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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 皆さん、おはようございます。 

若干時間が早いのですが全員そろいましたので、産業厚生常任委員会を開催いたします。 

（午前 ９時５７分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君）  それでは、所管事務調査の鉄鋼スラグの現況について説明をお願い

したいと思います、千石課長。 

○生活環境課長（千石講平君） それでは、私のほうから鉄鋼スラグの現状についてというこ

とで、お配りしています資料に基づきましてご説明したいと思います。 

 生活環境課のほうで出している資料でございます。鉄鋼スラグということなのですが、既に

高い認識で知られている議員さん方もおられると思いますけれども、一応鉄鋼スラグとはとい

うことでの説明ということでありますので、私どもでは鉄鋼スラグについての情報につきまし

ては、お配りしています資料のネット上のものしか持ち合わせをしていないということで一応

これに基づいて説明させていただきます。 

 まず鉄鋼をつくる原料、これにつきましては主に鉄鉱石とこれにコークス、石灰石を加えま

して３つが原料となってございます。それで鉄鋼スラグにつきましては鉄鋼製造工程において

副産物として発生するものでありまして、鉄鋼スラグには高炉スラグと製鋼スラグがございま

す。ご覧になっていただきたいと思いますけれども、高炉スラグとはというところでございま

す。鉄鉱石の鉄以外の成分は、副原料の石灰石やコークスの中の灰分と一緒に高炉スラグとな

って、高炉スラグは天然の岩石これに類似した成分を有してございます。銑鉄１トン当たり約

290 キログラムが生成されるということでございます。高炉スラグにつきましては冷却の方法

によって、徐冷スラグと水砕スラグこの２種類に分かれるということでございます。徐冷スラ

グにつきましては、自然放冷と適度の散水によって冷却することにより生成されます。また水

砕スラグにつきましては、加圧水等を噴射することによって急激に冷却することにより生ずる

ものでございます。 

 次のページです。製鋼スラグとはということです。製鋼炉には転炉と電気炉、２つがあると

いうことで製鋼工程の中で転炉スラグ、電気スラグこの２つがそれぞれの炉によって生成され

てきますということで、これについては鋼１トン当たり約 110 キログラムが生成されるという

ことでございます。 

 次の３ページ目に、表でそこら辺の仕組み等が図解で表現されてございます。先ほど申し上

げましたように高炉スラグにつきましては原料が鉄鋼石、コークス、石灰石、これが主成分で

ございます。これが反応しまして最終的に銑鉄とスラグという形で分かれて生成されていきま

す。右の上、徐冷スラグの関係でございますけれども、最終的に道路路盤材等に持ち入られる

という形に工程がなってございます。 

 次の製鋼スラグですけれども、これについては転炉系のスラグと電気炉系のスラグという形
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で、白老町に入ってきていますのが転炉系のスラグというふうに聞いてございます。これにつ

きましては高炉スラグから出ました銑鉄とスクラップ生石灰、それらが反応して、これにつき

ましても右に移りますけれども道路の路盤材等に起用されるものが生成されるということで、

上、下にエージングという言葉が持ち入られてございます。このエージングというのは、スラ

グにつきましては膨脹するという性質がございます。これをここで加熱することによって膨脹

の状態をつくるということで、これ以上性質を変えないような形、実際に使われる形では膨脹

しないということで加工しているというふうに聞いてございます。性状につきましては加工法

によって変化してございますけれども、砂上のものから岩石上のもの等がございます。高温で

処理されますので有機物を含んでいないというような状況です。また製品という形になります

ので重金属類についても環境基準以下ということにされてございます。あと石灰を含むという

ことで、水と反応しますとアルカリ水を生成するということでございます。通常は土壌が酸性

でございますので、土壌で中和されるというようなことになってございます。 

 次に４ページをお開きいただきたいと思います。鉄鋼スラグにつきましてはグリーン購入法

の特定調達品となってございます。排出場所により若干の成分の違いがございますけれども、

リサイクル製品としてある程度確立されたものというふうに聞いてございます。道内への搬入

はできますが北海道における廃棄物等の処理に係る指導指針、これに基づく手続きが必要にな

ってございます。４ページはその事前協議書という形でございますが、直接排出者、業者から

の事前協議書がこれは町を経由しないで道、支庁等へ提出されていくというものでございます。

したがって支庁のほうから伺った内容等が主になりますのでご了承いただきたいと思います。 

 先に 10 ページのほうに添付してございますので、そちらのほうから説明させていただきたい

と思います。事前協議書、これにつきましては指導指針の第４、11 ページになります。「道外

で発生した廃棄物等の道内への搬入の取扱い」というものが規定されてございます。１項で「道

外廃棄物等を単に埋立処分又は焼却処分等を行うために搬入することは、原則として認めない」

というふうに規定してございます。それと２項で「循環的な利用を行うため道外廃棄物等を搬

入するときには、別表第１の「道外で発生した循環資源の利用に係る基準」に適合する場合に

限って認めるものとする」というふうに規定してございます。１番下になりますけれども「事

前協議書により予め知事と協議し、承認を受けなければならない」というふうにされてござい

ます。12 ページの３項ですが、「承認を受けた排出者等は事前協議書に記載した内容を変更し

ようとする場合には変更協議書により、予め知事と協議を行い、承認を受けなければならない」

とされてございます。ただし利用者からの変更届を受け付けるというような内容になってござ

います。４項ですが「利用者は、前年度の搬入実績及び基準の遵守状況について、実績等報告

書により翌年度の６月 30 日までに知事に報告する」というふうにされてございます。 

 次、14 ページの別紙１をご覧いただきたいと思います。ここには先ほどの指針の第４の２及

び３に規定する道外廃棄物等の循環的な利用を行う際の具体的な基準を定めてございます。こ

こでの協議対象者というのは道外の排出者、また道内で利用する者ということになってござい

ます。それでは第４の「排出者及び利用者が遵守すべき事項」でございます。２号で「循環資
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源は、再使用、再生利用及び熱回収の循環的な利用を行わなければならない」と定められてご

ざいます。また４号では「循環的利用率を上回ること」ということも規制してございます。 

次に 16 ページ、細かい規定等が記載されてございますが、循環利用率等の算出等で５号では

「循環的利用に伴って最終処分しなくてはならない残さは、概ね 10％以下」であるとか、熱処

理ですとかいろんな再生利用品等の用途ございますので、いろんな物の規定の文言かと思いま

す。それで２の「排出者等に関する事項」、ここでは１号で「道内に搬入する循環資源は、有害

物質の溶出及び悪臭や害虫の発生などにより、生活環境保全上の支障を生じないものであり、

利用者が求める品質基準等に適合したものであること」。２号で「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律を遵守するほか、知事の指導に従うこと」。３号で「循環的利用率が、規定する率を下回

