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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。 

今日はどうも急々の委員会にご苦労様です。 

 10 日に民生常任委員会を開会いたしまして、担当課から説明を受けました。その後、調査報告が

近いうちにあるだろうということだったのですが、その日のうちに調査報告が出たということで、

今は報道でしか分かりませんけれども出てきております。昨日の今日で２日しか経っておりません

ので、どの辺まで調査がいっているのか、私たちもわかりませんけれども、担当の方でお話できる

ことも限られるのかもしれませんけれども、そういった中で委員会を進めて行きたいというふうに

思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最初に所管事務調査の資料として報告１というものが来ておりますけれども、これに

したがって説明を先にいただきたいと思います。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、１枚目をめくっていただきまして、日本製紙株式会社

白老工場から書類をもって、このボイラーのばい煙に関する報告書がございます。この報告書は自

社で調査委員会を設けて調査をした内容でございます。 

 それでは、説明をさせていただきます。１ページ目でございます。白老工場ボイラー法令違反に

ついてということで、この「過去」というのはですね、平成16、17、18 年の３ヵ年。この中でいわ

ゆる排出基準を超過したということが判明したということで、その内容をお知らせするという内容

になっています。なお、現在の操業はこの排出基準の範囲内ということで違反のない状態で操業が

継続されているということになっております。 

 それから、１点目の概要でございますが、白老工場のボイラーばい煙について、先ほど申し上げ

ました過去３年間のチャートと日報データを調査しております。この結果、７号、９号ボイラーの

窒素酸化物について、排出基準値の超過が確認されたと、このようになっております。このことに

対して大変申し訳ないというようなお詫びの言葉が付け加えられております。また、再発防止対策

を十分に検討して、二度と繰り返さないというようなことも記載がされております。 

 次に２の経緯でございますが、? 、? については各委員の皆さんご承知の内容になっております。

? ですが、平成19 年７月２日から９日の間。平成16 年４月から平成19 年６月の期間の全ばい煙発

生施設について調査を実施しております。それで、７月５日、日本製紙ばい煙発生施設調査委員会

の立ち入り調査によって、データの書き換えはなかった。しかし、７号、９号ボイラーの窒素酸化

物について排出基準地の超過を確認されております。その他のボイラーを含む総点検を行なってで

すね、７月９日、これは相当なデータ量、20 万点以上のデータ量があってですね、９日の夜遅くま

でかかったというお話を聞いております。 

 次、? の平成 19 年７月 10 日。胆振支庁の立ち入りでデータの改ざんがないことを確認されてい

るということです。 

 続きまして、11 日。ここに記載はされておりませんが、胆振支庁、それから、白老町の立ち入り

があります。午前 10 時から午後４時までの間。この立ち入りの内容につきましては、平成 19 年４
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月から６月の全てのボイラーのデータを調査して基準値超過、あるいは改ざんのないことを確認し

