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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８月２８日（火曜日）  

   開会 午後 １時０２分 

   閉会 午後 ３時１１分 

  

○所管事務調査 

  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             根 本 道 明 君 

  

○欠席委員（０名） 

  

○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 主 幹        森   隆 治 君 

臨  時   職  員        松 本 美 紀 君 
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 ◎開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） ただ今から民生常任委員会を開催いたします。 

本日は所管事務調査として、大気汚染の測定についてということで、事務局の方から。 

○事務局主幹（森 隆治君） ご苦労様です。本日の民生常任委員会、大気汚染の測定という

ことで、前回所管の方から資料が行っていると思いますけれども、それを先にやりまして、終

わった後、委員会協議会ということで、白老町バイオマス燃料化施設建設工事発注についてと

いうことで、生活環境課から出ていますので、これについて調査していただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（吉田和子君） 資料が前もって配布になっておりますけれども、皆さんお持ちです

ね。それでは、説明の方お願いしたいと思います。 

目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、ばい煙ですね。ばい煙発生施設の関係で、排出基準を

超過していた関係なのですが、日本製紙の関係なのですが、本日ここに最終的に報告をさせて

いただくことに対しまして、まずお礼を申し上げたいというふうに思います。それで、平成 19

年８月９日に日本製紙の白老工場から白老町長に対して報告が上がっております。これは同日

なのですが、北海道に対しても同様の報告が上がっております。この説明につきましては、竹

田主幹の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹、お願いします。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） それでは、ご説明いたします。 

まず資料につきまして、報告書の１ページから７ページと、添付資料１ページから３ページ

までを使いましてご説明をいたします。 

まず１ページ目です。ばい煙発生施設の排出基準超過に関する報告でございます。平成 19

年７月 17 日付の白生環第 113 号「日本製紙株式会社白老工場の大気汚染防止法違反について」

の指導に基づき、調査事実とその原因及び再発防止対策について報告いたしますとなっており

ます。これが平成 19 年８月９日、日本製紙株式会社白老工場から白老町長宛に出された報告書

でございます。 

以降２ページから７ページにかけて、調査事実、原因、再発防止策が記載されております。 

続きまして２ページに進まさせてもらいます。 

２ページの１でございます。工場の概要です。 

（１）ばい煙発生施設の概要。日本製紙株式会社白老工場に設置されているボイラーは次の

とおりでございます。２号ボイラーから 10 号ボイラーまでの９台のボイラーがあります。今回

の排出基準を超過したボイラーにつきましては、７号ボイラーと９号ボイラーであります。い

ずれも重油を燃料としております。 

（２）ばい煙発生施設運転部門の概要図が出ております。 

ばい煙発生施設運転部門は、原動課が担当しております。組織につきましては、記載されて
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いるとおりでございます。 

