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平成１９年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１９年７月１０日（火曜日） 

  開会 午後 １時３０分 

  閉会 午後 ３時０１分 

  

○調査事項 

 大気汚染の測定について 

  

○出席委員（６名） 

委員長  吉 田 和 子 君    副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員  西 田 祐 子 君          宗 像   脩 君 

      大 渕 紀 夫 君    議  長  堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（１名） 

委 員  根 本 道 明 君 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

生 活 環 境 課 長   目 時 廣 行 君 

生 活 環 境 課 参 事   萩 原 康 政 君 

生 活 環 境  Ｇ  主 幹    竹 田 敏 雄 君 

生 活 環 境  Ｇ  主 査    小 林 繁 樹 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事  務  局  長    上坊寺 博 之 君 

書        記    久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） ただ今より、民生常任委員会を開会いたします。それではさっそく、

調査に入りたいと思います。みなさん、お手元に資料が行っていると思いますけれども、大変

難しいものがありますので、説明の方を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） それではこの度、日本製紙株式会社釧路工場、旭川工場でば

い煙データの改ざんという、そういうことが起きました。白老工場において２日の日、胆振支

庁、苫小牧環境監視センター、こちらの方で白老工場に入りまして、一応点検をしております。

この内容につきましては、竹田主幹の方から一応説明をさせていただきたいと思います。２枚

目なのですが、報告１の部分の４番まで、調査結果の報告まで竹田主幹の方から説明をさせて

いただきます。５番目の現時点での状況について、私の方から説明をさせていただいて、あと、

こちらの添付書類の表の方、この説明については、小林主査の方からいろいろ細かい内容で説

明をさせていただきたいと、このように思います。まず、竹田主幹の方から説明をさせていた

だきます。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹、よろしくお願いいたします。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） それでは、報告１の説明をいたします。ページが１ページ

目になります。７月２日に北海道新聞に発表された、日本製紙の釧路工場の関係で、北海道が

行なった白老工場の立ち入り調査の結果報告でございます。調査日は、平成 19 年７月２日、月

曜日１日間です。調査機関につきましては、北海道胆振支庁と苫小牧環境監視センターでござ

います。調査項目につきましては、まず、チャート紙、記録紙に記載されている窒素酸化物の

測定値が、基準を超えていないかどうかというかの確認でございます。それから、二つ目とし

まして、測定値を日報に記載する際、改ざんがないかどうかを調査しております。調査したボ

イラーにつきましては、石炭ボイラー２号と４号でございます。それから重油ボイラー７Ｂ、

回収ボイラー10Ｂでございます。後ほど、測定記録の説明のときに詳しく説明いたしますけれ

ども、２と４につきましては、表に書かれている№３の数値になります。これは、後ほど詳し

く説明いたしますので。７Ｂと書かれてありますのが№７、10Ｂと書かれてありますのが№10

となります。測定している地点についてでございますけれども、各ボイラーの煙道の集塵機の

出口でございます。調査データにつきましては、平成 19 年の５月、６月分と平成 18 年の８月

分でございます。その結果報告でございますけれども、翌日３日火曜日に日本製紙白老工場の

技術環境室からの報告がございます。①、②の件につきましては、道の検査報告において、基

準値のオーバー、データの改ざん等はなく、適切であるという旨の報告を受けております。以

上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 続きまして、５番目ですが、まず次の新聞の記事を見ていた

だきたいのですが、これは７月６日の道新の記事でございます。これの一番下の、また白老工
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場では、という部分を見ていただきたいのですが、先ほどの調査の内容につきましては、2004

年から 2006 年度の３年分のデータのうち、３ヶ月分を抽出して調査をしております。それで、

５番目に戻っていただきまして、これは６日の日に電話して確認をした内容でございますが、

日本製紙株式会社釧路及び旭川工場のばい煙測定データの改ざんの関係で、まず日本製紙の本

社では、調査委員会を編成して現在、各工場に調査員を派遣している段階と。これは、６日の

時点の段階でございます。そんなことで、今現在、その調査をしている段階と、このようにな

ります。近々その結果が出されるということで、この結果がまとまった時点で本社の方から一

括して発表される予定と、このように伺っております。近々ということで、今日なのか明日な

のか、その辺大体近々というようなことで伺っております。それでは、こちらの資料の方、小

林主査の方から説明させていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査、よろしくお願いいたします。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） お手元に届いています資料が、日本製紙から町へ報告され

ている記録でございます。公害防止協定に基づいて、提出されております。19 年の５月分を用

意しております。測定の記録表の見方でございますが、２枚目です。一番左の項目。ばい煙発

生施設名とありますが、石炭ボイラーが５基、重油ボイラーが２基、回収ボイラーが３基、デ

ィーゼル発電機、ＬＭＫ、ライムマットキルンの略でございます。石灰焼成炉というものでご

ざいます。ＰＳ焼却炉、これはペーパースラッジ焼却炉のことです。回収ボイラーなのですが、

これはチップからパルプを作った際に、お湯で煮るのですけれど、その煮汁にセルロースなど

の有機物が溶けており、それを煮つめて燃料としたものが黒液となりますが、それを燃料とし

ております。測定年月日ですが、測定年月日の入っていないものは、これは現在動いていない

ボイラー、焼却炉となっております。測定者が北炭ゼネラルサービス。これは、自社で測定し

ているものではございません。第三者の測定機関が測定している記録でございます。次に測定

方法ですが、ＪＩＳ、Ｋ0103、Ｚ8808、この方法によって測定しております。２つ飛ばしまし

て、燃原料種類とありますが、これがボイラーの燃料です。石炭、重油、黒液、重油、ＰＳ、

ペーパースラッジ、これはちょっと休止中ですので動いてはおりませんが。次に、排出水分、

排出ガス温度、排出ガス量、これがそれぞれのボイラーから出てくるガスの量でございます。

№３の石炭ボイラー、２段書きになっておりますが、第５の石炭ボイラー、２段書きになって

おりますが、上段が燃料から理論値を基にして出てきた数値でございます。下段は排ガスの実

測値を基にして出してきた数値でございます。それで、次の硫黄酸化物排出量ですが、全ての

ガス、その中の硫黄酸化物の量ということになります。次が濃度、それからばいじん濃度とな

っております。単位で立方メートル、Ｎ／ｈとありますが、これは０度、１気圧における１時

間の量という単位です。備考欄にＫ値とありますが、これは排出ガスの旧排出量を測定すると

きの定数であります。№３の石炭ボイラー、この中で 1.85、2.05 とありますが、これにつきま

しては、酸化物の排出量がありますが、これが排出ガスに値する量。白老ですと 17.5 なのです

が、計算すると２前後の数値で留まっているというように考えていただきたいと思います。   

もう一度説明いたします。Ｋ値、白老の場合は 17.5 で定められております。それで、実際に
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硫黄酸化物が排出されますが、その量を計算していくと、そのＫ値は 1.85、2.05 になるという