ております。 

 次、３点目の法令違反の事実でございますが、? 大気汚染防止法に係わる違反としましては、排

出基準地の超過ということで３ページをお開きいただきたいと思います。各ボイラーのばい煙調査

結果、平成16 年４月１日から平成19 年６月 30 日とこのようになっていますが、まず、１の電気事

業法に係る窒素酸化物排出状況。ここで７号ボイラーは重油を燃料にしております。それから、９

号ボイラー、これも重油を燃料にしております。この排出基準、７号につきましては190ppm。これ

に対しまして、最大値 213ppm。それから、９号ボイラーにつきましては180ppm に対して 273ppm と。

このようなマックス値でオーバーをいたしました。それで、その超過時間と年度ですが、平成 16

年度につきましてはなかったわけですが、17 年、18 年度について、まず、７号ボイラーについては、

17 年度は９時間、18 年度が 19 時間。９号ボイラーについては 17 年度が 230 時間と、18 年度が 3

時間と、このようになっております。なお、この回数については測定された回数。基準値をオーバ

ーした時の回数になります。 

 次、２番目ですが、これは白老町公害防止協定の関係で、これについては協定値を超過していな

いということで、これは10 日の日に説明した内容になりますが、硫黄酸化物については400 ? Ｎ／

時間、窒素酸化物については 140 ? Ｎ／時間、ばいじん量については 160kg／時間というような形

で平成 16、17、18 年度ともこの協定値以下になっているということでございます。 

 次、戻りましてですね、２ページをお開きいただきたいと思います。まず、４番目の報告されな

かった理由といたしましては、? の法令遵守に対する認識が甘かった。それから、? の管理システ

ムに問題があったということで、排出基準の超過原因については詳細調査中ということになってお

ります。このことについては、後ほど報告されるものと考えております。過去の基準値超過に対す

る認識がなく、公的機関への報告がなされていなかった。 

 それから、５点目、再発防止策。これについては７号、９号ボイラーとも同じような内容で書か

れております。これについてはですね、排ガス中の酸素濃度計の制御精度の向上をまずするという

ことと、排ガス中の酸素濃度の調整により、現在は排出基準内で正常な運転を行なっていると。９

号についてもほぼ同様の内容になっております。 

 それから、? の操業管理面の対応でございますが、まず、①として７号ボイラーに環境インター

ロックを導入するということになっております。これについては、排出基準を超過する前に自動的

にボイラーを停止する装置ということです。それから、②ですが、チャートと日報をライン管理職

が毎日確認するようにしますと。③として、場内報告体制の見直し。操業会議において資料に各ボ

イラーごとの窒素酸化物と硫黄酸化物の時間、最大値を記載して報告をいたします。④として、書

くボイラーの環境データを管理者が毎日、公害防止統括者、公害防止主任管理者に報告すると共に、

異常が認められた場合には速やかに関係公的機関へ報告する体制とすると。⑤として、各ボイラー

の運用管理の見直しとしましては、全ボイラーの緊急事態対応手順書を見直し、設備、燃料供給異

常等で各排出基準値の遵守が困難と思われる際には当該ボイラーの緊急停止を行なうと、このよう

に謳われております。 
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 なお、操業管理面の対応につきましては、いつ改善するとかですね、あるいは実施の結果につい

ては報告をいただくようにしております。また、今回の胆振支庁の立ち入り検査の結果によってで

すね、道として指導書を出す予定になっております。時期についてはまだはっきり分かりませんが、

道の方から指導書を出す前に道と白老町と協議をしてですね、白老町としてどういった対応をする

のか、この辺を協議して日本製紙に対して白老町から指導書的なものを提出したいなと、このよう

に考えております。 

 それから、４ページ、５ページの資料でございますが、これは後で資料を要求したものでござい

ます。日本製紙白老工場で現在あるボイラーでございます。２号ボイラーから10 号ボイラーまで合

わせて９機のボイラーになっております。それぞれ主燃料等を記載されたものでございます。それ

から、５ページ。５ページにつきましては、７号ボイラー、９号ボイラーの硫黄酸化物、それから、

窒素酸化物、ばいじんの排出基準値でございます。以上、参考まで添付をしております。以上、日

本製紙白老工場から報告された内容について説明をさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございます。あと２点あるのですけど、公害防止協定書とい

うのは日本製紙と白老町が交わしている、資料として説明することはないですね。こういうふうに

なっていますということですね。まだ全然、目を通していないのですけど、何か説明するところが

あれば。 

○生活環境課長（目時廣行君） 全部は説明いたしません。ただですね、今回、日本製紙が白老町

に報告されなかったということで、まず、基準値そのものは協定書を超えるものではなかったとい

うことは先ほど説明をさせていただきました。そこで、協定書の一行に基本原則というのがあるの

です。ここの３項ですか、「乙は、公害関係諸法規を遵守し・・・」という項目があってですね、こ

れがまず、法令違反をしていますので、こことちょっと関係が出て参ります。 

 それから、14 条を見ていただきたいのですが、事故時の措置という部分で、「乙は、公害防止施

設に故障、破損等の事故がおこり、公害が発生、または発生するおそれを予知したときは、ただち

に必要な措置を講じ、速やかにその状況を甲に報告するものとする。」ということで、この報告がな

されていなかったということ。協定書の説明の部分で、こういうことは一応確認という意味で説明

をさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。今、説明をいただきましたけれども、質疑をこれから行

なっていきたいと思いますが、質疑のございます方、どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 宗像です。いっぱいあるのですけども。７号ボイラー、９号ボイラーが 16