るなど、循環的な利用が行われない場合には、当該廃棄物等の道内への搬入を中止するなど、

適切な対応を図ること。４号では、次の場合にあっては、道内に搬入している廃棄物等を引き

取るなど、適切な対応を図ること」として、利用されない場合ですとか、適正な処理が行われ

ない場合、また利用者の倒産等の事由により利用が困難となった場合、それと当該廃棄物等の

処理に伴い生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると知事が判断した場合というふうに規

定されてございます。 

17 ページになりますが、第３号で「道内で発生する循環資源についても、当該施設において

円滑な利用を行うこと」ということで、道内利用も促進するというような意味合いの規定もご

ざいます。また、最後になりますけれども７号、「受け入れている循環資源に関するデータは、

住民等の縦覧に供するなどにより、公開をすること」というような規定がされてございます。 

白老町における状況でございますが、資料の４ページに戻っていただきたいと思います。添

付しています事前協議書につきましては、白老町で実際協議書が出されているものでございま

す。株式会社岡田重機さんが協議されているものでございます。排出者につきましては住友金

属工業株式会社鹿島製鉄所でございます。種類につきましては、製鋼スラグ、これは主に転炉

スラグでございます。それと高炉スラグを再使用の目的で、平成 20 年度につきましては 22 万

8,220 トンを利用するという計画の協議でございます。具体的な搬入計画が６ページに記載さ

れています。製鋼スラグで 20 年度 20 万 8,220 トン、高炉スラグで２万トン、合わせまして 22

万 8,220 トンという計画でございます。 

次のページに搬入経路図がございます。８ページ、９ページにつきましては、転炉スラグ及

び高炉スラグの有質分析の試験書が添付されてございます。この濃度計量証明では判定の欄、

全項目合格という形になってございます。４ページから９ページまで使用予定量、使用方法、

成分分析、添付書類として排出者と利用者の契約等の、それらの計画書が道において審査され、

承認されているというものです。あと白老町に搬入されているスラグについては、すべてＪＩ

Ｓ規格品というふうに伺っております。利用の状況でございますけれども、99％が牧場関係で

使用されている、そのほとんどが転炉スラグが主流です。石灰分が多いということで消毒とか、

そういう効果もあるのかという話も伺っております。一度利用された農家さんが、また再度使

用を求めてきているというそのような状況でございます。いずれにしましても事案の詳細につ
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きましては北海道、支庁等が行っている状況ですので確認等につきましては、そちらにお願い

するという形になりますので知り得ている状況につきましては簡単ではありますけれども、以

上でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） ご苦労さまでした。 

岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 続きまして、港に入っているスラグ状況についてご説明いた

します。水産港湾課のほうでお出ししている資料で説明したいと思います。 

 まず１ページ目ですが、これについては先ほど生活環境課のほうで説明しておりますので説

明を省略させていただきます。うちの港には先ほど言ったとおり製鋼スラグと高炉スラグ、両

方とも入っております。ここに見本がありますけれども、これが高炉スラグになります。そし

てこれが製鋼スラグになります。こういう形で少し色が違うのですが、こういう物が入ってく

ると。うちの港に入ってきているのが、製鋼スラグが平成 15 年度から入ってきております。高

炉スラグについては今年度から入ってきているという状況でございます。 

２ページ目にその数量等が表示してあります。平成 15 年には２万 4,000 トンほど入っており

ます。平成 16、17 年度は入っておりません。平成 18 の大体下半期からまた入ってきたという

状況で、18 年度は４万 5,000 トンほど、そして大体 19 年度から継続的に入ってきているとい

う形で、19 年度で 15 万 7,000 トン、20 年度の１月から９月までなのですが 15 万トンほど入っ

てきております。その中でいきますと 20 年度につきましては製鋼スラグにつきましては 13 万

トン、それに高炉スラグが１万 9,000 トンほど入ってきているという状況でございます。 

３ページ目でございます。うちの貨物量との比較の中でいきますと 15 年度では大体３％だっ

たのが、今のところ 20 年度だと 22％くらいの貨物量の比率になっている形でございます。次

からは事前協議書の添付の一部をつけております。住友金属さんからの事前協議書、それとう

ちで入っているのは岡田さんですので岡田さんの事前協議書、それに伴いまして北海道からの

承認書がついております。ページ数入っていないのですが、写真であればこれが港のところの

ヤードの状況でございます。こういう形でヤードに積み込まれまして大体入ってきましたら１

週間程度でヤードからは搬出されるという形でございます。あとはいろいろ聞いた中で、溶水

関係、硫黄とかアルカリ性が出るということで、水源に近いところにつきましてはある程度、

搬入している岡田さんのほうで一応ｐＨ試験などやって確認をしながら、そういう使い方をし

ている形でございます。以上、水産港湾課のご説明といたします。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、委員の皆さん質問がある方お

られましたらどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最後のほうの説明で水質ｐＨ試験を行っているということで、これは

どの程度の頻度で行われているのか、それとか例えば敷地内で何平方メートル以内のところで、

スラグをまいたところから敷地内でやっていたりとか、また敷地の外でどのくらいのところで

やっているのか、もしおわかりになる状態で結構ですのでその辺詳しく教えていただければと

思います。 
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○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） そこまでは聞いていなかったのですけども、川とか小川に近

いところでやった場合にこういう形で雨の後とかそういうときに確認しているということで聞

いております。それが何回やっているとか、そういうことはまだ確認しておりません。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） それではこれは特に雨が降った後ということは結局スラグを敷いた後

で雨が降った直後にやっている、それだけというふうに理解していいのでしょうか。それがど

ういうふうに水質検査というのがいまいちよくわからないものですから、その辺教えていただ

ければと。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 先ほど生活環境課でも説明したのですが、埋めたときには大

体土が酸性質なものですから、大体 30 センチから 60 センチくらいでｐＨ的な問題なくと聞い

ております。その中で雨が降ると表面水が流れ出したときに、そういう石灰質が流れ出て川に

流れ込むとか、そういうことがあるものですからそういうことでの確認と聞いております。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） これは初めて聞くし初めてなので余りわからないのですが、いずれに