ことです。 

○生活環境課長（目時廣行君） ここはちょっと難しい所なのですが、この定数が３から 17.5

という形で、その間で地域によって決めなさいということになっているのです。白老の場合は

17.5 という、一番割りと甘い数字なのですけれども、17.5 で決められています。例えば、大阪

とかばい煙が出るような工場が集積している場合、その場合は 3.5 とか、そういう厳しい数値

を設定する。地域によって数値の設定が違うということなのです。したがって、それを換算す

ると、この備考欄にある 1.85 あるいは 2.05 と、このようになるということなのです。わかっ

ていただけたでしょうか。ですから、この数値が実際の設定した 17.5 よりも極端に低いという

ことで、相当排出されるデータが良好な数値で出ているというふうに理解していただきたいと

思います。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） №５の石炭ボイラーについても数値がありますが、№２か

ら№５ボイラーについては、１つの煙突から排出されております。それで、合計しますと、Ｋ

値の右端の 2.10、2.32 という数値になるということです。同じく回収ボイラーの№８、№10。

これについても、1 つの煙突から排出されておりますので、Ｋ値それぞれありますけれども、

合計しますと 0.37 でＫ値が計算上なるということでございます。次のページに移ります。左か

ら４項目のばい煙処理装置能力ですが、装置名とあります。ＥＰとありますのは、電気集塵機

のことでございます。№７の重油ボイラー、これは湿式脱硫による処理装置が付いております。

それからスクラバー、シャワー式のものだというふうに聞いております。次の欄が処理能力で

ございます。次に、排出基準に移りますがＳＯＸ、ソックスと呼んでいますが、硫黄酸化物の

ことです。次にＮＯＸ、ノックスと呼んでいます。窒素酸化物の排出基準です。ばいじんの欄

でございます。それぞれのボイラー、その他の発生施設につきまして、排出基準が定められて

おります。次の測定値ですが、ここが実際のボイラー等から排出される量でございます。ソッ

クス、次のノックスのＣＳｐｐｍとありますが、これはノックスの濃度のことを示しておりま

す。次に、ノックスの排出量、ばいじんの排出量となっております。石炭ボイラー、№３です

が、これは例えますと、№２から№４の石炭ボイラー。これは、同じ集塵機を通って１つにま

とめられて出てきますので、№３の右の測定値として出てきております。これが、硫黄酸化物

でありますと、ソックスでありますと 163、これが３基、排出基準となっておりますが、これ

が測定値では３つ合わさって理論値が 25.0、30.5、実測値ですね。こういう数値が測定されて

おり、かなり小さい数字で出てきております。同じくノックスの値、測定値、ばいじん測定値

として出てきております。ノックスの排出基準 21.4。№２の石炭ボイラー、№３が 21.4、№４

が 18.0、合計しますと大体 60 ぐらいですか、そこで実測値になりますと、測定値になります

と 14.3 から 17.4 という数値になっております。毎時につきましては、№２の石炭ボイラーか

ら№４の石炭ボイラー、合計しますと約 33 くらいですか、その数値が基準になっておりますが、

測定値では 6.6 から 8.0 という数値になっております。いずれも基準値は超えていないと、下

回っているということになります。測定値の一番下、合計とありますが、ソックスの一番下。
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52.6、61.9、これが公害防止協定の数値とどうなのかというのを私たち見ているのですが、下

から２番目の町協定値とありますが、排出基準の所にソックスですと 400。これと比べまして

下回っていると。それから、ノックスにつきましても、基準値が 140 ですので、ノックスの測

定値 68.6、69.1 下回っていると。それから、ばいじんにつきましても、町の協定値が 160。こ

れに対してばいじん測定値が 19.8、21.1 下回っているというふうに見ております。次に煙突で

すが、これは№２、81 メートルの高さ、直径が３メーターという表し方をしております。それ

から煙突の吐出速度ですが、それは１秒間にガスが何メートルの速さで出ているかというふう

に考えていただいて結構だと思います。以上で測定記録の見方終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 今説明をいただきましたけれども、特殊な要項もたくさん出てきて

おりますので、わからないことを含めて質疑を受けていきたいというふうに思います。皆さん

の方から、ご質問があればどうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 新聞、テレビの情報による旭川だとか釧路の改ざんなのですけども、

どこをどういうふうに改ざんしたか、それは抑えているのですか。旭川、釧路の場合。 

○委員長（吉田和子君）  目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） これはあくまでも新聞の報道の内容ですが、ボイラーのばい

煙測定のデータを日誌に書くときに、その数字を改ざんしたと、このように私共は推測という

か、そういうふうに考えております。そのことが、白老の工場でもそういったことがあるのか

ないのか、これは今本社の方で調査員が入って調べてみて、ある程度その結果がまとまり次第、

白老町にも報告があるというようなことで連絡は受けております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 疑えば切りがないのですけども、たまたま釧路と旭川がそういうこと

あったものですから、これはどうしても考えさるというか、言わざるを得ないわけですけども、

こっちの方の結論として、そういった改ざんは白老の場合には無かったというふうに、ここに

は書いてあるのですけども、この表を見て、私も初めてどういうことを意味するかは、少しは

わかったような気がするのですけども、正直言ってわからないのです。これを改ざんしようと

すれば、その可能性があるのではないのかなというふうに、ばれないように、誰にもわからな

いように、もしこれを既に改ざんして、こうですよと出されたら、これは我々にはわからない

のではないかなというふうに、そういう疑いを持つのですけども、そのあたりはどういうふう

に考えていますか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 私共、日誌とそのデータとつき合わせて見ているわけではな

いので、これはわからないです。じゃあ、どうすれば良いのかというようなことで、これはや

っぱり今後考えていかなければならないことだとは思うのですが、今まではやっぱりある程度

信用して報告書で特に問題なければそのままといったことなのですけども、これだけ旭川だと

か釧路でこういった問題が起きて、まして白老町にも同じ会社の工場があるわけですけから、

これはある程度定期的に工場に出向いて行って、それを確認すると、こういったことは必要に



 6 

なるのではないかと。これはまだ今の段階、検討の段階ですけども、そういったことを考えて

いかなければいけないなというふうには考えている最中です。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 調査機関が、北炭ゼネラルサービスという所で、第３機関でやってい