年度は何でもなかったけども、17、18 年度ということで回数もそこにあるのですけども。例えば、

その２回というのはいつなのか。何年何月何日なのか、そこまでもし分かれば。21 回の方はまだ数

が多いですからいいですけども、２回、３回というのはちょっと分かれば、日にちを教えてもらい

たい。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） では、竹田主幹の方から。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹、お願いいたします。 
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○生活環境課主幹（竹田敏雄君） まず、７号ボイラーです。７号ボイラーにつきましては、平成

17 年５月と平成 18 年４月及び５月です。内訳につきましては、まず、平成 17 年５月が 29 日、30

日、合わせて９時間。それから、平成 18 年４月 28 日と 30 日、合わせて 12 時間。それから、平成

18 年５月３日、４日、７日、合わせまして３時間です。足しますと、ちょっと端数を整理しますの

で合計とは合いませんけれども、こういった状況になっています。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 宗像です。この間、10 日の日に資料として５月の時のこのような表もらいま

したね。この表を私も見て分かったわけではないですけども、こうなっていますからいいというこ

となのだけども。今、主幹の方から話がありました 17 年、18 年のそれぞれのこういう表というの

もあるだろうと思うのです、会社に。この時はこういう結果でしたという、こういう表があったと

思うのですよ。それは手に入れることは可能なのですか、できないのですか。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 毎月ではないですけども、２ヶ月に１回同じものがずっと来て

いますので町の資料として残ってあります。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） この間いただいたのは今年の19 年５月ということなのです。今、お話のあり

ました 17 年、18 年はもう１年、２年前のことなのですけども。どうも私、そこがわからないので

すけども、毎月こういうものが出てきた、その時に今回はこうだったというふうに分かるべきだと

思うのです。それが、どうして 17 年５月だとか、18 年４月だとかというものが、こういうものが

出るだろうに、どうしてそれが今まで没になったのか。それも先ほどありましたように認識の甘さ

と単純にそれでいいことになってしまうのですか。 

○委員長（吉田和子君） 小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） この間提示しました資料についてはですね、測定が第三者機関、

北炭ゼネラルサービスで測定した記録でございます。今回、発表になりましたのは自社で測定して

いる数値ということでご理解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） 今、日本製紙から出ているデータ、７号ボイラーと９号ボイラー

について、排出基準値が７号が 190ppm、９号が 180ppm、これは窒素酸化物についてでございます。

白老町との協定の関係は、ボイラーが４台、５台、あるいは場合によって９台稼動した時の窒素酸

化物の総量で謳っています。ですから、総量で 160 ? Ｎ／時間ですから、この単位の比較が全然違

うわけです。これを比較のしようがないわけです。総量規制と、それから、単体のボイラーの排出

基準ですから、ここは全然、全く違うデータになっているわけですから、ここの部分で一つオーバ

ーしてもですね、うちの方に出てくるこれには、問題は全く見えてこないとこういうことになりま

す。見えてくるデータであれば、この時点でわかっていたはずなのです。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） まだいっぱいあるのですけどね。どうも納得がいかないのは、会社の方から
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今日いただいた、会社の方の資料で今回、釧路、旭川のことがあって、それで７月２日から調査を

始めたと。そして、５日にもうすでに７号、９号ボイラーの排出基準値の超過を確認したというふ

うに出ているのです。７月５日には確認したと、１ページに出ています。１ページの大きな数字２．

経緯。19 年７月２日から９日として、そのまん中に「７月５日、」にというところをずっと読んで

いきますと、「排出基準値の超過を確認。」と。ということは、５日に確認しているということだと

思うのです。そして、うちらが10 日にこの間やったのですけども、その時点では何もわからないわ

けです。その辺りが、そこに６日、７日、８日、９日、10 日とあるわけですけども、それもただ単

純に認識が甘かったという、町の方に話をするとかですね、そういうことが、ただ単純に認識が甘

かった、管理システムに問題あったというだけで事が済まされるのかなという単純な質問です。そ

こが分かったらお聞きしたい。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） これはどういうふうに質問を解釈すればいいのか、ちょっと私、