２、排出基準超過に関する調査経緯でございます。 

（１）平成 19 年７月４日胆振支庁の指示でばい煙データ（３年間）の調査指示があり、白老

工場で調査を開始しております。同年７月５日から９日、釧路工場、旭川工場の排出基準超過

等を受けて、日本製紙の本社にばい煙調査委員会を立ち上げております。９日に調査が完了し

まして、窒素酸化物の排出基準超過を確認しております。このことから３ページになりますけ

れども、10 日から 11 日、胆振支庁の立会いにより、窒素酸化物の排出基準値超過を確認いた

しております。同日、関係行政機関への報告を行なうと共に、地域住民に周知した所でありま

す。なお、データの改ざんにつきましては、10 日に胆振支庁立会いのもと、改ざんは無いとい

う確認はされております。 

次、ばい煙の排出基準に対する適合状況でございます。 

（１）ばい煙排出基準違反についてでございます。調査の結果、７号ボーラー及び９号ボイ

ラーにおいて、窒素酸化物が排出基準値を超過しておりました。超過合計時間につきましては、

228 時間。７号ボイラーにつきましては、排出基準が 190ppm に対し、最大で 210 でございます。

超過時間の合計につきましては、全部で 24 時間。９号ボイラーにつきましては、排出基準が

180 に対しまして、最大 270 でございます。超過時間の合計は、204 時間。合計しますと、先ほ

ど言いました 228 時間ということになっております。 

続きまして、４の違反の原因でございます。 

まず、７号ボイラーの違反の原因ですけれども、①としまして、燃焼用空気量の不適正。平

成 17 年４月に７号ボイラー制御装置の設置工事後から、排出基準超過が発生しております。窒

素酸化物が排出基準を超過したとき、ボイラーを低負荷運転した際に燃焼用の空気量の調整が

適切に実施されていなかった。燃料に対して空気が過剰供給され、窒素酸化物濃度が超過とな

ったことが一つ目の原因です。 

次、４ページに進みます。②手順書の不備でございます。原動課職員による窒素酸化物低減

のための処置が直ちに行なわれなかった。緊急時の対応も行なわれなかったことが二つ目の原

因であります。 

９号ボイラーについての違反原因です。①燃焼用空気の不適正であります。これは、７号ボ

イラーと同じ原因でございます。下の方へ行きまして②警報の不適正でございます。警報の設

定値を排出基準より高く設定していたため、排出基準超過となっての警報が作動しなかったこ

とが原因であります。これにつきましては、平成 18 年１月に排出基準以下に警報を設定しなお

しております。 

②手順書の不備でございます。これは、７号ボイラーと同じ原因であります。 

続きまして、５ページに行きまして、超過運転継続の原因でございます。 

まず①としまして、ばい煙排出基準の順守に対する意識の欠如でございます。今回のばい煙

排出基準超過はボイラー設置停止による生産設備停止を回避したい。即ち生産を優先させたい

という意識が強く働いたことが根本原因であり、ばい煙排出基準の順守に対する意識が欠如し
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ていました。これが一つ目の原因でございます。 

②の原因と合わせまして、この二つの原因で運転が継続されたという報告になっております。 

続きまして、５の再発防止対策でございます。 

まず、７号ボイラーにつきましては、常用缶として運転していきます。それから、９号ボイ

ラーにつきましては、予備缶としますというふうに報告されております。 

それで７号ボイラーの再発防止対策でございますけれども、①として、燃焼用空気の適正化、

これを行うというふうに報告をされております。この適正化につきましては、平成 18 年６月に

調整しまして、現在は正常な運転を行なっているという報告になっております。 

次、②環境インターロックの導入でございます。６ページに行きます。窒素酸化物が１時間

平均値にて排出基準超過になる前に、ボイラーを緊急停止させるインターロック機能を組み込

みますと。平成 19 年 11 月に設置する予定でございます。 

それから②、警報装置の増設です。管理値の異常時に中央制御室内にパトライト等の警報装

置を設置いたします。これが、平成 19 年９月に設置の予定でございます。 

それから④、排ガス手順書の見直しと運転員の再教育を行ないます。手順書の不備の対し、

窒素酸化物上昇時の対応に具体的内容を加えて見直しを行いました。また、原動課長が各職員

に対して教育を行なっています。この対応により、窒素酸化物が排出基準を超過することのな

い運転が確立できますという報告を受けております。 

９号ボイラーにつきましては①、②、③７号ボイラーと同じ再発防止策になっております。

９号ボイラーにつきましては、予備缶となるために、環境インターロックの導入は行わないと

いう報告を受けております。 

次７ページに進みます。操業管理全般に関する再発防止対策としましては、まず（１）とし

て、法令順守の再徹底及び公害防止管理者の育成を行うというふうになっております。①法令

の順守を再徹底します。②公害防止管理者の有資格者の拡充を行います。 

それから（２）としまして、運用管理の変更でございます。 

①としまして、施設運用部門（原動課）の大気公害防止管理者を選任いたします。 

それから②場内の報告体制の見直しを行ないます。 

それから③としまして、チャートと原動日報の確認及び外部報告体制の見直しを行ないます

ということが報告されております。 

続きまして、添付資料に関してご説明いたします。 

まず、添付資料の１と２につきましては、７号、９号ボイラーの基準超過の原因分析が書か

れております。排出基準超過の年月日、超過の時間、超過時の状況、超過時の原因、対応状況

等が記載されているのが資料１と資料２でございます。 

資料３につきましては、各ボイラーの大気汚染防止法に基づく規制値とか電気事業法に基づ

くもの、それから自主管理の規制値、町との公害防止協定の規定値を一覧表にしたものでござ

います。以上が８月９日に日本製紙白老工場から白老町に報告されたものでございます。先ほ

ど、課長も説明されておりましたけれども、同日、胆振支庁に同じ報告がされております。合
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わせまして、８月 14 日付に他の工場の分も合わせて環境省の方にも報告されております。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。 