しましてもこのデータは住民の閲覧に供すると書いてありますよね。ということは 15 年からき

ちんと閲覧しているのですか。先ほどから課長言うと、私のほうも全然わかりませんがどうの

こうのと言っていますが、これをいうときちんとデータを町民に閲覧することになっています

ね。これをきちんとしていましたか。 

それからもう１点、今のｐＨ6.9 ですか、これは川に流れたら海にどのような影響があるか。

私も今、酸素供給量ですとかいろいろありますが今はわかりませんが、もちろんアルカリ性が

どんどん流れると魚に影響あると思いますが、その辺のデータはどのようになっていますか。

私も何もわからないので聞いているのですが。だからこれは大事なことだと思います。大事な

ところはここだと思います。閲覧もすべきでしたら 15 年からしてなくてはならないですし何も

わからないような言い方しているので、わからないのではだめではないですか。町民にきちん

と閲覧することになっていますので。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） わからないというような話の先ほどの説明でしたけれども、

正直今までこの辺の基準とか指針等については、我々担当としても認識が不足していたという

ことは事実でございます。といいますのは、これは北海道で定めている指針でございまして、

その事務につきましても日常的に北海道が行っているということで、町に経由してくるという

文章等が一切ない事務でございます。ですから、どこがどのような協議をされているのか、そ

こら辺の内容が日常的にうちのほうに情報として入ってくるような現状ではないというのがま

ず一つと、あとこの指導指針で定められています、確かにうたっています。住民等の閲覧に供

するよう公開すること。これにつきまして主体といいますか、これは北海道が行うという形に
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なっていますので、市町村がこれを公開するとか供覧するとか、そういう立場にございません

のでその辺ご理解いただきたいと。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） あと水質の関係なのですけども、一応ｐＨ７で中性なのです。

こちらの阿部さんでいけば少し酸性になっていると、こちらのもう一つのほうでは 7.68 という

形でほとんど中性という形で川の中で問題になるようなことはないです。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、道がしているから白老は知らないと言いますが、白老が５年前か

ら現実入っていて、それは納得できません。現実入っていれば、入るのがいいとか悪いとかそ

のようなことを言っているのではないです。ただ、やはりこういうきちんとしたデータをそろ

えなくてはならなくて環境基準に合わなくてはならないと一つのものがあれば、それに合った

ものをきちんと、どんどん港に入れているわけですから、それをきちんとやっていないという

のはおかしくないですか。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 確かめてございませんので、現在北海道において、そこら辺

の業者からの詳細なデータを公開しているかどうか、そこら辺が確かめてございません。公開

されているというものがございましたら、こちらのほうも入手しましてそこら辺を検証してま

いりたいと思ってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは、これは全体量がどれくらいだということがわかり

ますか。日本の全体量という意味です。要するにグリーン購入法ができて再生をして使ってい

こうというのは当然なのです。そこはよくわかりますが、要するに全体的にどのくらい出て、

例えば道でどの程度出ていて、そういうバランスの問題が一つはどういうふうに全国的になっ

ているのかということがわかるかどうか。わからなかったらわからなくて結構です。 

それからもう一つは、北海道でいえば他にどこの港に入って、どこの市町村が使っているの

かわかっているかどうか。それはグリーン購入法という法律があって、うちもバイオマスから

油の関係からいろいろやっていますよね。そういうものの一環として、例えば室蘭ならＰＣＢ

の処理とかいろいろやっているわけです。そういうものの一環だということは理解をしている

つもりです。ただ北海道全体として、どういう状況になっているかということは私は極めて大

切な部分だろうと。 

それからこの試験報告書出ていますけど、この試験報告書というのは１年に何回やるのか、

毎年１回だけしか試験はやらないのかどうか、そのあたりがどういう基準になっているのか。

これではかなり細かく道内に搬入する循環資源の濃度計量証明と書いていますけど、これは 19

年度のものですけど毎年１回やるのか２回やるのか３回やるのか５回やるのか、どのようにな

っているのか。白老で 16 年、17 年入らなかったのはなぜ入らなかったのか、需要がなかった

ということなのか。どのような理由で 15 年入っているのが入らなくなったのか。それでその後
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ふえていっていますよね。かなりのボリュームがふえていますが、先ほどの説明ですとほとん

どが牧場のところに入っていると北海道は牧場たくさんありますからね。全道的にどのくらい

入っているものなのか、そこら辺状況としてどのようにつかまえていますか。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 北海道でほかの港にどのように入っているかということでご

ざいますが、正式には調査をしていませんので聞いた範囲の中では、今は釧路と函館のほうに

入っていると。釧路では道路の路盤材でも使用されているというようなことは聞いております。

あと昔であれば十勝港なのですが十勝港の石炭ヤードをつくったときに、そこの埋め戻し材と

して使われていたという形で聞いております。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 鉄鋼スラグの全国的な生産、または利用の状況等について。

昨年鉄鋼スラグ協会で発表された資料等がございますので申し上げたいと思います。2005 年度

の実績でございます。全国で 3,880 万トンでございます。内訳で高炉スラグが 2,480 万トン、

製鋼スラグが 1,400 万トンでございます。これの主な用途ですがセメント原料に 42％、道路用

路盤材に 20％です。あと土木工事材料で 20％、コンクリート骨材に８％、その他 10％という

形で発表されてございます。以上でございます。 

○委員（大渕紀夫君） 北海道のはわかりませんか。新日鉄なら新日鉄から出ていますかとい

う意味です。 

○生活環境課長（千石講平君） 出ています。 

○委員（大渕紀夫君） この 3,880 万トンのうち北海道内でどのくらい出ていますか。要する

に需要と供給のバランスでここに入れなくてはだめなのかどうかという意味です。北海道のも

のがあれば北海道のものを使うとか、そういうことも含めて今のグリーンビジネスの、本来の

考え方とはそういうことでしょう。だからそういうことを含めてどのようになっているのか。

そこはわかりませんか。 

○生活環境課長（千石講平君） 道内の量については押さえてございません。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。釧路は、全体を見るとセメント、コンクリート関係で半分、

白老の場合土木に入るかわからないですが道路、土木で 40％と。この 3,880 万トン、これが毎

年これくらい出るものが全部こういう形で処理されているということでいいのか。また白老の

牧場に使っているという大多数なのですが、それはこれでいえばどこに入るのですか。土木に

入るのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 資料の話でございますが、鉄鋼スラグ生産量のうち約 99％が