ると言いますから、まだいわゆる日本製紙そのものではなくて、第３者がやっているというこ

とから、これは信頼おける数字なのだろうなとは思いますけども、例えば伊達火力発電所でも

ありましたよね。しかも長期期間に渡ってあったと。そういうデータをねつ造するとか、そう

いう改ざん問題があっちからもこっちからも出てくると、どこを信頼していいのかという、い

わゆる信ぴょう性ですよね。もちろん、会社の方からこうですよといったときに、100％これを

信じたいのです、気持ちとしてはこれを信じたいのですけども、そういったいろんなことを聞

いたりすると、本当なのだろうかなと、疑い誰でも持つと思うのです。ですから、これはさら

に正確度と言いますか、それを高めるにはもうこれ以上の方法は無いのだろうかというふうに

思うのですけども、どうでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 先ほど言いましたように、定期的にこちらの方から担当者が

行って、その測定データと日誌とこれを対比して確認するしかないのではないかというふうに

考えています。それが、１年のスパンでやるのか、半年のスパンでやるのか、３ヶ月のスパン

でやるのか、この辺はちょっと実際私共も現物を見た上できちっとした考え方を出さなければ

ならないというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） この調査データは平成 19 年度の５月と６月分、これはわかるのです

よ、今７月ですから。去年の 18 年８月というふうに１つ出ているのですけども、１つだけ全然

時期がずれている。去年の８月分が出てきているというのは、何か根拠があるのですか。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 19 年５月、６月、18 年８月、これはデータの中から３か

月分を抽出したという形なのです。ですから、特段意味があるわけではなくて、選び出して３

か月分をしましたということというふうに聞いております。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １つ、調査結果の報告、本社から来た報告結果があるというふうに言

われたけれども、当然これは、それは公表されるということで良いかどうか。もう１つは、ど

なたかさっき言っていましたけれど、町の監視であそこにデータ出ていますね。あれとの関わ

り合いというか、それとはどんなことになっているの、まずそこ。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 今現在、本社の方から調査員が来て、調査をしていると。こ

れについては当然、日本製紙の白老工場の担当者の話しでは、10 の工場にそれぞれ派遣して確

認中と。これについては、最終的にその結果をまとめて公表するというようなことは聞いてお
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ります。おそらくその前に白老町で問題があれば、その工場から何らかの報告があるというふ

うに考えております。それから街頭のモニター、あれと煙突のデータとの関係ということです

が、直接的には関係は無いというとまた誤解される可能性がありますけども、煙突から出たも

のが、これが何らかの形で希釈されて、人体に影響のある基準値以下であるかどうかと。それ

プラス当然工場から出たばい煙プラス車からもソックス、ノックス出ますから、こういったも

のが加味されて街頭表示されるデータになるということになると思います。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一般的に言えば、今説明を受けた範囲でいけば全く問題が無いという

ふうに思われますよね。これは、当然データとしてもらっているとしたら、もちろんここに書

き込まれる前に改ざんされるわけだから、ここからは絶対改ざんは出ないのですよ。だから、

そういうことで言えば、１つだけ胆振支庁と苫小牧の環境管理センターが入ったから、その分

については無いということは、これははっきりするだろうと思う。疑うのではなくて、本社か

ら来るというのは、同じ会社が同じ監査やるようなものだから、そういうことで言えば、そこ

ら辺の制度の問題と言うのか、改ざんなどというのは、結構こういう重要なものでなければあ

るのですよ、実際には。影響の無いもので。だから、そういう意味で言えば、この調査の制度

というのは、どれぐらいで考えられますか。それは相手を信頼するしかないということなのか。

支庁と監査センターやったやつについては良いのだけども。だから、ここをもうちょっと広く

やるとか、抜き打ちでもうちょっと前のやつをやるとか、そういうことは無いのかどうかとい

うようなことなのですけども。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） ここは、本当にどう、あれですね・・・。完全に信頼するに

は、ちょっとどうなのかなと。じゃあ、ある程度抜き打ちで３ヶ月ぐらいやってみるかとか、

そんなことは報告を聞いてみないと、それはやらなければならないのかなという、今ちょっと

迷いの部分なのですけども、そういうふうに調べていかないと住民の皆さんの不安は解消でき

ない部分はあるのかなというような思いはあります。ちょっとまだ、こうしたいというまでは

いっていないのですが、そういう段階ですね。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、ミートホープなんかはわからなかったから、こうなってい

るわけですよね。中ではわかって、内部告発もあったり、苫小牧の教育委員会だってああいう

状況の中で起こった問題ですよね。ですから、そういうふうに思われないようにしなくていけ

ないというか、事実関係含めて。私さっき言ったのはどういうことかというと、それは日常的

に操業というか、仕事している場合は、それはこういうものを改ざんするのではなくて、例え

ば止まったというのを止まらないというのがあるのですよ、そういうのは。どこの会社だって

あるでしょう。それが、信ぴょう性があるかどうか、町民がきちっとわかるかどうかなのです。

信頼するというのは、一つは基本にあるという、十分理解できます。だけど、それを裏付ける

ものが、町の姿勢としてなければ、公害防止協定結ぶ意味も無いし、それは疑ってやるのでは
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なく、確認するためにやるという姿勢ですよ。初めから疑ってやるというのは、良くないから。

だけど、そういうことを町も独自でやらないと駄目ではないか、今言われましたから良いのだ

けど、やらないとやっぱり疑うのではなくて、裏づけを取るという意味で、僕はやっぱりやっ

た方が良いのではないかと思うのだけど、もう１回。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 当然、まだ報告を聞いていませんので、何とも言えない段階

ですが、その報告の内容によっては町の方から出向いて行って、そのデータを確認させていた

だくという、そういう考えは持っています。 

○委員長（吉田和子君） ほかに。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 大渕委員と重複する部分もあるのかなと思うのですけど、安全性

の絡みですよね。今、報告を受けて大体理解をさせていただいたと。個人的に懸念している部

分は払拭されたのかなというふうに思っています。その経緯として、本元の釧路だとか旭川と

は運営者が一部変更になっているという部分あるので、従前の気質が良い方向に残っていたの

かなというふうに、僕としては判断をしています。ただ、言いましたとおり、はまなすスポー

ツセンターの隣にある表示板が、大きく今回の問題等々に傾注している住民の方々が多いと思

うのですよね。そういう意味では、大渕委員の方から言った対応を防止協定の中で、町側の姿

勢として明確にしていくということをいただきましたから、それについてそのように進めてい

ただきたいのですが、今回の一連のこの報道絡みで、実際問題、担当課に問合せ、それからど

のような説明、もししているのであれば、その事例をちょっと報告していただきたいなと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 町民の方から問い合わせ。今の所、町民の方から直接あるい