○委員長（吉田和子君） 今、説明を受けましたけれども、質問を受けていきたいというふう

に思います。質問がございます方、どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） ご報告ありがとうございました。今回の違反の原因になったボイラー

の窒素酸化物の所で、３ページの所と７号ボイラーと９号ボイラーの所なのですけれども、平

成 17 年度にボイラー制御装置工事後からというふうに書いていますけれども、結局せっかく設

置したのにも関わらず、その後管理できなかったというか、そういう体制が取られていなかっ

たというふうに理解してよろしいでしょうか。まずその点だけ、なぜそういうふうになってし

まったのかが反対に不思議なのですけども、その辺を教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 今回、７号ボイラーと９号ボイラーが窒素酸化物の排出基準

をオーバーしていると。これの主な原因は、まず一つ目はコンピューターによる制御装置を設

置して、間もなく基準値をオーバーしているということが一つです。それから、平成 17 年と

18 年の途中ですが、原動課に公害防止管理者がいなかったと。５ページの②の一番下を見てい

ただきたいのですが、各公害防止管理者の任期という形で、平成 17 年度１月から平成 18 年の

８月、ここに技術環境室の担当者が管理者になっていると。そんなことで、ちょっと認識が欠

如していたということも、これはまず二つ目の原因ということであったと。ここに原動課長あ

るいは原動課の社員が管理者としていたのであれば、未然に防ぐことができたか、あるいはオ

ーバーしてもすぐ停止することはできたということが予想できるわけです。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ので良くわかりました。そうしましたら、７ページの②の所の公害

防止管理者の有資格者の拡充ということをここで図りますというふうに書いていますけども、

実際に工場の中でどういうような人数を何名ぐらいするのか、またそれで、あそこの工場は 24

時間、365 日みたいな感じで操業していますので、一体その辺の所はどういうふうに押えられ

て、こうやって報告されているのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 今、何人いるかは承知していないのですが、まず最低一人は

当然必要なのです。それで、複数でそういう資格者を置いていきたいと。さらに、そういう意

識、そういう基準をきちっと守っていく意識を確保するために、こういう資格者を拡充してい

きたいと、こういう考え方です。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） やはり、こういうような問題というのは、私のような素人の人間では

わかりませんけれども、やっぱりそういう資格を持っていらっしゃる方がちゃんと管理してい

ただけるという安心感が、やはり住民に対して説明する必要があるのではないかなと思うので



 6 

すよね。今回、有資格者の拡充ということですので、もしそういうふうに複数でやられて資格

取りましたよということがわかりましたら、ぜひ町の方にも報告いただいて、できれば何らか

の形で、だからこれからは大丈夫ですよというような形の報告というか、何とかお知らせでき

ることが、かえってこういうことをきっかけに益々きちっとやっていくのだというふうな体制

が見られたら良いのではないかと思いますので、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 日本製紙で社報というのが出されているのですよね。この報

告の中にもあったのですが、そういった社報の中で管理者の資格を取った方が記事にされて、

それを地域に公開されればなお良いのかなと、企業と地域とのコミュニケーション上手く取ら

れていって、その中で信頼関係が結ばれれば良いなと、そういう感じを私はしています。でき

るだけ社内の社報を地域に公開していくような、そういうものが芽生えていけば良いなという

考えは持っています。それは、日本製紙の幹部の方に機会があればそういうお話しもしていき

たいと、そのように考えています。 

○委員長（吉田和子君） それは、白老町に来ているのですか。 

○生活環境課長（目時廣行君） 来ています。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のある方、どうぞ。 

根本委員。 

○委員（根本道明君） この対応策なのですけども、ここに書いていますけれども、こういう

ふうなことも考えられるのです。例えば、日本製紙の中のどこに設置されているかわからない

のですが、データというか感知システムあるでしょう。その感知システムが工場のどこかの事

務所でその数値が見えると思うのですよ。それと同じように、もう一度その数字が白老町の総

務課だったら総務課で、同じ数字が一度に見られるというふうなシステム。これは大したお金

かかるような作業ではないと思うのですよね。北吉原に体育館の前に窒素酸化物だとかなんと

かというデータ、あれは白老町の役場の中に飛んで来るわけでしょう、総務課に。そういうふ

うなシステムをやはり作らなければ、この対応策の中には書いていないのですけれども、町と

しても申し合わせて、安心して北吉原の人方が、そういうふうなことが無いように、ここまで

やってくれるのであれば、対応策の中に警報装置というのをやはりきっとすべきではないか。

そこまで整備して初めて再発防止になるのではないかと思います。それは課長、どのように考

えますか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） オンラインで 24 時間、365 日監視というわけではないけれど