鉄鋼スラグ製品として、それぞれの用途に利用されているということで残り１％が産業廃棄物

として廃棄物処理法に基づいて処理されているというふうに記載されてございます。用途につ

きましては先ほど申し上げました、その他の中の再利用とか地盤改良等という項目等がござい
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ますので、そちらの 10％の中に入っているかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１番我々が心配するのはやはり白老町で言えば、今まで使

っていなかったものが使われるということに対して、後世後々影響がないということがきちん

と証明されていれば問題ないと思うのです。ただ、今言われたように産業廃棄物として１％あ

るという、毎年きちんと入るたびに試験をやるというふうになっているのかよくわかりません

が、そういうことがチェックされる、１％が産廃で出るということは逆に言えば全体の 99％は

一応製品となっているけど１％についてはならないという意味ですから。そういうことでのこ

れからの、全く白老の土壌になかったものが入ってくるということに対して、後々変化が出な

いのか心配だというのが一つと、もう一つが 16 年、17 年入らなかった理由は何かありますか。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 16 年、17 年入っていない理由というのは、そこまで調査して

おりません。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。多分、グリーンビジネスのことがあったときにＰＣＢの問

題、それから苫小牧に家電の処理センターをつくるということがありました。そのときにやは

り最終的にリサイクル製品としてきちんと認められるか。北海道は半製品なら半製品として認

められない限り北海道に陸揚げしてはならないというふうになっていると思うのです。それ以

外だめです。例えば早来でやった早来公園の問題ですとか、あれは全部だめになりましたけれ

ども、それよりは後だとは思うのですが 16、17 は多分。その前だったと記憶ではそう思ってい

ますけれども。基準の問題で満たしていなかったということは、今まで鉄鋼スラグでこの試験

データありますけれど、これを満たしていなかったということはあるのですか。そこら辺わか

りませんか。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） その検査の関係ですが、毎年事前協議をしている道として

います。その 18、19、20 ですか、今そこまでしかデータを持っていませんけれど、その都度検

査データは添付されている状況です。１年間に何回しなくてはならないかということについて

はうちのほうで確認していませんので、そこのところは答えられませんけれども事前協議をす

るたびに検査データは添付されているという状況です。事前協議の中で検査データを添付して、

それは１年間有効になります。また年度がかわるときにまた検査データをつけて、１年間とい

う方法だと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 同じ事情であっても１年たったら、それで打ち切りだと、また新た

に出すということですね。わかりました。 

ほか、ございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。確認したいことがあるのですけれども。確かに製品と

して認められて各いろいろな事業に再利用されているのはわかります。ただ例えばカドミウム
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にしても六価クロムにしても微量といいながらも基準値の 10 分の１くらいの量ですよね。入っ

ているのが。そういった問題が、今各委員さんから出た、例えば農地に 90％以上使われている

農地というか牧場で使われているという話を聞けば、前に１回話があったと思いますが下水道

の最終処分汚泥処理、これを肥料にしたときに町内に無料で配っていますよね。あれは何平米

以下だったら使ってもいいですよとか、それを超えると農地法にひっかかるので結局は使えな

いですとか、前に１回そういう議論したことなかったですか。例えば、ふるさと農園の関係で

町有地の大きな敷地内にそういったものを利用して土地を活性化させるとか、そういうことで

農地をつくっていったらいいのではないかといったときに、そういった規制があるという話を

前にされていたことがありましたよね。それを私は覚えているのです。だから使えないのだと。

だから各家庭の小さな部分にでしたら使えるのだという説明を私は受けていたのです。もしそ

ういうことがあるとすれば、使ってはだめだとは私は当然こういった規格の中で使われている

ことですのでいいと思いますが、例えば牧場内で使われるにしても何平米以内、何平米当たり

何十立米ですとか、そういった基準があってしかるべき問題ではないかと私は思います。とい

うことは結局は重金属が入っていないならいいのです。入っている以上はそれはやはり地下水

に対しての影響、土地に対しての影響というのは絶対出てくるはずです。なぜかというと、先

ほど説明の中で毎年毎年農地のほうに補充しているという話をしていましたよね。補充されて

いるところもあるという話もされていましたよね。そういったことをやはり聞きますと、限り

なくそういったものが同じ場所に何回も何回も使われるようなものであることが果たして大丈

夫なのかと一つの懸念があるわけです。ｐＨ試験やっているというのも結局はそういうことが

懸念されるからそういった試験やるのですよね。何かあったときのことを考えたときに。その

辺についての見解だけ、お聞きしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 重金属については基準をクリアしているけれども含有してい

ますと。これについて土壌に対する影響はどうなのかということでございますけれども、環境

基準これについては土壌環境基準というものもございます。当然この基準をクリアしなければ、

それに使用できないというシステムになってございますので、使用に当たってはその基準を十

分満たしているというふうに理解してございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今課長はそういうふうに言いますが、基準を満たしていると業者

さんから、例えば自分がもし農家で鉄鋼スラグ買ったときに自分の土地の中でこれだけの部分

使うのだとかというならいいけど、その制限を町が確認しているわけではないですし何をして

いるわけでもないですね。基準に沿ったものを入れているわけですから別に問題ない話なので

すけど、ただ私が言うのは平米当たりにこれだけのものが入って基準値の 10 分の１の微量の重

金属にしても規格は当てはまってはいるけれども、極端な話１平米に 10 立米のものを入れたと

きと、1,000 平米の中に 10 立米のものを入れたときのそこにかかわる金属量は違いますよね。

そこを言うのです。課長の説明はわかります。その基準の中で使われているものだからわかる
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のですが、ただ使うほうとしては自分の用途にあったやり方で使うわけですから、そうなった