呑み込んでいない部分があるのですけども。調査委員会が入ったのは７月５日ですね。ただ、私ど

もが確認しているのはですね、７月６日の段階でこの調査委員会が入っていますと、これは確認し

ています。それ以外のことは一切、白老町に情報は入っていない。ただ一つ、調査結果につきまし

ては、個別の工場では情報を発信しませんと。本社でまとめて発表する形になりますと。これだけ

は聞いていたわけです。ですから、それ以外の情報は入るという感覚もなかったですし、そういう

ことしか今は申し上げられない状況です。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） この間の 10 日に私、こういう数字を見たり、もう安全、大丈夫なのだという、

その数字あるいは説明の信憑性が問題だとこの間言いました。どこまで信頼おけるのかと。100％、

私はそういう説明を聞いて信頼したいのだけれども、世の中の動き、いろいろな伊達、苫小牧とそ

ういう事件、事故を見た時に、どうも信頼性がないという話をしていたのですけども。今回、旭川、

釧路から始まって、山口県だとか九州まで６工場、７工場ですか、一斉にそれらが出てきたという

ことに対して、私はやっぱりクエスチョンマークなのです。何で一斉にこうやってばっと出たのか。

よそはないけれども、白老だけ出たというのだったらまだわかるけども、何かしらスイッチ一つ押

したためにザーっと連鎖反応起こして出てきたというところに対してまた疑問があるのです。何で

だろうと。もし、分かれば。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 釧路工場、それから、旭川工場が出てですね、まず北海道が本社

に対して自社が調査をやりなさいと指示が出たらしいです。それを受けて、本社は全国的にまず自

社で調査委員会を立ち上げて、各工場に調査員を派遣して。その調査した結果が新聞で報道された

結果になったとこういうことしか私は認識しておりません。それ以上のことはちょっと申し上げら

れません。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。インターロックを付けるだとかいろいろ対応策ありますけど、
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これはいつまでやるかとかというのは聞いていないという話がちょっとされたような気がするのだ

けど、これは改善がきちんとされたら連絡が来る仕組みになっているのかどうか。 

 それから、今、新しいボイラーを造るのですけど、造ったら、今あるボイラーというのはどんな

ことになるのかね。分かるか、分からないかは分からないけど。 

 それから、町に連絡が来ないというのは、さっき言われた公害防止協定からいうと来なかったら

駄目だということになるのではないかと思うのだけど、そういうことの認識でいいのかどうか。連

絡が来なかったというのは変だというふうに思うのだけど、それでいいのですかという意味です。 

○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、２ページ目ですね。５番の? の操業管理面の対応という形

で、これらがどういう形で計画的にされるのか。あるいは実施された場合には、そういった報告が

なされるのかと。これについては、今、道の方で指導書をつくって、再度、これに合ったような指

導書が出てきてですね、これに対してまた報告を求めるとか、そういう内容になってくると思うの

です。それで、町もこれについて、どういうような計画で実施して、やった場合にはどういった報

告を上げるのか、これは確認をする必要があるというふうに考えております。 

 それから、今のボイラーを今度、新しいボイラーにというのは、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。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） まず、廃止されるボイラーが２号、３号、４号、５号です。予

備として残るボイラーが７号と９号ボイラーになります。それで使う予定のボイラーが８号と 10

号というふうに聞いております。今回、問題となったボイラー、７号と９号、これについては予備

のボイラーという計画になっています。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 最後の町に連絡がないのかというご質問なのですが、これは超過、

オーバーした場合のですよね。本来、そういうものがあれば、協定上ですね、町に報告があってし

かるべきと、こう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） そういう点で言えば、やっぱり日本製紙との協定書があるわけですから、

そういう場合はきちんと報告しなさいと。何ヶ月かに１回の定期報告はちゃんと来ているのでしょ。

そうしたら、やっぱりこういうことがあった時に信頼関係の問題で、新聞報道もされていますよう

にね、やっぱり町民が疑問を持つというのは一番まずいですから、きちんと報告は守らせるという

ことが必要だと思います。ですから、そこは厳しく言うべきだと思うのですよ。 

 もう一つ。こっちは総量規制でつくっていますよね。だから、問題ないのだよね。公害防止協定

との関係で言えば、法令違反の部分だけが問題になるわけでしょ。そういうものをこれに盛るとお

かしくなるのですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 要するに個別ボイラーごとの排出基準をこの協定書に盛り込むと
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いう意味合いなのでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） そういうふうになるのか。 