も、何かあったときにはそれに越したことは無いのかもしれませんが、どれだけお金かかるか、

それとボイラーが今現在９つあるのですね。そのほかにボイラーではなのですが、大気汚染の

規制を受けるボイラー的なものが４台あると、発電機等を含めて４台あると。これを全部集約

してオンラインで結ぶということになると、金額的にどのくらいになるか、これは確認しない

とわからないですが、ちょっと難しい部分もあるのかなと。検討はしなければいけないですが、
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今ここでやりますとか、そういうお答えは難しい段階かなというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 当然、今ここでもって課長がやりますとかやらないとか、そういうこ

とを僕は聞いているのではないのです。やはり、そういうふうなことを企業なのだから、お金

が何ぼかかりますとか、課長それ素人なのだから、そんなことを積算すれなどと言っているの

ではないのです。そういうふうなことをきちっと町として申し合わせるようなことがあるかど

うかというふうなことを聞いているのです。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） なかなかこれは難しい部分があるとは思うのですね。これは

当然、お金は絡んではくるのです。簡易的にできるのとそうではないのとでは、多少見解も違

ってくると。基本姿勢としては、町民の健康を守るためにというような部分もありますが、反

面行政は、地元にある企業に対する信頼度という部分もある程度考えていく必要があるのかな

と。その信頼の中で安全操業を進めていかれれば、これが一番ベターなことではないかという

ようなことで、今こういう安全対策出ている中で、当面はこれを信頼した形で進めていくのが、

とりあえずベターなのかなという考えは持っております。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） ということは、こういうふうなことを企業に、今僕の言ったような提

案はする必要が無いということ。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） 当面、こういう安全対策を提案されておりますので、こうい

った形で進めていかれればと。まして、ここにはインターロッキングという基準を超えた場合

については、ボイラーを停止するという装置を導入していますので、そこまで今回すぐこうい

った提案を会社側にするというのは、もうちょっとじっくり考えた上で進めた方が良いのかな

というふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 企業は企業責任として、やはりそういうものを出さないというのは、

これは当たり前のことなのです。そして、今この情報を公開しなければならない時代に、やは

り企業としてもそこまでやりますよという姿勢が、真摯的な企業の白老町における代表する企

業としては、そこまで一緒になってやるべきではないのかなと思うから、そういう提案をして

いるのであって、ぜひ僕が言っているようなことを話題の中に、提案の中に盛り込んでいって、

ここに書いてあるこれは再発防止策のごく当たり前のことですから。このぐらい最低限は、こ

れは当たり前のことと。さらにそういうふうなことで情報をやはりきちっと開示するというこ

と、これは大事なこと。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） 根本委員が言われるシステムを導入ということは、これに越

したことは無いのかもしれませんが、これを導入して、これをどうするのかという、その辺が
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ちょっと非常に難しい部分というのですか。確かに監視的な部分はできるかもしれませんけれ

ども、このシステムそのものもをきちっと熟知した中でやっていかないと、ただ付ければ良い

という、そういう観点で話しは進められないと。当然これは日本製紙側にそういう話しは、も

うちょっとシステムを熟知した中で会社側と話しは進めていかなくては駄目な内容ではないか

というふうには思ってはいます。確かに全体的に今入っているのは、苫小牧の監視センターに

そういったものは現実的に入っていますが、他の市役所等にそういったものが入っているかど

うか、この辺はまだ調べてみないとわからないですが、そういう監視する人員的な問題とか、

システムとかきちっとある程度把握した中でどういったメリットがあるのかとか、そういうも

のを抑えておかないと、簡単には導入しますという話しにはならないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） あなたが日本製紙の代表ではないわけなのです。これを導入するとか