ときに後々そこで発生する重金属の問題だとか土地の汚染、汚染というまでいかないけれども、

そういったことにかかわる問題についての、やはり町としては、町としてはというのも変です

が環境基準で決められているから基準があるからそういったものを使っても別に問題ないです

と、それはそのとおりなのかもしれませんが使われ方によっては私はそういう心配も出てくる

のではないかと思うのです。決して課長の言っていることに私は反発しているわけではなくて、

その辺についての考え方は町としてはどういうふうに思っているのかと思って。 

○委員長（玉井昭一君） 今の話ですが、基本的に調査は町が調査するのですか、道が調査す

るのですか、それはどちらでまず先に調査するのですか。 

○生活環境課長（千石講平君） 全体で申し上げましたけれども、これの許可するところにつ

きましては北海道では、これは道が審査して許可を与えておりますので、もし問題があるかな

いかというようなそういう事案が生じた場合につきましては、道が現地に赴いて調査するなり

判断をするということになっています。それで重なることかもしれませんけれども、確かに委

員おっしゃるとおり重金属でございますので状況に応じては蓄積されて濃度が増すということ

も化学的には心配される部分があるかと思います。これについての判断につきましては繰り返

しになりますけども、北海道のほうでその状況においてどのくらいものを使用するのか、それ

で問題あるのかないかということが北海道によって判断されて許可されていますし、それにつ

いて問題があるかないか、そういう事案があるかないかという後々のそういう調査についても

北海道が担うということで、逆に町としましてはそういうおそれがあるというところが生じま

したら道に対して申し入れをしていくとそういう立場であるかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 課長の説明はよくわかりました。ただ、一つだけ先ほど言うよう

に許可を取るのは搬入業者なのですよね。道に対して申請する。搬入業者さんは売ってほしい

という人がいればそこに売るわけですよ。そこまでは道ははっきり言ってわからないですよね。

道が例えばそこに何ぼ入れたからといってそこに行って、公共事業などで使われる部分はいろ

んな国の事業などで使われる部分に関しては、そういった試験などをするのかもしれませんが

個人に売ったところに関してまではやらないでしょう。私はやっていないと思います。結局大

きな公共事業だとか国のいろいろな補助事業などを使ってそういったものを使っている場合は、

そういう工事業者がそういった試験のそういったものを責任の中でやっていくことなのかと思

ってはいますけども、やはり白老町はこれだけ和牛の生産等も今徐々に徐々に全国に名を知ら

しめるだけの部分まできているわけですから、私は１番大事な部分だと思うのです。その農地

という部分で使うということは。ですから、私はわからないで言っているのですが、道の基準

にも多分あるはずなのですよ。平米当たり何立米ぐらいだったら実質問題ないですよと、そこ

に毎年毎年補充するのであれば違うものを使わなければいけないですとかもしかしたらあるの

かもしれない、私はその辺のことがわからないから、今こういう聞き方しているのですけれど

も、もしそういったものがわかればまた教えてほしいと思うのです。 
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なぜそういうことを言うかというと先ほど言った下水道の汚泥処理の話、これもやはりそう

いった基準があったのです。何平米に対してこれくらいの量だったら問題ないですよとかそう

いうのがあったのです。多分これについてもそういった規格が私はありそうな気がします。む

やみやたらに使ったときに、今課長が言われたように表面水はしったアルカリ性の部分ですと

か、硫黄分とかそういったものが川に流れこんだときのことを、それが今松田委員も言ったけ

れど大量に流れ込んだときのことを考えると心配だという意味があります。それは地下水に関

しても同じことが言えます。だからそういうことを考えたときにやはり使われる範囲の範囲基

準みたいなものは明確に、私たちは押さえておかなくてはならないと思うのです。私たちより

も行政として。使ってはだめだとかそういうのではなくて使う以上はそこまでのものを頭にお

かないと、それで町が許可するとかしないとかではなくて、そういったことをきちんと覚えて

おかなくては、今までは産業廃棄物として捨てられていたものが、今はグリーンビジネスの関

係で基準をクリアするから使われるようになりましたし、単価的にも安価なので使われるよう

になったと思うので、行政としてその辺までのことは認識しておかなければならない部分では

ないのかと私は思います。その基準があるのかないのかわからないで今話をしていますが。そ

れについての考え方だけはしっかり持っていてほしいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） まずスラグの施工した後の現地確認の件ですが、前段の事

前協議の中で、例えば牧場なら牧場こういったふうにやりますよという施工方法、これらは事

前に添付して支庁で許可を受けているはずです。その後実際に施工した後支庁が見に行ってい

るかというのはわからないのですが、事前の段階ではそういったやり方、方法というものにつ

いては支庁のほうと協議して、それで許可が出ていますという形になります。 

それと施工方法、例えば 30 センチなのを１メートルでやったという件に関しては、基本的に

路盤材で使いますよと許可が出ていますので、ですから路盤材をやるための基準というのは今

確認していませんが、例えばスラグ協会ですとかそういった中で施工の仕方というのは決めら

れていると思うのです。確認はしていませんが。それにつきましては戻りましたらもう１度確

認しますけれども、そういった中で施工はされているのではないかというふうに思っています。 

それで先ほどの、たくさん積んだときですとかそういった場合に環境に与える影響というの

はないとは言えないです。ですからこれは許可は路盤材としてだけ使ってください、埋め戻し

には使わないでくださいという言われ方していますので、全くどのくらい積んだら環境に影響

あるかというのは押さえていませんけれども、そういった危険性は使い方によっては発生しな

いとは言えないというふうには担当としては押さえています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） そのとおりだと私は思います。個人で買う場合はそこまで、施工

方法ですとか決められたものは関係ないです。関係ないと言えば語弊あるのかもしれませんけ

れど。自分のお金で買うわけですから、自分で買って、そして使う用途というのは自分達でや

りますよ。業者さんは入れてどうのこうのというのであれば、業者さんがこういった部分で使
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うならこうして使ったほうがいいですよとか教えてくれるのかもしれませんが、多分農家さん

あたりは自分達で機械持ってやっていれば自分達でやりますよ。そういったところをやはり１

番危惧するのです。特に低地、低みのところは安い材料、土等買うよりずっと安いわけですか

ら。そうやって使って、あと上に土をかぶせたり。そういうことも、私は個人でしたらやると

思うのです、自分で。何も規制がないですから。だからそういうことが白老町の中で、例えば

こういう使い方している部分があるとか何かそういったものが周りから入ってきたときに、そ

れは危険だ、危ないという部分がきちんと行政として押さえられるような認識の中にあって使

われているのならいいと私は思います。ただ、今ずっといろんな話をしていく中で、微妙です、

はっきり言ったら。微妙な部分ありますよね、まだまだ新しいものですから。ただ何かあって

からなら遅いです。やはり習慣の中で指導できるくらいの気持ち、もしそういった規制の中で

押さえられる基準があってそういったものを自分達が認識していれば、こういった使われ方さ

れたらまずいなというようなものがなければ誰に対しても言えないですよね。そういったこと

は、せっかくいいものですから、そういう範囲の中で使ってもらうということがきちんと皆の

認識の中にあれば私はいいのではと思うのです。それがなければ使われ方いかんによっては大

変なことにもなる、やはりそういった危機感を自分達で持っていないと、いくら基準内だとい

っても、使われ方によってはそういうこともあるのではないかと私は思うので、今主幹言われ

たとおり、そういった基準ももしあるのであれば後々でいいですから資料があれば見せていた

だきたいと思うし、教えていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） その資料に関しましては、戻りしだい調べた中で提出でき