は電話等で問い合わせは無い状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） それは幸いなのか、あまり関心が無いのかという部分で、あれか

なと思うのですけども、結果がある程度明確になれば、うちも広報誌というのがありますから、

それに掲載するなり考えてはいらっしゃると思うのですけど、これを機会に環境の計画、条例

もわが町では持っているわけですから、その辺を含めて啓発をするような考え方、要するにそ

れを規制される側も受益される地域も、何らかの形で、良い感じで協調関係取れれば良いと思

うのですけど、それについて、これとは違う委員会の質疑の中で、いろいろ進んでいる計画の

中で、町民サイドの組織の立ち上げが急ぎなさいということは、民生常任委員会は言っている

わけですけども、これを期にそういう動きを加速するという気構えがあれば、一言お聞かせい

ただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 熊谷副委員長から、いわゆる環境施策推進会議あるいは環境

町民会議、これを機会に立ち上げを急ぐべきというような、そういうお話しをいただきました。
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今、いろいろと調べております。白老町環境基本計画の進捗、あるいはその実績の評価をどう

するか、それを評価するための組織として町民会議がどうあるべきかとか、それと町民あるい

は環境保護団体がどのように関わっていくべきかとか、そういったことを今ちょっと検討して

おります。何らかの形で案が固まりましたら、また民生常任委員会の委員の方々に説明を申し

上げ、またご意見をいただきたいなと、このように考えております。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ちょっとお伺いしてみたかったのですけども、基準値を超えてという

ことが、新聞でも報道されていましたけども、先ほどの白老町の基準はということでご説明あ

りましたけども、白老町の基準と今回問題になりました所の基準と数値が同じなのか同じでな

いのか、また全国的に見て、白老町は今、公害防止協定結んでいるこの数値が適正なのかどう

なのか、その辺もちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 他市町村との比較をちょっと説明させていただきたいと思

いますが、今回問題になりました釧路、これについてはＫ値が 10 でございます。それから旭川

は白老と同様 17.5 という数値になっております。ノックスは大きい町になりますと、それぞれ

に基準値というものを持ってございますが、白老の場合は基準を持っておりません。その窒素

酸化物、それからばいじんについては数値的には基準を持っておりません。協定の数値はある

のですが、これは基準に基づいて定めているものではなく、お互いこれ位でどうだろうかとい

うことで定めた数値でございます。 

○委員（大渕紀夫君） それが排出基準値ですね。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 量です。はい、そうです。あくまでも排出量ということで

す。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今回、白老町との、お互いこれ位でという、またＫ値なんかに関しま

しても、白老町の町民は今回質問無かったと言いますけども、これから先のことを考えますと、

こういうことが起こったのですから、ぜひ基準値とか協定の部分もぜひ一度見直しをかけてい

ただくという考えはあるかどうか、その辺お願いします。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 日本製紙のボイラーの関係は、来年の８月に新しいボイラー

が稼動をして、廃止になるボイラーがありますので、再度公害防止協定は締結をしなければな

らないということになっていますから、双方協議した上で、再度今の基準が良いのか、さらに

もっと厳しい形でやっていくべきかと。これは、お互い協議しながら決めていかなければいけ

ないというふうになっていますので、当然これは再度協議をしながら、行政としてはさらに厳

しい数値を求めていくという形になっていくというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今回、炭素化する部分について言えば、こういうことというのは起こ
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らないのかどうか。炭素化しますよね。その時にこういう排出が出ないのかどうかということ

です、その装置からですよ。それからもう１つ、その炭素化した燃料、今回新しいボイラー使

うでしょう。そうすると、こういう基準値は下げることができたり、上げることができたり、

こういう貢献というのは全然わからないのだけど、プラスに作用するのか、マイナスに作用す

るのかとか、そんなことはわかりますか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活環境参事（萩原康政君） ちょっと精査してもらって良いですか。前段の最初のご質問

の部分なのですけど、要するに炭素化する装置を入れた場合に、そこの施設から出る基準値は、

いわゆる計測できるかどうかという意味ですね。 

○委員（大渕紀夫君） 出るかどうかということと、例えばばい煙だとかそういうものが出る

のかどうかということと、出ればこういう問題が起こるということは、同じようなことも考え

られるということでしょう。だから、それはちゃんと記録したり、今の状況と違う状況も出た

ら、そこだということになるわけですよね。環境影響評価やるわけでしょう。そういうことが

どんなことになるのかということ。 

○生活環境参事（萩原康政君） 要するにうちの施設も炭素化装置そのものからは、当然ダイ

オキシンはまず出ません。燃やすわけではない。まず、ダイオキシンは出ないというわけです。

それから、その施設を動かすのに、ボイラーが必要です。小型のボイラーが必要です。このボ

イラーは大気汚染防止法の届け出施設に該当するボイラーになります。ということは、大気汚

染防止法で定める、いわゆる大気の基準値というのがありますので、その基準値の中で測定で

きる体制をとります。窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等々については、このボイラーはも

っと大きい脱気のボイラーなものですから、要するに施設のボイラーというのは、法律に基づ

いてありますので、それに基づいて測定できる体制をとりますので、ですから、いわゆるこっ

ちのとは関係なく施設のボイラーはボイラーとして、きちっとした大気汚染防止法に基づく基

準値をとります。それから、水処理施設も当然できますので、これは水質汚濁防止法です。だ

から、両方の法律に関わる基準値がありますので、それを基準値以下になるようにきちんと整

備をして、稼動できるように体制整備をするつもりです。よろしいでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） これをすることによって、好転するのか、駄目になるのか。 

○生活環境参事（萩原康政君） さっき、ご質問を受けていて、要するにうちが燃料を作って、

日本製紙に供給することによって、例えばここにソックス、ノックス、ばいじんとありますよ

ね。ばいじんは該当無いのですけど、ソックス、ノックスの方には影響は出ると思うのです。

という意味は、燃料を焚いたときに、ばいじんは必ず燃やすと中に入っているいわゆる物質の

部分ですから、これは量というのはそんなに変る変化は無いと思うのですね。ところが、ソッ

クス、ノックスというのは、入れる燃料によって変ってくるのですよ。我が方で入れている、

これから白老町の方で燃料作って出して、日本製紙の方で受け取って、少ないですけど、極微

量ですけど、全体から見たらすごく少ない量ですけども、向こうで燃料として使うときには、

日本製紙に私が言っている受け入れ基準、受け入れ基準と言っていますよね。それは、大気だ
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とか燃やしたときに影響が無い１つの基準の中で、燃料の固体のいわゆる窒素濃度、硫黄濃度

