と景観についての不都合な真実 
  —発電所からたなびく白煙と世界遺産の関係— 
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      ◎ 富士山はどこから見たら一番美しいか？ 
 
 清水に住む私たちは毎日、清水駅から望む富士山を楽しんでいます。また、清水の祭りに

来る人も駅からの富士山の眺めを美しいと思うでしょう。 

 遠方からの旅行者が清水駅に降り立ち、改札口を抜けると、目の前に見える雄大な富士の

姿に感動します、富士は清水の宝であり、失ってはならないものです。 

 東燃制作のフォト・モンタージュは、しかし、遠く離れた場所から見た富士山です。そこ

には霊峰富士の美しさも感動もありません。 
 
      ◎ この光景⇩はどこが美しいのか？ 
                       （下の写真は作成者による CG） 

 
 来清した外国人観光客が、この光景を「美しい、ぜひまた清水に来たい」と思うでしょう

か？ 清水港には外国客船が多くの観光客を乗せて入港します。その時に、真正面に見える

のが富士山ではなく、清水ガス火力発電所の３本の煙突とその排煙であるとしたら、彼らは

また清水に来たいと思うでしょうか？  

 

■ 火力発電所の醜悪な煙突とそこから立ち上る排煙が、青い空を後景にした富士山を覆い

尽くす時、私たちは失望し、外国からの観光客は激減するでしょう。  

   ◎ 清水天然ガス発電所と景観についての真実 
         ー清水の宝・富士山を穢すなー 
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 ◎東燃清水天然ガス火力発電所について知っておきたい真実 

    清水にガス火力発電所はいらない。 

 
                              （写真は作成者による） 

       —東燃清水天然ガス火力発電所についての真実— 
 第一に、東燃は慈善団体でも、環境保護団体でもありません。営利企業です。その目的は 

  企業利潤、株主利益です。東燃は地元の僅かな人々への小さな利益と引き替えに、コス 

  トの節約になるという理由だけで清水の人口最密集地に発電所を建設しようとしていま 

  す。発電所がもたらす「負の経済効果」を負担するのは、地元の人たちです。 

 第二に、東燃の環境アセスは東燃にとって都合のよい情報のみを与え、発電所「近隣」で 

  の大気汚染の可能性や、建設予定地が埋め立て地であったことについては沈黙していま    

  す。東燃は環境アセスに「安全」項目を入れ、調査するべきです。 

 最後に、東燃清水天然ガス火力発電所についての真実は「建設しないこと」（「根本安全」 

  といいます）。そうすれば、大気汚染も地震被害も景観毀損も生じません。子供たちも安 

  心です。 

 このパンフレットは非売品です。清水市民の熱意と良心で作りました。このパンフが少しでも役に立

ったと思われた方には、カンパ１００円を頂けると幸いです。 

                 発行団体および連絡先 
「LNG 火力発電所に反対する住民の会」        松永行子 054-367-1317 
「マークス・ザ・タワー清水・東燃ガス火力発電所建設に反対する住民の会」  
                            田島慶吾 054-368-4487 

 Official Site ‘‘ 清水駅前’’ LNG 火力発電所建設に反対する連合会       

                         http://nolng.web.fc2.com/ 

 