しないとかって、僕は今あなたにその結論を教えてくれとかいうふうなことを言っているわけ

ではない。この委員会で、こういうふうな話しが出たということを伝えてくれよというふうな

ことなのです。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） ちょっと待ってください。町が提案するということは、白老

町がお金を出して、これはあれですか、日本製紙がお金を出して、整備してくださいという、

こういう話しなのですか。 

○委員（根本道明君） そういうことです、当然。 

○生活環境課長（目時廣行君） 話しすることは、こういう委員会でそういうご意見が出たと

いうことは、お伝えはできますけども、ただ現実的にそういったことはきちっと・・・。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 可能かどうかという･･･。 

○生活環境課長（目時廣行君） わかりました、そういうご意見は委員会の中で出たというお

話しは伝えたいというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 今の根本委員と同じようなことなのですけども、時あたかも同じくし

て苫小牧の牛肉の問題、あるいは札幌のお菓子の賞味期限の改ざん、同じような理由だと思う

のです。５ページに書いてある今回の問題については、意識の欠如であったと、生産を優先さ

せたいのだと、そんなようなことが書いている。文書に表すと、私はそういうことになるのだ

ろうとなと、対策もこれは思うのです。ですから点数付けたら文書としては、これで 100 点付

けたら良いのかなと。ところが私が言いたいのは、同僚議員が言ったことと同じようなことな

のですけども、この委員会が７月の 10 日にやっているわけです。そして、日本製紙の状態どう

ですかということは、向こうに問い合せがいったのはまさか２日や３日前ではないと思うので

す。常識的に考えても、10 日や 20 日前には向こうに行っていると思うのです、どうですかと。

向こうから入ってきた資料が 10 日の日に私たちの手元に渡ったわけです。それには、別に何で
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もないという、そういう記録だったのです。そして、その日終わってうちに帰って、夜７時の

ニュースでその日です。日にちで言うと、７月５日から９日までに調べて、10 日にテレビ放送

があったのです。何だこれということで、そこを私は言いたいのです。やっぱり議会軽視とい

うか、会社が私は軽視だと思うのです。            ７月４日に胆振支庁から５

日から９日までの間に調査をして出たと、こうなのです。もう一度言いますと、ではこの民生

常任委員会やるから、どうですかと言ったときに、何でもありません、異常ありませんという

答弁よこしておいて、胆振支庁から出たことに関しては、こうなのだという、その辺が私はど

うも納得がいかない。どうですか。 

○委員長（吉田和子君） ちょっと待ってください。宗像委員、適当にしておけと言ったと、

こういうようなことではないかという言葉はちょっと不適切かなと。実際にその言葉を聞いて

いれば良いのですけど、記録としては残りますので、事実としてあったことなら良いのですけ

ど、そういうのではないかという仮説での発言的にはちょっと過激すぎるのかなと思ったので

すが。 

目時課長。  

○委員長（吉田和子君）まず、その状況ですね、当時７月の 10 日前の状況なのですが、私共

が聞いたのは、工場が何ヶ所もあるわけなのですけども、調査委員会を立ち上げて現在調査中

ですと。個別の工場では発表を控えさせていただきますと。そんなことで情報は出せないとい

う感覚でいたわけです。ある程度、数ヶ所の工場の調査が終わって、本社の方からまとめて報

告しますと、このように聞いていたわけです。町の方に入ってきたのが、まさに 7 月 10 日の委

員会終わった後にその連絡が入ったということで、できれば午前中にそういう発表をしますと

いう報告があれば、委員会でもそういった話しを委員の皆さんにもその話ができたということ

で、本当にそう言われると、私も実は悔しい思いをしたわけです。付け加えると、８月９日の

この報告も前の日に欲しかったのですが、その日だったのです、８月９日だったのです。前の

日にわかっていれば、新聞記者の方にも報告がありますということで、連絡をしておくことが

できたのですが、その日だったものですからなかなか新聞屋さんに知らせることはできなかっ

たという、そういった事情があります。もう少し、胆振支庁とか道とか、同じようにそういう

早めに連絡がほしかったという思いはあります。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 先ほど言いましたように、経過と原因、今後の対策、文書ではこれで