るようにします。 

○委員長（玉井昭一君） ここで暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１０時５９分 

                                           

再 開 午前１１時１０分 

○委員長（玉井昭一君） それでは委員会を再開いたします。 

委員の方で質問のある方。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど来からいろいろ、町のほうも管理に関してはある程度、許可権

者が道ということであっても、ある程度把握しておくべきではないかというようなご意見結構

出たと思いますが、それに関連いたしまして、先ほど同僚委員から平成 15 年に入ってどうして

16、17 年とまっていたのかというお話がございました。その件について私も少しお尋ねしたい

というふうに思っていたのですけれども。平成 15 年に約２万 5,000 トン入っていますね。バラ

イト鉱山、近藤鉱業さん、今はもう会社がほかの会社になっているようですけれども、そちら

に入ったもののほとんどの量かと思いますけれども。私が独自に入手したその資料によります

と、この平成 15 年から皮切りに埋め戻しとして鉄鋼スラグが毎年立米に直して１万 2,000 立米、

ですから約２万 4,000 トンですね。これが約 10 年間にわたって入る計画があったわけです。で
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すからこれは本来であれば平成 16 年、17 年も同じように２万 4,000 トンくらいが近藤鉱業さ

んのほうに納入されるような計画であったというふうに思います。 

これはどういう資料かというと平成 13 年の 12 月に白老町の産業経済課商工観光係御中とい

うことで採掘権にかかわる南白老バライト鉱山の変更合併案、施設の案ということで道から許

可を受けましたというご報告ということで町のほうに報告書ということでいっているのです。

ですから町が許可するとかしないとかではなくて、あくまでも報告、その中でこういったもの

が出ているわけでございまして、やはり特に今の近藤鉱業さんというのがなくなったわけでご

ざいますので納入された推移だとか、そういったものをやはりある程度町側も、どうしてでは

16、17 年納入されなくなったのかという経緯くらいは本来であればやはり把握しておくことが

よろしいのかというふうに感じていたわけなのです。それと同時にその後また新たに平成 18、

19 年とおそらくいくらかバライトさんにも納入されているかわかりませんけれども、入ってい

るとは思いますけれども、その後今度会社が変わったわけでございまして、その後はどのよう

になったのかも含めて、そういった経過を道が許可権者であるから町のほうはそこまではわか

りませんという状況で今後もいいのかどうなのかということを私もいかがなものなのかという

ふうに感じます。その点について先ほど、このストップした経過についてはわからないという

お返事だったと思いますので、それに関しては答えはよろしいのですが、今後の町としての姿

勢としてはどのように考えられていくのか、この点についてだけお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 平成 15 年に近藤鉱業に納品されて以降、入らなくなったと

いう件についてご説明します。平成 15 年に近藤鉱業で掘った後の土を積み上げている場所があ

るのですが、そこの保護をしようということで平成 15 年に近藤鉱業に対して鉄鋼スラグを使っ

て、それを押さえるという目的で計画書を出して、それが多分１万 2,000 トン、10 年間という

計画書ではないかというふうに思います。それ以降入らなくなった理由ですが、きょう岡田重

機さん来られているのですが聞き取りした中では近藤鉱業さんから工事代金の支払いがなかっ

たということでとまったというふうに聞いています。それで近藤鉱業はやらなくなったという

ふうに聞いております。それで計画が 10 年間で出ているものすべてが多分近藤鉱業さんに行く

分だったので、それ以降入らなくなったのかというふうに町のほうでは判断しております。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 道の許可に基づいている行為について、町として処置をして

おく必要があるのではないかというようなご指摘でございます。私どももそのように考えてご

ざいますし、できる限り情報を入手していきたいというふうに思ってございますが、ただ支庁

とも協議しなければなりませんけれども、いつの時点の情報がいただけるものなのか、そこら

辺は支庁とも協議して極力、町内の情報等を押さえていきたい、このように思ってございます。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） ただいまの件はわかりました。 

もう１点お尋ねしたいのが、ことしの計画ですけれども 22 万 8,000 トンでしたか、ことし道
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外から白老港に上がるスラグの数量がそういう数量だと思うのです。先ほど千石課長からのお

話ですと、99％農家のほうに使用されているという話でございます。今年度に関しましては安

愚楽さんの牧場に相当数おそらく納入されていると思うのですけれども、22 万 8,000 トンとい

いますと相当の数量かと、例えば立米に直して半分とみても 11 万とか 12 万とかそのくらいの

数量かと思いますけど、安愚楽さんで大体どのくらい入って、あと牧場というのはどのような

使われ方をされているのか、もしわかればで結構でございます。主にどういった用途で牧場で

使われているのかということを１点だけお尋ねしたいなと。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 安愚楽牧場さんにつきましては、主に高炉スラグというふう

に聞いてございますけれども、２万 4,000 立米ほど使用されるとそのように聞いてございます。

４月、５月で既に１万 2,000 立米、今後１万 2,000 立米というような計画だというふうに聞い

てございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） ということは残りの約８万立米とか９万立米というのは 99％町内の牧

場というお話ですので、白老の牧場に使われるという解釈でよろしいのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） そのように伺ってございます。 

○委員（山本浩平君） わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほか、ございませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。２点ほど。町側で押さえているかどうか聞きたいのですけ

