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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会設置要綱 
 
（目的） 
第１条  室蘭市において受入を表明している広域的なＰＣＢ廃棄物の処理に

ついて、各種の安全対策や事業監視等についての市の基本的な考え方

の取りまとめにあたり、市民意見やこれまでの論議等を集約すること

を目的として、「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会」（以下、「委員会」

という。）を設置する。 
 
（組織） 
第２条  委員会は、学識者及び各種団体並びに公募市民をもって組織する。 
   ２ 委員会には、オブザーバーを置くことができる。 
 
（委員長） 
第３条  委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 
   ２ 委員長は、委員会の議事を統括する。 
   ３ 委員長は、必要に応じ委員会に関係者の出席を求めることができる。 
 
（庶務） 
第４条  委員会に係る庶務は室蘭市企画財政部総合政策課において処理する。 
 
（委任） 
第５条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、

室蘭市長が別に定める。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成１４年 ７月 ４日から施行する。 
２ この要綱は、平成１５年 ３月３１日限り、その効力を失う。 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会傍聴要領 
 
 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会設置要綱第５条に基づき、次のとおり定め 
る。 
 
１．傍聴する場合の手続き 
 傍聴の受付は、先着順で行います。したがって、定員になり次第、受付を終 
了します。 
 
２．会議を傍聴するに当たって守っていただく事項 
（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然 
 と可否を表明しないでください。 

（２）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。 
（３）会議の支障となる行為をしないでください。 
（４）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、委員長の指示に従ってくださ 

い。 
 
３．会議の秩序維持 
 傍聴者が２．の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、 
退場していただく場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会委員名簿（順不同）

所属 氏名 備考

1 室蘭工業大学工学部建設システム工学科教授（環境防災工学） 穂積　　準 学識者・委員長

2 室蘭工業大学工学部建設システム工学科助手（環境防災工学） 吉田　英樹 学識者

3 室蘭工業大学工学部応用化学科助教授（生物工学） 高野　信弘 学識者

4 室蘭工業大学工学部助教授（人間・社会科学） 亀田　正人 学識者

5 室蘭市連合町会協議会会長 熊谷　富男 町会関係

6 室蘭消費者協会会長 高瀬　圭子 消費者団体

7 室蘭市婦人団体連絡協議会会長 時田　昭子 婦人団体

8 リサイクル協働市民協議会副会長 小田島　均 リサイクル団体

9 室蘭地域再生工場理事長 藤当　　満 まちづくり団体

10 日本労働組合総連合会北海道連合会室蘭地区連合会会長 平塚　博幸 労働団体

11 室蘭商工会議所副会頭 片寄　四郎 商工会議所

12 室蘭漁業協同組合組合長 北山　秋男 漁協

13 伊達市農業協同組合参事 永田　博明 農協

14 公募委員 青山　　剛 公募委員

15 公募委員 河合　和明 公募委員

16 公募委員 尾崎　　保 公募委員

17 公募委員 松村　　智 公募委員

18 公募委員 西原　羊一 公募委員

19 公募委員 森　　君江 公募委員

北海道電力㈱企画部環境室長 中村　裕一 オブザーバー

ノーステクノリサーチ㈱常務取締役 安澤　典男 オブザーバー

室蘭漁業協同組合副組合長 山根　武治 オブザーバー

室蘭漁業協同組合参事 堀内　俊吾 オブザーバー
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第１回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年８月２８日（水） １３：３０～１６：３０ 
開催場所 室蘭市中小企業センター ２階 研修室 
 
議事次第 
 
１．開会 
２．市長挨拶 
３．委員自己紹介 
４．委員長選出⇒室蘭工業大学工学部建設システム工学科教授 穂積 準 
５．議事 
 

事務局より 
・配布資料の確認 
・ＰＣＢ廃棄物処理事業受け入れに関する経緯の説明 
・説明会開催状況の説明 
・ＰＣＢ処理事業の概要について、プロジェクタにより説明 