良いと思うのです。これ以上のこと、書きようないと思うのです。 

ただ一つ、町として、今までの悪い実績、良い実績含めまして、この経過を抑えておいて、

やはり町と会社とが密接な連絡を取って、毎日よこせという意味ではないですよ。正確なデー

タをよこす、こっちの方でも確認をするという、そういう厳しいというものが必要だろうとい

うふうに私は思うのです。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） 日本製紙は町と大気汚染ばかりではなくて、水質の関係でも
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協定を結んでおりますし、定期的に報告をいただいております。その中で、気がついた点があ

れば、双方ですね、一方的ではなくて、情報の提供というか、そういったことを進めながら、

信頼関係を結びながら、地域の環境を守っていくということが必要なことではないかと、こう

いうふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 今回出されている防止対策の中で、インターロックの機能、

警報装置の増設、これが９月と 11 月に設置しますよと、これに関してうちの方としても、実際

の設置とかどういったものかという確認は行なおうと考えておりますので、ご理解をお願いし

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） インターロックについては、11 月に設置予定になっているの

ですが、11 月に大きな休転が予定されています。その時にインターロックを設置する予定にな

っております。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 日本製紙さんから、ばい煙発生施設の排出基準超過に対する報告

書の中で、今言ったインターロックとパトライト、これの設置のときに町側が確認に行くとい

う話しをお聞きしました。 

それで、前回の委員会のときに、日本製紙さんと取り交わさせてもらっている公害防止協定

の中身。数値もいろいろ協議して書いているという話しですけれども、それからこの文面が変

る要素があるのか、今みたいにこういうように新しい防止策が提示されて、それでまた点検を

させてもらうという、任意の形になると思うのだけれども、防止協定の中に、こういう項目が

盛り込まれる可能性があるのかどうか、その辺だけお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。  

○生活環境課長（目時廣行君） 公害防止協定は、18 年の 12 月に協定結んでいるのですが、

今１号ボイラー、新ボイラーが来年の８月に一応完成して稼動する予定になっています。それ

に合わせて、協定書の見直しをかけなければいけないと考えております。合わせて、今日の報

告した再発防止のことも加味して、協定の見直しをする必要があると、このように考えており

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） そういう考え方でぜひともやっていただきたい。いろいろ委員会

の中で、後でまとめの話しになろうかと思うのですけども、いろんな意味でやはり住民の安全、

安心が第一の委員会の所管事務調査でありますので、その辺がやはりきちっと目鼻が立たない

とまとめにも反映しませんので、ぜひとも言われた課長の方向性、できるだけきちっとした中

身で進めていただきたいと、それをお願いして質疑を終わりたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問がございます方、どうぞ。無ければまとめの方でまとめた

いと思います。 
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それでは休憩にいたします。 

 休憩 午後 １時４４分 

  