というのを決めているのです。わかりますか。要するに燃料、例えばこんな燃料あります、は

い買います、焚きますよね。焚いたときに、燃料そのものに硫黄分だとか、窒素分ががっぱり

入っていると、燃えたときに出てしまうのですよ、ガスとして。そうならないように燃料とし

て受け取るときには、きちんと基準を設けたのが、僕がいつも言っている受け入れ基準なので

す。その基準以下で出しますので、少ない量ではありますけども、白老町が作る燃料を持って

行って、このソックス、ノックス、硫黄酸化物、窒素酸化物の影響というのは無いと思ってい

ます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ２点目、わかりました。量も少ないし、影響はほとんど無いというふ

うに見て良いと。１点目ですけど、別立ての基準値に水質汚濁防止法、大気汚染防止法の別立

ての基準になるということですよね。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活環境参事（萩原康政君） 別立てというのは、先ほどＫ値だとかいう説明をされていま

したけども、中に入っている物質の量というのか、結局ガスとして出たときの、窒素の分の基

準とか、これとちょっとまた別な方法があるのです。別の方法というのは、何と言って説明し

たら良いのか、実は私もＫ値というのは、あまり行政サイドの方でおそらく、大気専門にやっ

ているわけではないですけれども、ボイラーサイドから見たときの量とかというのは、あまり

気にしたことが実はなかったのです。大気汚染防止法なんかを見ていただくとおわかりのとお

り、もっと違う数値が載っているはずなのですよ、0. 01 だとか、0.1 とか 0.02 とか。そうい

う数値の中で我々は見ていっていますので、ですからボイラーはボイラーとして、違う見方が

あるのかなと思って、私は見ていましたけれども、そういう意味で言っています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が聞きたかったのは、要するに今、日本製紙との関係で議論されて

いるようなことになっていますよね。うちで作るものは、やっぱりより厳しい公害防止協定と

言うか何と言うか、そういう基準でなければ、私は自治体が少なくとも関わってやるわけだか

らいけないと思うのです。十分満足できる日本製紙も、こっちもやらなければ駄目だというぐ

らいの、やっぱり基準というか、協定になった方が良いのではないかと思って聞いたのですよ。

そういう意味で、基準が厳しいものをクリアできるような中身になっていますかということを

最後に聞きたいです。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活環境参事（萩原康政君） 要するに、何度も言いますけども、これは排水にしても、ボ

イラーから出る排ガスにしても、他に臭気もありますよね。悪臭ですよね。それとあとは騒音

だとか、振動だとかいう、いわゆる環境の中での環境基準と言われるものが、どう少なく見積

もってもそれだけあるわけです。だからその部分、基準値を下回るという形で施設を設けると

いうのは大前提なので、先般町内会長会議の中で、質問も出ていましたので、お答えしました
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けれども、元々何度も言いましたけれども、町で作る施設というのは、一般廃棄物届出施設と

いうことになりますので、従いましていわゆる受理権限というのは、北海道の環境生活部にあ

るのですね。その基準をクリアしないようなものであれば施設はできませんので、何ぼ頑張っ

ても。何ぼ良い燃料作って、いくら白老町の役場の財政支出が抑えられる素晴らしい計画だっ

たとしても、その基準がクリアされない限り、絶対に受理されませんから。ということは、施

設はできないのです。少なくとも関連法の中での基準値をきちんとクリアできるというもので

なければ建設できませんので、ですからそれに沿って施設整備を進めていかなければならない

というふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 調査地点の各ボイラーのけむりみちと書いて何と読むのですか。この

場所ですけども、おそらく集塵機の出口というから、ボイラーの側にあるのだろうと思うので

すけども、そうですか。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 実際に場所を確認したことはありません。それで、集塵機、

ボイラー単独で集塵機付いている場合もありますし、ボイラー３つ、それを合計して集塵機付

いている場合もありますし、それぞれ場所は違うのではないかと思われます。確認する必要は

あるかと思いますが。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 工場の前のスポーツセンターの横に、あれがありますね。あれは我々

が外からこれがあれだということはわかりますけど、中はわからないのですけども、いっぱい

ボイラーがあるわけですけども、それが別々にあるのか、中には２号はこうです、３号はこう

ですと出るのか。まとめて数字が出てくるのか、どうなっているのですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） ボイラーの今言いました、集塵機をとって、その出口の部分

のデータが街頭の表示に出ているわけではないです。あの街頭表示に出ているのは、一般の大

気中の二酸化窒素だとか、二酸化硫黄の成分の測定値なのです。ですから、直接工場から排出

される濃度の表示ではないということを理解していただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 会社と役場とは直結して、そういったデータを出るというような仕組

みは無いのですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） そういうふうにはなっておりません。直接テレメーターで結

ばれた状況にはなっておりません。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 今後のこともあるものですから、やはり町として、今回のこれを教訓

として、これからどうするかということ。他所でそういうのが出たから、今回の場合釧路、旭
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川で出たので、調査していくということなのですけども、これが釧路、旭川で出なかったらこ

のままだったと思うのです。それで、他所のことを考えるのではなくて、ここ地元にこれだけ

の工場があるわけですから、やはり他所がどうのこうのではなくて、白老としてやはりそうい

うものを疑ってかかるというのはおかしいですけど、語弊がありますけども、やはり常時どう

なのだということで、スポーツセンターのこっちの方は直接でないというから、そっちの集塵

機の方の。 

○生活環境課長（目時廣行君） 工場とは直接なっていません。ただ、街頭の表示と役場は直

接結ばれております。ちょっと、説明悪くて申し訳ありません。工場と役場とは直接テレメー

ターではつながっていない。それから、北吉原のスポーツセンターのあそこに拠点があります。

測定の場所があります。そこと白老町役場のコンピューターとは結ばれております。テレメー

ターで結ばれております。ですから、見たいときには見られる形になっております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 本当に正確なのは、集塵機の方なのでしょう。集塵機の方が一番近く

にあるし。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、ボイラーの出口について、これをきちっと抑制をして