○生活環境課長（目時廣行君） そうでないと分かりづらいと思います。５ページに７号と９号の

排出基準が入っていますが、各ボイラーごとにこういった数値を載せるということになるのか。こ

れはあくまでも法律上、そのボイラーの性能によって決まっているのです。製造された年月日とか、

燃料の質、タールの含んでいる率だとか、それによって算出された基準なのです。ですから、法律

上、これは絶対に守らなければいけないという部分。これは絶対に守っていただいて、さらに総量

的に守ってくださいというのが協定書の内容なのですね。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。わかりました。要するに、これはもう法律事項だから、協定を

結ぶ、結ばないに係わらずやらなければ駄目だという意味ですね。わかりました。そうしたら、今

の状況で公害防止協定を強化するというふうなことにはならないと。この総量規制で、あとは届け

出さえきちんとやってもらえば、町民の皆さんに心配をかけることはないというふうになりますか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） それで実はですね、この協定書は昨年の11 月、協定を再度締結し

ている。その以前の数値をさらに厳しくしているという内容になっています。その数字をですね、

今ちょっと説明をさせていただきます。また新しいボイラーができた時にですね、再度それは双方

協議して、さらに数値を下げるかどうか、これはまた協議によって決めていくと、このようになり

ます。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） それでは、11 月に改定する前の窒素酸化物の数値なのですけれ

ども、前の数字が 150 でした。協定書の２枚目ですね。そこにある表のまん中、窒素酸化物 140 と

なっていますけども、前は 150 で今回 140 に変えています。それから、参考として硫黄酸化物につ

きましては580 を 400 というふうに変えています。それから、ばいじんにつきましては、170 を 160

にという改定を行なっております。 

○委員（大渕紀夫君） はい。とりあえず分かりました。 

○委員長（吉田和子君） ちょっと単純な質問をしていいですか。 

 先ほど説明が、２ページの７号ボイラーに環境インターロックを導入いたしますということです

よね。それで、お話を伺ったら、新しくボイラーができても７号と９号は使っていくということな

のですけども。今回の報告を見るとね、９号の方が結構オーバーしていたのですよね。そういうこ

とから考えると、９号の方は何か対応、問題が解明されたから、これをちゃんとすれば問題がない

からつけなくていいのか。私にすれば、多く出た９号の方につけるべきなのかなと単純に思ったの

ですけど、その辺はどうなのでしょうか。聞いて、わかるかどうかわからないのですけど、そこま

で把握されているかどうか。竹田主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） はっきりと日本製紙に聞いたわけではないのですけども、推測

というのですか、今現在９号ボイラーについては予備というふうに聞いていますね。 
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 それから、先ほど廃止になるボイラーとか、予備のボイラーを説明いたしましたけども、資料と

しては 18 年 11 月に日本製紙の方からもらった新エネルギーボイラーの設計の計画の中に書いてあ

ることをご説明しました。ですから、今回こういうことがあったので、どうなるかわからないので

すけども、もしかしたら、この計画が変わる可能性もあるのかなと思います。でも、確認はしてお

りませんけども。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 今の補足なのですが、今日の資料の４ページ、そこにボイラー

ごとの説明がありますが、上から２段目、「常用」「予備」という表記がありますが、「７ボイラー常

用」「９ボイラー予備」という表記があります。 

○委員長（吉田和子君） さっきの説明では７号と９号は予備という話をしていたから、新しいボ

イラーができたらね。だから、同じ予備なら７号ついて、９号つかないのかなとちょっと思ったの

です、単純に。それは体制が変わる可能性があるということで。一応、今は７号につけるという、

向こうからはそういう返事が来ているというか、そういう体制でいるということですね。それでは、

９号は今後、検討される可能性があるということですね。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） さっき、廃止と言ったのは、要するにこういうことがある前の

計画なので、もし、こういうことがありましたので日本製紙側の方で検討する可能性はありますと

いう意味でございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、わかりました。他に質疑のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） さっき言いましたことですけどね、やはり届け出をしなくてはいけないと