再開 午後 ３時０１分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

最初に先ほどの宗像委員の質問を訂正する必要ないですか、どうですか。そこの部分だけ、

消すというのであれば、こちらの方に任せていただければ、良いです、入れておいてください

というのであれば、ちょっとそういう意味合いがあって、その辺は訂正させていただいてよろ

しいですか。こちらの方で一任受けて良いですか。その部分だけちょっと変えたいと思います。 

それと、委員会のまとめなのですが、定例会最後の日に、積み残しておりましたので、この

改善策が出てから、それを入れて報告したいということになっていましたので、途中までまと

めたのですが、改善策がでてきたということでまとめていないのですけども、今回のほとんど

全体的なまとめの部分も原因から全部入っていましたので、これを最初からもう一回見させて

いただいて、まとめたいと思うのですが、皆さんの中から何か、こういう点をきちっと入れた

方が良いというのがありましたら･･･。 

○副委員長（熊谷雅史君） 宗像委員と根本委員から出てきた自社として取り組む姿勢、機械

をさらに高度化することだとか、そういうことの努力もやっぱり委員会の中で望む部分もあっ

たというのは･･･。 

○委員長（吉田和子君） 数値の確認がいつでもできるような形の方法を考えていただきたい

と。それは情報公開、公害防止協定の中でもきちっと謳ってもらえる方が良いですね。数値的

なものがチェックできるようなことの必要性というのをできるような状況をつくっていくとい

う。だから、オンラインでの情報を共有できるような形にしていただければという形になると、

すれというふうにはならないと思うのですが、防止協定の中でそういったことも、行政側の要

求として、議会側の要請として、そういう所があればなお安心、安全のためには良いのではな

いかということで。あとよろしいですか。 

○委員（大渕紀夫君） 今の言われたのは、ばい煙だけなのかどうかわからないけれども、例

えば水質だとかのことで、公害防止協定に反することが出たときには、速やかに町にきちっと

報告すると、まず。それが今回一番まずかった部分だと思うのですよ。道には報告したけれど

も、町には報告してないとか、そういうのは駄目です。地元の企業なのだから、速やかに町に、

道に報告したならば、管理監督が道であったとしても、公害防止協定では町にすぐ報告すると

なっているでしょう。ですから、速やかに報告をすぐするという姿勢、それが不信感を招くの

ですよ。後で新聞見てわかったとか最低です、そういうの。ですから、それは企業のモラルの

初歩の初歩ですから。そういうことを、地元の企業は守らなくては駄目ですよ。そこはそうい

う書き方かどうかは別にして、公害防止協定に基づいて速やかにやっぱり報告はきちっとする

べしというようなことで、そこはちょっときつめに書いていただいて、いいのではないですか。 

○委員長（吉田和子君） 一応、町民の安心、安全のためには、特に地域の安心、安全のため
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にはそういうオンライン化によるそういう情報の速やかな公開と公害防止協定に基づく、即報

告をきちっとするという、そういう責務をきちっと果たしてもらいたいと、そういうようなこ

とを･･･。 

○委員（大渕紀夫君） だから、そういう不信感あるのです、不信感が。そういうものを無く

していかなければ駄目なのです。 

○副委員長（熊谷雅史君） とりあえず調査の一環として、９日に捜査した中身については、

後からデータ改ざんというのは無かった。それはきちっとクリアしているわけです。 

ただ内部調査の中で、光化学スモックが出たということが後になってわかったと。これにつ

いて今、大渕委員が言うように、速やかに報告すべきだったと。そうすると、改ざんが無かっ

たという評価もそこで出てくると。そこに戻したかったのだけど。だけど、それはもう入れら

れないでしょう、こういう状態になったら。９日の委員会ではこれで終わりだねということに

なったのだけど、まだ調査をやっているのでわかりませんと言ってあれだったのだから。ただ、

今日のこれに基づいてやられることの自社の対応を町側から言ってもらうのと、19 年８月に新

しいバイオマスボイラーが出たときに、協定を結ぶというときに、今回の一連のような事態が

出ないような項目を盛り込んでいくべきでしょうと、委員会の意見としては付与した方が良い

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 内容については、あまり触れなくても良いのかなと思うのですけど、

これ全部書いたら３枚も４枚もなりますので、意見として。 

○副委員長（熊谷雅史君） 出ない所の装置と、目視でできるのと、監視員の増強、それが主

ですという絡みで。 

○委員長（吉田和子君） 対応策としてはインターロック、ああいうのを入れていたので、そ

ういう対策はあるから、新たなものを増員するとか、そういったことは、監視員の増員とか、

そういうことだけちょっと入れて。 

○副委員長（熊谷雅史君） あと、パトライト。普通の工場だと危険の数値になったり、検証

するときにパトライト回す。 

○委員（宗像 脩君） 実は昨日、広報の委員会やりまして、今度の議会だよりが 12 月１日

に出るのです、選挙終わってから。その中に民生常任委員会のレポートが載るのです。たまた

ま私が書くことになったものだから今確認したかった。昨日、久末さんとも話ししたのだけど

も、この前吉田委員長が話した、廃棄物処理の問題と今日のばい煙の問題と。もしかしたら医

療の問題も出てくるかなと昨日は彼との話し。そこで医療の問題出るのかなというので今、確

認したかったのです。 

○委員長（吉田和子君） 医療の問題はまだ出ませんから･･･。 

○委員（宗像 脩君） 今日段階では私はもう出ないとよんでいるのです。 

○委員長（吉田和子君） 休憩します。 

 休憩 午後 ３時９分 
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再開 午後 ３時１０分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

今回の民生常任委員会では、廃棄物の報告はいたしましたので、あと議会中の 13 日なのか

14 日なのかわかりませんけども、そのときには今回の大気汚染についての報告をまとめてした

いというふうに思っていますので、その前にいつものようにまとめましたら、皆さんのお手元

に届けて意見があったり、足りない分を補充していただいて、報告をしたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、以上を持ちまして民生常任委員会を終了いたします。お疲れ様でした。 

（午後 ３時１１分） 