おかないと大気を汚染されるということで、まずこのことと大気中、今街頭で表示しているこ

のデータは全然違うものというふうに理解していただきたいのです。わかりますね。まず、大

気中のそれについては、工場から出る関係と、それから一般、トラックも走っていますし、車、

その排出されたガスも全部吸引して表示されたものがその街頭の表示された数字ということで、

これは分けて考えていただきたいと思います。当然、工場から排出されたノックス、ソックス

はカウントしていますが、プラス車の排出ガスも全部加味して表示されたものです。そのボイ

ラーから排出されるガスの関係については、いろんな脱硫装置だとか、集塵機だとか、そうい

ったものを潜って煙突の先から出るそのものをばい煙測定装置で測定するわけです。それは、

何らかの形でコンピューターか何かで自動的に記録されるようになっているわけです。それと、

日誌があります。日誌なり日報があって、そのデータをきちっと報告する形になるのですが、

そのデータを基準以上になっている場合を、日誌に書くときは基準以下に書く。これを改ざん

という形で行なわれたので、これは不正ですよと。それが無いようにするためには、どうする

かということで今、宗像委員が何らかの形で工場と直接テレメーターで直接結ぶ方法が良いの

ではないかと。なかなかこれをやるには、お金がかかるわけです、設備するため。これはどの

くらいお金がかかるのか、当然調べてみなければいけないですし、また我々が行って見るのも

同じようなことが、結果としてわかるのであれば、とりあえずそういう形でやってみて、それ

でなお不都合であればそういったことも検討していく必要があるかなとは思っています。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 古い話しですけども、製紙工場の硫黄でしょうか、異様な臭いの今日

は臭いなというのがかつてはありました。今、無いのですよね。私、臭いがしているときは気
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をつけなくてはいけないとか何とかあるけれども、今臭いが無いときというのは、これまた逆

に恐ろしいと思うのです。というのは、臭いが無いから大丈夫なのだと。ところが科学的な分

析は、体にどんな影響があるかわからないけども、臭いがしないから大丈夫なのだという、そ

の辺が非常に危険性があるのではないかと。だから、今出てきているいろんな中身の検査と言

いますか、そういうものは今後厳しすぎるくらいやる必要があるだろうと、それが１点。それ

から、今回のばい煙なのですけども、出している、太平洋に流している水の方の調査というの

は、これはどうなのでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） まず、水の方のですが、これにつきましても日本製紙の方

から報告は受けております。数値について、報告は受けております。毎日の分と手で測定して

いる分と、自動で測定機があって、それで出てくる分と、それも２ヶ月に１回報告を受けてお

ります。もう１点、臭いについてですが、かなり臭いがするというときも基準があるのですが、

それを超えることは無いです。実際に酷い臭いではあるのですが、基準が甘いのか、きついの

かちょっとわからないですが、基準を超えるということは無いです。 

○委員長（吉田和子君） １点伺いたいと思います。基本的なことも含めてお伺いしたいので

すが、町の公害防止協定で、この町の協定値というのは結ばれているのですよね。先ほど、基

準値の話しも３から 17.5 とかなり幅があるのですよね。釧路は 10 で旭川は 17.5、白老も 17.5

だと。17.5 までだったら人体には影響ありませんよという数値なのですか。私、すごく矛盾、

３から 17.5 と言ったらすごい差がありますよね。だけど、さっき課長の説明で、地域的な都会

とこの辺と違うというけど、工場のすぐ側に住んでいる方いるわけですよね。そういうことか

らいくと、その基準値のあり方というのを町で結んでいるのだから、それはすぐ側で知ってい

ても、その基準値以内でしたら安全ですよという意味なのかどうなのか。そういうふうに受け

取っていて良いのかどうなのかというのが１点と、それからすいません、ソックス、ノックス、

ばいじん。これの人体に与える影響というのはどういうものがあるのか、その辺ちょっと伺い

たいと思います。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、Ｋ値ですね。Ｋ値そのものは、計算上の定数なのです。

ですから、その基準を定めるための定数というか、そういうふうに理解していただく。濃度そ

のものは、先ほど言いました、例えば３枚目の排出基準でソックス 400 というのは、ボイラー

何ヵ所か燃やしますよね。そうすると、３本４本からの煙突からの煙が出ますね。そのトータ

ルしたものが 400 という数値、これが協定上の基準なのです、硫黄酸化物の場合。それから、

窒素酸化物の場合は 140 と。全ての煙突から排出される煙の中で含まれる量がこの基準なので

す。たまたまＫ値の話しが出たものですから、この表の中でＫ値が出たものですから、ここで

その幅が非常にあると。これは、工場がいろいろと集積された地域、あるいは 1 つしかない地

域とか、そうすると基準の抑え方が違ってきますよということで、捕らえ方が違うと、これを

まず理解していただきたいと思います。ですから、大阪の場合はもっと厳しい 3.5 にしてみた

り、３にしたり、地域によって工場が日本製紙白老工場みたいな工場が 10 もあると、17.5 で



 15 

は収まらないわけです。そうすると、厳しい数値で３にしますと、計算上ではこういう数値を

選定しますということなのです。これはまず理解していただきたいというふうに思います。そ

れから、ソックスとかノックスは人体上、やはり濃くなると酸性雨の問題、それからぜんそく

とか肺、呼吸器官にいろんな障害が出てくるということです。あまり濃度が高くなると、そう

いった問題が出てくるということです。全体的に今はそんなに増えている状況にはないと。た

だ、今、中国あたりできちっとした設備がないために偏西風で日本の方に来ているのが何割か

という、そういうニュース等も流れてはいますよね。 

○委員長（吉田和子君） Ｋ値の話しがあったときに不思議だったのですけど、燃料の方と排

ガスの方と上下であって、これを№３と５のボイラー両方合わせた数字が横の方ですと言った

のですけど、煙突から二つ合わさったときは少なくなるのですね。出てくる数値。これどうし

て少なくなるのかなと思って見ていたのですけど、だからソックスずっと見ていったら、課長

の説明では、これは全部合計しても 400 超えなければ良いと言ったのですけど。全部合計した

ら 400 超えますよね。 

○生活環境課長（目時廣行君） 排出基準は合計したら 400 超えます。測定値を全部足します

と、下に合計書いていますよね。ソックスで 52.6、61.9、これが 400 以下であればクリアして

いるわけです。それから、ノックスについては 68.6、69.1、これが 140 以下であればクリアし

ていると。 

○委員長（吉田和子君） それともう 1 つ、お聞きしたかったのは、この町協定値で 400 とか

140 とか 160 とか決めていますよね。それからＫ値も３から 17.5 で、白老町は 17.5 というの

は、これは白老町の公害防止協定で結んだ数ですよね。 

○生活環境課長（目時廣行君） 17.5 は協定ではやっていません。あくまでも計算上の定数と

して 17.5 を採用しているという。 

○委員長（吉田和子君） それだけのものがあっても、人体的には大丈夫だという判断の元で

の・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君） ですから、Ｋ値を逆算すると、ここの備考に書いている 1.85、

2.05 になりますと、こういうことなのです。 

○委員長（吉田和子君） だから、低いから良いのですけど、17.5 という数値を設定している

わけですよ、最高基準として。だから、そういう数値になったとしても、人体には影響ない数

値として設定されているということなのですね、ということなのですよ。数値というのは、計

算上だけの・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君） 人体の場合は、大気中の数値で判断しなければいけないので