 
質疑・主な意見等 
 
 受け入れの経緯について 
 環境事業団について 
 委員会の開催期間について 
 本委員会終了後の処理監視委員会等について 
 北海道の処理計画の策定について 
 東北のＰＣＢの処理について 
 市民説明会の質問・意見に対する市の考え方について 
 市民説明会について、より多くの説明の機会を持つことが大事 
 臨海部への立地に不安がある 
 一番重要なのはリスクコミュニケーション、情報をいかに出すかということ、

市民委員会で結論を出す前に委員会として市民との対話集会を 
道内のどこにどれだけの量があるのか把握が必要 
 地元企業の自家処理にかかる公害防止協定について 
 委員会は安全性に対する意見を出し合う場、市が受入れを回答するタイムリ

ミットはあるか 
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 室蘭は衰退の一途を辿っている、なんでも反対では室蘭の発展はない 
 この委員会は国に示す条件を話す場か 
 環境事業団で処理施設のミニプラントのようなものを見せてもらえるとよ

い 
 この会の役割をはっきりさせたほうがよい 
 室蘭市が道へ要望するのにあたり、議会決議を経たのか、市民説明を経て要

望をするのがひとつのあり方 
 フォーラムを開催するときに環境事業団や北海道の関係者を呼び、意見交換

がしたい 
 輸送の方法について 
 各地処理施設の建設時期、順番について 
 ＰＣＢが紛失されているが、何処で何個なくなっているかは追跡できる、そ

れを捕捉して公的に保管することも、早く処理することと並んで大事 
 ＰＣＢの環境ホルモンとしての疑いについてもっと説明すべき 
 これまで処理ができなかった理由、処理の緊急性、このまま保管し続けるこ

とのリスクをもっと説明する必要がある 
 なぜ室蘭市かという部分が市民に訴えるときに一番大事、環境産業に対する

室蘭市としての姿勢を示すべき 
 室蘭市にも環境条例が必要では 
 処理時に他の物質が紛れ込む可能性がある、処理後の卒業試験と同時に、受

け入れ前の入学試験も必要では 
 リスクマネジメントのより具体的な説明を、市民の安心、理解につながる、

投資、雇用等の具体的な内容、処理が終わった後の施設、処理後の生成物の

取り扱いについて 
 ＰＣＢの化学処理時にダイオキシンが発生しないか 
 専門家の先生を呼んで市民フォーラムを検討して 

 
 次回、平成１４年１０月１日（火）に開催予定 

 
６．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第２回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１０月１日（火） １４：００～１６：２０ 
開催場所 室蘭市役所 ３階 議会第１会議室 
 
議事次第 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑・主な意見等 

 
 室蘭市での処理における対象地域について 
 安全性を確認して広域的に処理すべき 
 施設の処理終了後の取り扱い施設の解体処理について 
 運搬時の安全性、リスクについて 
 残留ダイオキシンとか環境ホルモンについて 
 立地について決定したような状況で考えられている 
 運搬のガイドラインの策定時期について 
 海上運搬の可能性について 
 運搬業者、運搬体制、運搬計画について 
 運搬中での市内での保管に関する安全対策を市の考え方に入れていくべき 
 地震時などの災害時の対応への考え方が必要 
 運搬・持込時の積み替えを減らすことが事故の防止につながる 
 ずさんな保管が大問題、まず安全な保管を積極的にすべき 
 運搬のためにも全道の保管状況を明確にすべき 
 処理の優先順位について 
 冬期間の運搬、処理対象地域について 
 雇用について室工大、工業高校などの新卒者を優先して採用すべき 
 道内のトランスの最大重量について 
 インナーコンテナについて様々な対応が必要 
 運搬前に事前の容器のチェックが必要、路面の凍結時など考慮すべき 
 運搬車輌のＧＰＳ監視について 
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 運搬時の伴走車について 
 運搬時は北海道の冬場の特性を考慮すべき 
 施設建設の優先順位について 
 室蘭市内の自家処理施設についても監視や規制が必要 
 情報公開センターの設置場所について 
 情報公開センターは気軽に市民、道民が足を運べる施設にして欲しい、ＰＣ

Ｂ以外の環境産業を含めた施設にして欲しい 
 情報公開センターは輪西の市民会館を利用すべき 
 モニタリングする内容について市民向けの説明に盛り込むべき 
 処理事業の雇用の形態について 
 運搬は１人でするのではなく、２、３人として欲しい 
 北海道のガイドライン策定について 