いうことは、これはやっぱりね、町民の人たちが一番心配しているわけですから、そこはいいとか

悪いとかそんなことではなくてきちんと会社に言って、そういう時は必ずね、大気に係わらずです

よ、水質でも何でも全てのことですけれども、きちんとやっぱり町側に報告すると。そのことだけ

はきちんと申し入れて、町長名で申し入れるか、どこで申し入れるか知らないけど、きちんとやっ

ぱりやっていただくということだけは確認しておいて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） これは支庁と協議して、白老工場側に厳しく文書をもって申し立

てて行きたいと、このように考えております。 

○委員長（吉田和子君） もう一つ、ちょっと単純なことを聞いていいですか。指導書というのは

どういうような意味を持つものなのですか。いろいろなものがあると思うのです。違反をした者に

対してね、いろいろな処置があると思うのですけど、指導書というのは、どういうように私たちは

捉えていいのでしょうかね。その辺わかりますか。小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 例えば道であれば、大気汚染防止法に基づいて指導勧告等の指

導があるということですね。町の場合は協定書違反というのですか、そういう感じで意見、抗議と

いう形になるかと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 指導書とか、勧告とか、ちょっとこの辺ですね、どういった言葉
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を使って文書を相手方に出すかは慎重にやらないといけない部分なものですから、道とも協議した

中でやっていかなければいけないので、ちょっとここは細かい説明はちょっと省かせていただきた

いと思います。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。出た時にわかるということですね。宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 宗像です。この問題については、この２日くらいの間でかなり町民の中には、

新聞も、それから、テレビでも何回も放送していますから、その反響というのはかなり大きいとい

うふうに私は抑えています。この間も私、これを言いました。臭いもしない、目にも見えない、は

たして、これで大丈夫かとこの間言ったのですけども、ますます昨日、今日とたくさんそういった

話が広まっているわけです。不安に思っているという。ですから、まだ今日は12 日ですから、来月

の広報に間に合いますのでね、町として厳重にですね、こういうふうにやるのだという町として姿

勢と言いますか、それを町民にわかりやすくしておく必要が、まず、あるのではないかなというふ

うに思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 広報でいいのか、これもちょっと検討はしなければいけない部分

なのですね。これについても地域説明まで必要なのか。なかなか、これも大変な部分ではあるので

すけども。最低限、広報でお知らせをするぐらいは考えていきたいというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 他に無ければ、以上で質疑を終了したいと思います。 

 どのように諮ったらいいかなと思いまして。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今の町側の説明は、日本製紙さんの法令違反ということの報告書に基

づいての説明だったですよね。ですから、道の絡みと、それから、町のこの報告を受けての対応の

絡みを聞かなければ、うちで所管をした調査のまとめができないと思うのですよ。ですから、その

時期がいつになるかわかりませんけれども、それまで、また、やはり皆さんで説明を聞かなければ

行けないとかということが発生する可能性もありますので、それを念頭に置いて調査を、正副と言

ったら悪いのですけども、正副委員長のところで必要があればということで進め方を一任させてい

ただくということで各委員さんに了承をいただければ有難いなと思うのですけれども、どうでしょ

うかね。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうか。先ほどの説明では、まだ胆振支庁の結果がまだね、今

後なるということと、胆振支庁と町との協議がその前にあるということなものですから、最終的に

は、さっきありましたように、どういうことになってくるのかという結果的なものが、まだこれか

ら出てくるということもありますので、そういった部分ではどうでしょうか。そういう形でまた状

況を見て、判断をさせていただいて委員会を設けるという形になると思います。最終的なそういう

ものが全部、全て終わった時に、まとめが８月31 日までに間に合うかどうかわかりませんけれども、

そういう形で進めて行きたいというふうに思いますけれども、どうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今日、言われた指導書のことだとか出た時には、やっぱり、きちんともう

一度やった方がいいと思います。 

○委員長（吉田和子君） それでは、そういうことで状況は、私たちは常に担当課とやりとりをし
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ながら、時期はこちらから申し出ておきます。出た時にきちんともう一度説明をいただきたいとい

うことはお話しておきますので、そういったことで状況が変わりましたら、もう一度、民生常任委

員会を開会したいと思いますので、それでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                           

    ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） それでは、そういうことで民生常任委員会を終了いたします。大変お疲

れ様でした。 

 

（閉会 午後２時１３分） 

 