す。これはあくまでも煙突から排出されるものですから、これを何らかの形で、大気中で希釈

されるわけです。ですから、煙突から出る数値そのものが即、人体の影響を受けるかというの

は、これはもうちょっと難しい説明をしないと、私自身も勉強不足な部分ありますけれども、

この高濃度のものが出て、これは即人体に影響を受けるかと言ったら、これは煙突の数の問題

だとか、いろんな条件が加わってくると思います。この数値が即人体に影響があるかというの
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は、これは、私はちょっと説明できないです。 

○委員長（吉田和子君） そうしたら、どうして最高基準値と設けてあるのですか。 

○生活環境課長（目時廣行君） 最高基準値というのではないです。一番甘い基準です、17.5

は。 

○委員長（吉田和子君） だから、それが最高という意味は高いわけですね、一番。３から 17.5

で・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君）ですから、17.5 というのは、一番甘い数字なのです。 

○委員長（吉田和子君） 甘いというのは、一番高いという意味なのでしょう。害から言えば

一番高いという意味ですよ。 

○生活環境課長（目時廣行君）ですから、最初説明をしましたように、３から 17.5 を設定し

なさいと。 

○委員長（吉田和子君）だから、それだけ柔らかくしているということは・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君） これだけのものが集積する工場の数が少ないから 17.5 を採

用したと、私は推測しています。大阪だとか工場がたくさんある地域については、３を採用し

ていると言う。ですから、これを換算すると 1.85、Ｋ値に逆算して換算して 1.85、Ｋが。だか

ら、それだけ低い値のガスが出ていますよというふうに判断できるという。 

○委員長（吉田和子君） 白老は低い値出ているのはこの数値で、1.85 で少ないと。じゃあな

ぜ 17.5 という甘い数値を載せなくてはいけないのかと私は思ったのですよ。ということは、甘

い数値の最高値が 17.5 で持っているということは、それだけのものを出しても、人体に影響が

ないということの判断があるのかどうなのかということを聞きたかったのです。町協定もソッ

クスとかそういうのを設けてやっているのでしょう・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君） これは、すごく学問的な話しになると思うのです。 

○委員長（吉田和子君） 単純に聞いているのです、影響がないかだけ。 

○生活環境課長（目時廣行君） これは、本当に環境審議会がどういうふうに判断されて決め

たか、その辺の部分あると思うのです。煙突からいくらのものが出て、大気中に希釈されて、

人体の影響のない範囲なのかというのは、これは私では説明できませんので、当然どういった

形で 17. 5 を採用したかは、これはちょっと調べさせていただきたいと思います。わかるかど

うか、ちょっとわかりませんけれども。 

○委員長（吉田和子君） わかるのです。集積度合いとか、そういうのも全部含めて。だから

白老は、こういうふうに解釈すれば良いのですね。白老は 17.5 までのＫ値を出しても、あの工

場と白老町の環境からいくと、心配ない数字なのですよという判断をしたということですね。

そういうふうに捉えれば良いのですね。甘くみてそれだけ出しても、白老町に住んでいる人た

ちには、影響がない数値なのですよというふうに判断して良いのですね。この町協定値も 400

とか、どうしてこういう数値が出るのかなと、そのことがわからなかったのです。どうして、

こういう数値になるのかなと。それが人体的に・・・。 

○生活環境課長（目時廣行君） ですから、私も何回も言っていますけども、街頭のモニター
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に出る数値、これが人体の影響があるかどうかの判断の数値になるわけです。煙突から出る数

値については、幅があるわけですね。要するに煙突１本から出るのと、100 本から出るのとは、

そこの数値の考え方が違うわけですね。 

○委員長（吉田和子君） だから、白老は 17.5 まで出ても人体に影響はないわけですね。 

○生活環境課長（目時廣行君） 人体に影響はないような数値には考慮されてはいますけども。

当然、それは人体に影響はないという考え方では設定は仕方しますよね。ただ、単純な説明は、

私はできませんという意味。この煙突から出て、それはいろんな条件によって希釈されて街頭

のモニターに出てくるわけですから。それは、間違いないかというのは・・・。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今言ったＫ値の中身というのは、計算上の数値だよと。その根拠

というのは、いろいろな排出基準だとか濃度設定に必要な計算式で、その数値なのだよという

ことなのですね。それがある程度の枠組みが決められているけれども、それが裏を解して、太

公望の人体に影響があるかとか、環境に影響あるかとか、いろんな問題もそしゃくしながら、

その数値を出しているのかということを、この確認。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） この数値の元になるのは、環境基本法の環境基準なのです

ね。それに基づいて、二酸化硫黄、二酸化窒素、この基準があります。これを超えないように

Ｋ値、排出量を抑えるためにＫ値がそれぞれ、その施設によって定められているということで

す。前段にあるのが、環境基本法の環境基準、それが元になっているということです。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 環境基本法の中に、人体の影響という項目はないのですか。環境

全体という取り決めの概念しかないということですか。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 騒音の関係もありますし、薬種の関係もありますし、それ

から今回の大気汚染の関係、いろいろあります。それぞれが環境基準ということで、定められ

ております。それは、中央の環境審議会の中で専門家、学者さんだとか、研究施設、それらに

よって定められた数値というふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） わかります、言っているのは。我々もうろ覚えにはそういうこと

だろうと思っています。ただ、その中に人体の影響、これの要するにラインというのか、それ

も考えられているのかという、その確認だけ。それは無いですよと言ったら、無いで良いです

よ。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 全体的な考え方として、要するに大気中にソックスにしても

ノックスにしても、人体にどれだけの影響があるのかという基準がありますよね。これ以下に

しなさいと。これは、子どもから人間が一生、何十年吸い続けても人体に影響のない数値とい
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う定め方が大体されますよね。それに煙突から出るものは、影響のないように排出を規制して

いくという数値だというふうに考えています。ですから、こうやって解釈すると、人体に影響

のない数値だと解釈できるというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 日本製紙から後に来るデータについては、何らかの形ですぐ常任会開

けとは言いませんから、何らかの機会に、その中身をきちっと我々に報告をしていただきたい

というふうに思うのですけど。 

○委員長（吉田和子君） ３年分のやるということになっていましたよね。その結果がいつ出

るかははっきりしていないということでしたよね。近々ということでしたよね。 

○生活環境課長（目時廣行君） その場合、どういった形で報告をしたらよろしいか、もしこ

の場である程度、方向付けをしていただければその対応をしたいなというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が今言ったのは何かというと、それは今の段階では問題ないという