 
３．その他 
 
 次回、平成１４年１１月８日（金）に開催予定 

 
４．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第３回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１１月８日（金） １４：００～１５：４０ 
開催場所 室蘭市役所 ３階 議会第１会議室 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑・主な意見等 
 
 「基本的な考え方」の表現はもっとはっきりしたかたちにすべき 
 事業に係わる関係者の役割について 
 共同研究の推進による研究開発機能の拡充を進めるとあるが、一歩進めて研

究所が必要と誘致を要請すべき 
 処理施設の処理が終わった後の取り扱いについて、解体するとしたらもった

いない、続けて使う方法を検討すべき 
 排水の処理システムについて 
 処理施設の後処理、解体について明確にすべき 
 処理施設の解体はガイドラインなど示されて、適正に行われると考える 
 処理施設の立地予定地の借用の形態について 
 処理方法の種類について 
 処理の事業期間について、ＰＣＢ以外の物質の処理について 
 豊田市、北九州市のようなガイドラインの作成について 
 排水の処理について処理方式により明記すべき 
 処理の優先順位について 
 「基本的な考え方」の表現はもっと簡潔にはっきりすべき 
 子供たちの生命安全がどう保障されるのかが一番の願い、何かあったときに

どうするのか、というところをもっと市民にアピールすべき 
 監視にあたっては、その道のプロ・本職の人が直接検査すべき 
 事故があった場合の対応について 
 もっと市民にＰＣＢそのものの性質・特質をくどく説明すべき 
 環境モニタリングの対象となる生物について 
 運搬にあたっては伴走車が必要 
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 処理情報センターの設置場所について旧市民会館を利用して欲しい 
 処理事業の管理・運営にあたって民間が入るシステムにして欲しい 
 処理情報センターに分析センター、環境モニタリングセンターを併設・運営

し拠点とすべき 
 

３．その他 
 
 次回、平成１４年１１月２５日（月）に開催予定 

 
４．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第４回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１１月２５日（月） １４：００～１５：３０ 
開催場所 蓬らい殿 銀河 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑 
 
 市の制度・仕組みとして室蘭市がこういう事業を進めたい、ということは何

も差し支えのないことと思う、それを説明して市民の理解を深めるべき 
 ＰＣＢに関連する法令について 
 トランスに含まれるＰＣＢの量について 
 「市に寄せられた質問・意見に対する市の考え方」の文章表現について 
 学校で子供たちに環境に積極的に貢献しているということをＰＲすべき 
 従業員教育を徹底して欲しい 
 処理施設の高潮・高波などへの対策について 
 立地候補地の環境調査について 
 まだ異なる意見があるのは事実、もっと納得できることが必要 
 北海道では技術都市の室蘭が引き受けるのは環境を守るためにも当然、率先

してすべきだが、考えられるリスクをすべてつぶすのが大事 
 この委員会としての報告書について 
 市の取り組みに対する誤解を解く努力も必要 
 市民説明会の日程、場所、時間について配慮すべき 
 市は積極的に説明に出向いてＰＲすべき、それによって理解を深める人もい

る 
 説明会への参加などを啓発したい 
 出前説明会など呼んでくださいとＰＲして、市民の目線でして欲しい 
 市内企業のＰＣＢの自社処理施設を委員会として見学できないか 
 室蘭市への立地の正式な決定について 
 我々委員も周りに情報発信して啓発をすることが役割 
 市役所の今後の担当課について 
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 行政と一緒に市民説明会に委員の立場で参加できないか 
 市民説明会は市町村合併の説明会と分けて実施すべき 

 
３．その他 
 
４．閉会 
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平成14年11月11日 

 

PCB廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方への提案 

 

吉田英樹   室蘭工業大学建設システム工学科 

 

提案要旨： 

 PCB情報センター（仮称）にPCBに限らず残留性有機物質(POPs）全般の環境モニタ

リングと情報公開の両方の機能を持たせ、PCB処理施設の事業終了後も存続させる。 

 