ども。先般、ある経済新聞紙にこのリニューアルの関係で３Ｒの関係で、このスラグを再生す

ると、このプラントをつくりますと言って、ある製鉄メーカーが発表しているのです。それを

まず押さえているかどうか。それによって、そのスラグの出方が変わるかどうかというのを押

さえているのかがまず１点。 

それから２つ目、今までこの委員会などで議論していると物流だとか、要するに流通のこと

にもやはり町側も少し把握しておきなさいよという意見があったと思うのですけれども、私は

１番問題なのは環境、納入された方は自主の対応でｐＨの検査をなさっている、これは非常に

評価されるべきだと思うのです。そういうことを含めて、うちは環境基本計画を持って町民会

議をも立ち上げて環境に取り組むという姿勢の自治体を今めぐっているわけです。そういう中

で環境に関する部分のところの協調関係、これを扱っている業者さんに対しての協調関係とい

うことをその計画の中でできないのかどうか。言っている意味わかりますか。今自主的に雨水

の検査をなさっているということも聞きましたけれども、例えばうちとしてはこういう部分も

考えられるのでこういうことも検査したものを町に報告するということを申し出があったとき

に、それをきちんと協定みたいなものを結んで評価してあげるという部分と、把握するという

部分が私は必要ではないかと思うのです。ですからそれを町民会議だとか基本計画の中で考え

るという考え方がありますかということなのです。以上です。 
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○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず最初の製鉄会社の動きですが、それについては現在こち

らのほうでは承知してございません。あと鉄鋼スラグの使用にかかわって環境に配意する、そ

ういう姿勢を取っていただくということで町と取り決め、そういう仕組みづくりができないか

というようなご提案かと思いますけれども、これについてはあくまでも任意的なものでござい

ますので独自に望ましい、こういうものが求められるというものがあれば、そういう形での方

向も考えなければならないと思いますけれども、現状認識としまして問題になる点、心配され

る部分これらがどのようなことがあるのか、また先ほども質問ありましたけれどもいろんな不

適切な使用によって生ずる懸念があるのではないかというようなご指摘等もございました。た

だ現状道内でそのような事例もないというふうに聞いてございます。全国的な使用がかなり普

及されていますので、いろんなところでの問題点等を集めまして、もしそこら辺懸念される部

分があって町としては当然町内の環境保全に支障をきたすおそれがあるというような判断の元

で、ぜひとも業者さん等にご協力いただかなければならないというようなものを、そういう形

になりましたらそういう形で協力、ここに限ったことではありませんけれども他の業者も含め

て協力を求めていくということを今後いろんな会議等で検討してまいりたいというふうに思っ

てございます。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほか、ございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。事前協議書に最大保管量が 6,000 トンで最大保管日数 30

日、残さ発生率ゼロとなっています。それでこの点検は多分道がやられることだと思うのだけ

れども、この基準というのは単なる船に積んできた量がこれだけだということなのか、それと

も理由があるのか。例えば 30 日以上置くと何回も雨が降った場合、アルカリの水が流れ出すか

ら 30 日なのか、そういうことはまったく関係なく 30 日くらいになったら全部なくなるだろう

ということなのか、そういう基準というのが必ずあるはずです。だからなぜ最大保管量が 6,000

トンなのか、これ以上例えば 10 万トンここに堆積してはだめなのか、だめだとしたら何がだめ

なのか、30 日以上保管したらだめだったら何がどうしてだめなのか。今わからなかったら道の

基準なのでいいですけど、それを調べてこの産業厚生常任委員会の中できちんと報告してほし

いのです。どうしてかというと、そういうことが全然根拠なく決まっているのならそれはそれ

でいいですが、根拠があるとしたらそこの部分はきちんとしておかなくてはならないというふ

うに思いますので、残さ発生率ゼロというのは早い話が受け入れたものは全部引きますという

意味だろうから、だからゼロなのだと思います。そこら辺わかれば答弁お願いします。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） ここで記載されています保管方法、保管量、保管日数とこれ

については一時保管場所というふうに伺ってございます。それで現状をお聞きしますと港に荷

揚げされてから自社の保管場所に保管するという最大の量とか日数と記載してございますけど

現状ではそこに持ち込むことなく実際使用先に搬入されて使用されているということで保管さ

れている実態は今はないというふうにお聞きしてございます。これについての基準等について
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は押さえてございませんので後日道に聞いてご報告させていただきたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君） そのときついでにきちんと１カ月に１回なら支庁なら支庁が保管場所

見にくるよということならどうですか。どうして私がこういうことを言うかというと、例えば

川沿の自動車の問題とかいろんなことがありますが、そういうことがルーズになることによっ

て許されるということがあるのです。だからきちんと決めているなら決めているような理由が

あって理由があるならきちんと説明すると、なぜなくて直接行くなら行くでそれはそれで結構

なことなわけですから、そこら辺きちんと道に聞いてみてください。 

○委員長（玉井昭一君）  いいですか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。道外循環資源の搬入についてということで、こちらのい

ただいた資料の高橋知事から岡田重機さんに出されている書類があるのですが、循環第 94 号の

中に、先ほどこの鉄鋼スラグが酸性のところに入れた場合、土がアルカリに変わるとお聞きし

たのです。それでこのことに関して高アルカリ水の発生防止ということが書かれているわけな

のですが、この高アルカリ水の発生防止のための手だてと、それから路上検査はどういうふう

にお考えになっているのか。その辺お聞きしたいと思います。ことしの４月 14 日です。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 道のほうから許可、要件で指摘、遵守すべき項目として掲げ

ているこれの具体的な内容等についてのご質問かと思いますけれども、具体的なものについて、

こちらのほうでまことに申しわけありませんけれども持ち合わせしてございませんので、これ

につきましても確認の上ご報告したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  実際に白老町内に相当数入っているわけですね。この高アルカリ水

というものがどういうものかわからないですよね。やはり土壌の中に入った場合に酸性がアル

カリに変わるという部分で特に白老の場合は雨が多いところなのです。それが今度雨が土壌に

しみ込んで、それが逆に川の中に流れ出すということと。この高アルカリ水というのがどの程

度の水が高アルカリなのかもわからないのですよね。その辺のやはり土壌検査等も必要なので

はないかと思ったものですから。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） その点についてはお聞きしたいと思いますけれども、１点、

先ほども前段でご説明いたしましたけれども、スラグ自体が石を含有しているということで、

もともとアルカリ、ｐＨ10 から 12 程度というふうにいわれているような物でございます。た

だ土壌自体が酸性を呈していますので、それと交わることによって中性に向かうという形でご

ざいます。ただ滞積の層によりましては、交わらない中での水との触れ合いの中でアルカリ水

という形になるということでございますので、そこら辺のご理解ということでお願いしたいと。 

○委員長（玉井昭一君）  いいですか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどからずっと答弁の中で、我々はこの委員会は何も知らないで、

このスラグは何かから始まって調査しているのですが、今聞いていると当局のほうも何も知ら
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ないで黙認していたのだと。しかしながら白老中央地方港湾の 100 万トン越え等騒いでいる中