ことなのだから、慌ててやる必要はないと思う。ただ、それは日本製紙との関係でも、それか

ら新しいボイラーが稼動する中で、もし万が一かわからないけど、公害防止協定の見直し等で

も考えられるわけでしょう。そうなると、その状況は我々は知っていたいということですから、

時期は別に明日、明後日ということではなくて、私個人は結構だと思います。ですから、常任

委員会ずっとやりますから、その時に皆さん方あれば、その時点でも構いませんし。 

○委員長（吉田和子君） こういうデータが来ましたということで、お知らせいただいて、そ

れで委員会を開いて説明を受けたりとかする必要があるかどうかは、こちらの方で検討させて

いただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） まとめの場合も考える必要があるのは、21 日のときに１個提案

しましたね。当然、今継続するもの１件あります。新たに、これ３件目なのです。また、違う

ものと増えていきますよね。全部、本当にまとめて報告する必要があるか。その辺は検討する

必要があると思います。例えば、主なものを報告して、これを取り上げたと、そういう程度抑

えるか、こういう報告を受けたと簡単に済ますか、いろんな方法あると思いますけど、今後試

行ですから、通年の試行ですから、どのものを取り上げていくかは未知数ですので、全部まと

めると言ったら、委員長の負荷も相当なものになりますので、その辺はその辺で判断して決め

られた方が良いかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） やっぱり、手探りの状態の今の通年議会で、今回はこの問題がも

のすごく緊急性もあるし、我々知っておく必要もあるかなということで、委員長にお願いして、

こういうふうに所管にしてくれということを言った一人なのであれなのだけれども、議会全体

としても、やはりまるっきり全員が向いているかというと、そうではないのだろうけど、我々

は所管の意味で環境問題もあるわけだから、そう意味では精査しておくべきであろうというこ

とだったので、これは何らかの形で示すことも必要なのかなと思いますけども。こういうふう
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に説明受けたと。こうこうだというぐらいはやっぱり。先ほど大渕委員が言ったように、今後

の日本製紙のデータの出方では、変るかもしれないけどと言うけど、それも見ながら報告をま

とめた方が。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それともう１つ、局長言った中であるのだけど、僕は所管事務調査、

もっと短くても良いのではないかと思うのです。長すぎる、長ければ良いというものではない

と思うのです。だから、局長言ったように、これからそういうのがあるから、ただ取り上げて

全然何も報告しないと言っても、これもちょっと何かなと思うから、もうちょっとコンパクト

にまとめるような努力をみんなでした方が良いのではないかなと。 

○委員長（吉田和子君） 今回もし後から出てくるデータも問題なければ、こういった数値で、

３から 17.5 の以内にきちっと入っていますと、問題はありませんでしたと、それだけで良いと。 

○委員（大渕紀夫君） これくらいで良いと思う。ここの流れが、ここをきちっと議論してや

っていれば良いわけですから。 

○議長（堀部登志雄君） 今の聞いた中では、現時点では全く問題は無い。ただ、過去３年間

調べて、過去あったか無いかというのはあるかもしれないし、その結果が報告されるのだから、

そういうことで今後については、大渕委員が言ったように、ものによって関係性なかったと事

務所に報告して、こういうことやりましたと、確認しましたということだけ、議会に報告して

もらえれば、それでないと今回正直言ってこれが突発で入っていますよね。私も会期延長して、

通年会を目指した試行の中で急にボーと出て、これやるという形だから、こういう形のものが

何かちょっと話題になったらすぐ取り組めるという１つの動きの中で、全部何か起きたらすぐ

委員会。逆に大変なこともあるし、そういう面でそれでも数は多くなっていくことだから、や

っぱり今までみたいな長文でまとめるといったら大変だから。 

○委員長（吉田和子君） これから、考えなければいけないのは、こういうふうにいつでも開

けると言ったらおかしいですけど、とれるわけですから、やっぱり基本的には町民に関わりが

あること、それとやっぱりそのときの流れの中で、町民が心配に思ったことだとか、不安に思

うことがあったときには安心安全なまちづくりの基本からいくと、民生常任委員会というのは、

そういうことを一番関わりがありますので、そういった時点では取り上げる必要があるという

判断をしたときには取り上げて。報告は、本当に明確に簡素化をして、心配ないですと、こう

いう数値で心配ありませんでしたと、それで私は良いのかなという。町民の考え方は、調べて

報告をしていただいたということでは安心はしていてだけるのかなというふうに思いますので、

議会はそういう役割もするべきなのかなと思いますので、基準値の決め方は私も納得できてい

ない。そういうことで、データが出た時点で、また委員会を開会するかどうかは副委員長とも

相談して決めたいと思います。 

その前に、民生常任委員会の７月 23 と 24 日の日程をここに出させていただきました。本当

は 23 日の１日で終わらせたかったのですが、産業廃棄物処理施設のマルトラさんの説明をでき

る社長さんがどうしても 23 日はいないそうなのです。それで、社長でなければ、説明が質問さ
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れたときに答えられないということで、24 日午後からだと都合が良いということですので、ち

ょっと変則になりましたけれども、こういった形で組ませていただきました。よろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員（西田祐子君） マルトラさんでなければ駄目だったのですか。 

○委員長（吉田和子君） 同じ仕組みでされているのが、マルトラさんだというふうに私は聞

いたので。というのは、ケイホクさんが申請されているのですよ。それと同じ手法をとってい

るのが、マルトラさんだというふうに聞いたのです。それで、見ておいた方が良いと思ったの

ですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 内容からいきますと、事務調査というのは、今回、道の方に上

がっていますケイホクさんの産業廃棄物の処理施設の説明を受ける、概要説明。その対比があ

って、マルトラさん造ったばかりだしということで、見たいという委員長の判断だったのです。

合わせて最終処分場も見ましょうと。これは、マルトラと最終処分場は前後するかもしれませ

ん、社長のご都合によっては。そういうことでとったことなので、別に他意があってどうして

もここということではございません。 

○委員長（吉田和子君） この日程でよろしいでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ケイホクさんの一定の資料は出るのですか。資料と言ったらおかしい

けども、どういう計画だとか、道に出している申請書類だとかあるでしょう。道に出している

申請書類を出せというのではなくて、どういう計画でどれくらいの規模で、どんなことやるの

かというのは出るのですか。 

○委員長（吉田和子君） 出してもらいます。だいぶ前から言っていましたので。そういうこ

とでよろしいでしょうか。 

以上を持ちまして、民生常任委員会の所管事務調査を終了いたします。ご苦労様でした。 

（午後 ３時０１分） 