提案内容： 

 PCB情報センター（仮称）は、PCB処理の必要性や処理施設の安全性を市民に認識

してもらう上できわめて重要である。また、PCB処理に限らず、現在国際的な規制が行

われようとしている他の残留性有機物質(POPs）の情報も含めて公開することで、広い

意味での地球環境について市民に関心を持ってもらうことができる。POPsの影響が長

期間にわたるものであることから、これらの影響を受ける可能性のある小中高の児童・

生徒のための環境教育の場として活用されることが期待される。 

 情報公開の場としての重要性はもちろんであるが、今後のPOPsの問題を考えるため

に環境中のPOPs濃度をモニタリングする分析センターとしての機能も持たせることが

適当と考える。これは、これまで紛失したPCB機器からの環境汚染の可能性があり、

PCB処理施設の事業終了後も北海道内のPCBのモニタリングを積極的に実施すること

が必要であること、またPOPsの高度な分析能力を持つ施設とすることで、今後発生す

る可能性のある新たなPOPsの問題に対応できるようにできるためである。 

 PCBに限らずPOPs全般の問題にソフトウェアとハードウェア両面から対応できる施設

とすることで、胆振地域の企業や大学等とのPOPsに関する共同研究を通して、POPs

研究の拠点に発展させることも可能であると考える。 

 PCB情報センター（仮称）の建設敷地は、長期間の利用を考えると、交通アクセスの

良い公共施設に隣接した立地場所を選定することが適当と思われるが、PCB処理施設

に併設する必要がある場合には、分析機器と付帯施設の移動が可能になるような施設

設計を行い、PCB処理事業終了後に他の適切な場所に移設することも検討する。 
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平成１４年１１月１１日 
ＮＰＯ法人室蘭地域再生工場 

理事長 藤当 満 
ＰＣＢ廃棄物処理施設誘致に関する考え 

 
① ＰＣＢ処理施設誘致は、室蘭地域の技術力、世界への貢献をアピールする絶好の機会

と捕らえ、単に北海道地域内の処理にとどまらすべきでないと考えます。 
東北地方、フェリーのつながりのある北陸地方は、取り組みが遅れておりこの地方の

ものも当地域で処理すべきと考えます。また、ロシア等東南アジアにおいて処理技術

が確立しているとは思われない地域のものまで考えてのいいもではないでしょうか。 
海上輸送の安全性を高める技術開発にも、港湾の活用にもつながり、世界の環境に大

きく貢献することが出来る。 
今後の環境産業、静脈産業誘致に弾みがつくと思われる。 

 
 
② 環境産業拠点形成の推進をうたい、国立研究所等と室蘭工業大学等の地元研究との共

同研究機関との共同研究の推進による研究開発機能の拡充を求めているが一歩踏み込

んで研究所の設置を求めたい。 
ＰＣＢの処理は終了してしまうと終わりとなってしまうが、ＰＣＢ問題だけでなく有

機ハロゲン系有機塩素系の化合物というものは基本的には似たような性質を持ってお

り、そういうもの全般に広げていく方法として研究所の設置を求めたい。 
有機塩素系の化合物がたくさんあり、たとえばドライクリーニングのトリクロロエチ

レンなど毒性のあるといわれる有害物質をコンスタントに処理していける方法を開発

していく場所としての研究所を設置して環境に貢献できる事業展開を求めていきたい。 
そうすることが、当地域を環境リサイクル拠点都市として世界に貢献できると確信い

たします。また当地域の技術力向上に大きく寄与すると思います。 
 
 
③ 専門検討委員会に市民代表を入れるべきと考えます。 

難しいことは専門家に任せておけばいいと思われません。技術の問題であれ市民が持

つ疑問点、知恵をもっと大事にする時期だと考えあます。 
どうしてもだめなら、あとで設置することになると思います監視委員会の代表を入れ

るということではどうでしょうか。 
監視委員会の充実が今後の事業展開に多く左右すると思われます。この点を特にお願

いしたいし、できれば委員として貢献したいと考えます。 
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④ 事業終了後の施設のありようについて、豊田市では、受け入れ条件の中に 
環境事業団は、ＰＣＢ処理事業完了後に敷地や施設等の環境汚染が生じていないこと