で５分の１強の取り扱いをしているのです。５分の１の取り扱いをしているのに何が何だかわ

からないというのは少しひどすぎると私は先ほどから思っていました。５分の１、22 万トンも

入って。 

それからもう一つは、この白老の産業というのは昔から、古くから白老採石というのは胆振

管内含めて札幌圏含めて、ずっと産業が砂利で発達してきた産業です。まちです。今もそうで

す。誇りに思っているくらいです。しかしそれをどのくらい、これから業界に影響を与えてい

るのか。それから今後この業界の鉄鋼スラグがどんどん購入されて広く住民にいきわたると、

安くて何もなくてよかったら家の前に敷くだろう、庭に敷くだろうとなってくると大きな自由

になってくると思います。このときに今の業界に与える影響はものすごく大きいものだと思う

のです。ですから道がやっているのでわからないでは私は済まないと思います。港も５分の１

強の取扱量あって。ですからもう少しきちんとした、業界も生き残りのためにこのスラグとの

競合があるわけですから、この辺の考え方もあると思いますから、もう少しやはりまちとして

大きな産業の一つですからきちんと把握すべきだと思うのです。それからこの鉄鋼スラグは産

業廃棄物そんなに高く入っていないと思うのですが、トン当たりどのくらいの価格で入って、

市場価格が大体でいいですからどのくらいなのかお聞きしたいのですが、差し支えなければ。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 先ほど来からのご指摘のとおり町のスラグの使用の把握につ

いてのご指摘、これについては今後その実態を把握、また許可のあり方、道のどのような角度

で許可を与えているのか細かい基準等については今後押さえて実態把握に今後とも努めたいと

いうふうに思ってございます。産業に対する影響等、ここら辺まで私の立場では言及するとい

うのはなかなか判断できない部分がございますのでその辺はご容赦いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 一番大事なところなのです。大きな産業の一つですから。先ほど言っ

た採石場というのは地場産業の一つですから。ですから今後このこういう委員会がやったら広

まることによって、その使用量が拡大していくことによって、今の業界をおびやかすことにな

ってくるわけです。ですからこれはやはり、今担当課でわからなければわかる課を呼んできち

んとやはりその辺委員会として考え方聞いておく必要があると思うのですが。大きな経済問題

なのです。まだ委員会あるので後でもいいです。その辺きちんとやっておいたほうがいいです。 

○委員長（玉井昭一君） 今松田委員から値段的なことを聞かれていましたけど、それはわか

りませんか。後からということですね。後ほど松田委員。 

ほか、ございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。港湾課のほうにお尋ねしたいと思います。15 年からこの鉄

鋼スラグが入ってきたわけですが、先ほどの説明の中で道のほうの許可でこのようなものが入

ってこられるようになったということなのですが、実際に港湾課のほうではこういうものが入

ってきますよということの、そういうものが何もなくてただ何だかわからないけども入荷した
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というか陸揚げしたということなのですか。それともそういう情報はきちんともう港湾課のほ

うに入っていたのでしょうか。その辺まずお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） まずこのスラグが北海道に入ってくる場合に、どこに保管場

所とかヤードがあるかということが申請書の中で記入しなければならないと。そういう中でま

ず港のヤードがここにありますという形で占用許可書というのを与えなければならないという

形なものですから、そういう鉄鋼スラグを入れたいのでヤードを貸してほしいという形での事

前協議というのがあります。その中でうちとしては、北海道で事前協議の中で許可されたもの

であればここのヤードをお貸ししますという形で事前協議書の中に事前打ち合わせといいます

か、そういう形の許可書は与えております。鉄鋼スラグというのはどういうものかということ

は余り知らない中で、北海道で道外循環製品として入れても問題ないということで許可書があ

る中であればうちのほうも入れてもいいと判断の中で搬入させております。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら結局は、今説明聞いていて非常に矛盾を感じたのです

が、道のほうで許可が出ているから、白老の港湾課としては事前協議の中で問題はないからと

いうことで入れたということなのですが、一町民の立場からさせていただくと、そういう情報

というのは、大きな役場ではないですから小さな役場ですから当然産業課ですとか生活環境課

ですとか情報を共有しているというふうに思っているのです。それの情報の共有がきちんとで

きていないということが私は一番問題ではないかと思うのです。必要であれば生活環境課にな

るとかそういうところが担当の道のほうにお伺いするとかどういうぐあいですかとか、そうい

うことがきちんとされていれば私はこれは一番こういうものというのは、情報がよくわからな

いということが一番問題だと思うのです。最初からきちんと情報がわかっているということが

一番必要だと思うのです。今後もしこういうようなことも今回のことのようにならないように、

ぜひその辺情報はきちんと共有し、そして住民にきちんと情報を公開できる、そういうような

ものを役場内できちんとつくっていただければと思うのですが、その辺のお考え方はいかがで

しょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 今言われたとおり、こういう形での循環資源とかそういう問

題があるというものについては、入る形の中で役場内の中の情報としてそれぞれに伝達したい

と考えております。 

○委員長（玉井昭一君）  いいですか。ほか、ございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この港湾課の出した写真ですが、これは周りが全部トドマツですが林

道ですか。どこの林道ですか。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） すいません、これも業者さんからいただいたもので、どこの

林道か把握しておりません。 
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○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。 

では、私のほうから一つだけ。このスラグについて耳にしたことなのですが。函館の例を聞

いたのです。函館市としてこのスラグが頻繁に利用されていると。その使い方についてはもう

ほとんど公認されていて問題がないから自由に使っているというようなことを耳にしたのです

が、その辺の把握は聞いていませんか、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） これにつきましても函館の事例ですか、これについても承知

してございません。 

○委員長（玉井昭一君） では、後ほどまたお知らせください。私からは一つその点だけです。 

ほか、ないようでしたら、以上で町側にはお引き取りいただきたいと思います。ご苦労さま

でした。 

暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時４５分 

                                          

再 開 午前１１時４９分 

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

まとめについてはどのようにしたらよろしいでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） まとめというより、まとまっていないのです。言ったものが一つも聞

いていないですから。だからまとめになりません。答えも一つも言ってないですから、それを

聞かないとまとめようがないです。 

○委員長（玉井昭一君） そのとおりです。あすもあります。まとめについては、あす、その

状況を聞いた時点で集約したいと思います。 

                                          

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、きょうのところはこれで閉会いたします。 

（午前１１時５０分）  