を確認するなど総点検を実施すること。また汚染がないことが確認された後に処理施

設を解体して撤去することがうたわれています。 
終了後についてもきちんと論議しておき、要望すべきと考えます。 
この点を考え、リサイクルを念頭に置いた施設建設をお願いしたい。 
出来たら鉄骨主体の建築物にし、鉄のまちをアピールしたい。鉄骨住宅推進にも寄与

したい。 
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2002 年 11 月 14 日 
ＰＣＢに関する意見書 

高砂町在住  青山 剛 
 
＝全般＝ 

はじめに、今まで３回に及ぶ委員会を通して、ほぼ北九州市の模倣となっており、室

蘭市の独自性が感じられなかった。もちろん委員としても、独自的な考え等を打ち出し

ていく必要がある。従って、今後のリスクコミュニケーションへの取り組みの部分にお

いて、独自性を出していきたいと思う。 
処理方法選定や収集・運搬等の事業実施に関しては、我々素人には判断することが出

来ないため、安全を絶対優先の上で専門家の意見を聴取し、的確な方法を選定していた

だきたいと思う。 
 
＝事業監視委員会＝ 

事業監視委員会には、PCB 処理安全委員もメンバーとするべきである。それは、PCB
処理安全委員として事業終了まで見届ける責務があると考えるからである。その際に、

事業監視委員会は、事業主体とは決して馴れ合いになってはならなく、常に公正な監視

が出来ることを徹底する必要がある。近年頻発している原子力発電所の組織的な証拠隠

蔽のようなことはあってはならない。 
さらに、室蘭工業大学との連携をより強化し、監視委員会には、学識者（穂積教授、

吉田助手、高野助教授、亀田助教授ら）のみならず、今後の環境産業に従事していくで

あろう室蘭工業大学の学生（学識者研究室の学生）も一部委員とすることが望ましい。「も

のづくり」のまち室蘭が、優秀な人材を形成していくこと（「ひとづくり」）は非常に意

義深い。 
 

＝（仮称）PCB 処理情報センター＝ 
前回の会議（11 月８日開催）において、PCB 処理情報センターは、処理施設に隣接し

て設置されるとあったが、やはり旧市民会館跡地での建設を求める。一般市民は、新日

鉄構内に入構することが常時できないために、市民の理解や信頼性を確保するという姿

勢があるのであれば、新日鉄構内に設置することは、やはり適当でないと繰り返し主張

したい。また、ただの PCB 処理情報機能だけの施設に留まることなく、環境産業都市む

ろらんの PR 機能及び産業観光のコアセンターを兼ね備えた施設にすべきである。修学旅

行や社会見学などの団体客がきた際には、事業監視委員（特に工大生）にガイド役を務

めてもらうことも年頭においてはいかがであろうか。 
 処理情報センター運営の母体は、事業団であろうが、常駐スタッフで専門員以外のス

タッフは、積極的に市内の若者を優先的に採用していただくことを望む。 
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＝情報公開＝ 
不測の事態が発生しても、情報を隠蔽することなく市民に発信していくことが、事業主

体の責務であり、このことだけは何があっても徹底していただきたい。 
 
 
 

以上 
 



参－18 

平成１４年１１月１１日 
 
 
 

北海道電力㈱企画部環境室 
中 村 裕 一 

 
 

ＰＣＢ廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方（素案）について 
 
 

 ＰＣＢ廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方（素案）について、室蘭市ＰＣＢ処

理安全市民委員会オブザーバーとして、下記のとおり意見を提出いたします。 
 
 

記 
 
 
１．収集運搬に関する技術、能力について 
 
 ＰＣＢ廃棄物の積込み、積み下ろし、運搬途中の万一の事故・トラブル等に迅速に

対処するためには、運搬品目の大部分を占める変圧器、コンデンサの取扱い経験、構

造等に関する知識のある者が収集運搬を行なうことを「基本的な考え方」に加えるべ

きと考えます。 
 
２．収集運搬のネットワークについて 
 
 道内全域から収集運搬が行なわれることから、万一の事故・トラブル時に迅速に応

援体制を確立できるようにするため、全道のネットワークを構築することを「基本的

な考え方」に加えるべきと考えます。 
 

以 上 




