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第１０回 室蘭市環境審議会 会議録

日 時：平成３０年１１月２６日（月） １０：００～

場 所：室蘭市防災センター 視聴覚研修室

出席委員：中野委員（会長に選出）、亀田委員（副会長に選出）、石川委員、山城委員、

真壁委員、立野委員、渡辺委員、山内委員、西畑委員、石田委員

欠席委員：氏家委員

事 務 局：杉本生活環境部長、本間環境課長、鈴木同主幹、後藤同主査、川辺同主査、高橋同主任

会議次第：（１）開会

（２）委員の紹介、事務局挨拶

（３）会長、副会長選出

（４）会長挨拶

（５）報告「平成３０年度版 室蘭市環境白書」について

（６）その他

（７）閉会

《会議内容》（次第１～２ 略）

（次第３）

［事務局］

今回は、委員改選後最初の会議なので、まず会長、副会長を選出したい。室蘭市環境

審議会規則第３条により互選による選出となる。委員の皆様のご意見を伺いたい。

【F委員】
環境に関する専門的な審議会なので、学識経験者である室工大の２名の先生方に会長

と副会長を引き受けていただければと考えているが、皆さんはいかがか。

（一同異議なし）

［事務局］

ただ今、F委員から推薦のあった室蘭工業大学の中野委員と亀田委員に引き続き会長
と副会長にとの発言に、異議なしといただいたので、中野委員、亀田委員にお願いした

い。以降の進行は、中野会長にお願いする。

（次第４）（会長より挨拶）

（次第５）
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【会長】

はじめに、本審議会は、室蘭市審議会等の設置及び運営に関する要綱により、原則、

公開となっている。承知おかれたい。

次第５報告「平成３０年度版室蘭市環境白書」について事務局から報告をお願いする。

（事務局より環境白書（案）の説明）

【会長】

ただ今の説明について、質問・意見があれば、発言をお願いする。

【A委員】
室蘭市は海岸線も長く、海岸漂着物なども相当あり、都度回収したものは市で処理し

てくれている。これらを踏まえた上で、そういった漂着物とかマイクロプラスチックに

ついては最近世界的な話題となっていて各国で対応が進んでいる。

市だけの対応は難しい側面もあるが、何かそういった方向とか情報などを白書に記載

しておく必要があると思う。

［事務局］

おっしゃるとおり海洋プラスチックの問題については、国の方でも検討会を立ち上げ

るなど、動物が微少なプラスチックを飲み込んで生態系への影響が出ていること等への

対応が検討されていると認識している。

近年のトレンドをどこかに記載した方が良いとの趣旨と思うので、例えば「刊行にあ

たって」での表現などを検討したい。

具体的な取組については、例えば次期計画を定める中で考えていきたい。

【会長】

環境美化の点でも大事だと思うので、よろしくお願いする。

【B委員】
２１ページにあるベンゼンの推移が、最近少し上がり気味で場所によっては環境基準

ぎりぎりになっている。なにか特殊要因があるのか。

［事務局］

昨年度、高めでの推移があったことから、周辺の状況について聞き取りなど調査を行

い、輪西周辺の事業所におけるベンゼン排出リスクのある施設の老朽化を確認したとこ

ろ。当該事業所は今年度より、その施設の大規模改修を進めている。

今年度のベンゼンの状況は高めではあるが、今のところ環境基準を超えないレベルで

推移している。

最終的判断は年間を通じての平均値での評価になるが、引き続き周辺の状況を注視し、

必要に応じて調査・要請を行っていきたいと考えている。
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【B委員】
２５ページにアスベスト解体作業に立入検査を実施したとあるが、特筆されてないの

で問題がなかったと思うが、その結果はどうだったのか。

［事務局］

基本的には問題なく作業は行われてるという状況。

【B委員】
ビルの解体は今後、全国的にピークを迎えると言われているが、室蘭市内で今後どれ

くらいアスベストを含んだビルなどが解体されるのか、そういうデータはあるか。

［事務局］

民間の建物の解体スケジュールをとらえているわけではないので、具体的なものはな

いが、北海道内では歴史の古いまちなのでアスベストが含まれた建材が使用されるよう

な時期の建物が多いであろうという認識はある。

解体作業等におけるアスベスト対策の周知は行政、関係者等様々な主体でしていかね

ばならない。民間、行政ともにしっかりとした対応をとっていきたいと考えている。

【B委員】
それに関連し、市庁舎はアスベストを使っており、剥落したと話題になったりしたが、

市庁舎の建替え時期は。この会議では場違いかもしれないが、どうなのか。

［事務局］

市庁舎の建替が庁内の検討課題になっているのは事実。具体的な時期については今後

明示することになっていると聞いているので、この場では申し上げられない。

［事務局］

いろいろな公共施設がある中で、老朽化により建替が必要な施設がたくさんある。環

境課の関連で言えばごみ処理施設だが、その他に体育館だとか本庁舎がある。その全体

感の中でスケジュールを決めていくということで庁内、あるいは議会での論議が時期を

含めてこれからというところ。

【B委員】
本当に次から次へと市の施設が建て替えられていく。その時の古い建物の解体業者は

市内の業者なのか。

［事務局］

基本的には市内の業者でまかなえる部分は市内業者という条件を付けて発注してい

るので、特殊なもの以外は、市内の業者となる。
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【B委員】
市内の業者は解体時のアスベストの取扱いに熟知しているという感じか。

［事務局］

市が発注する大きな解体工事は建築部門で対応しているが、当市の建築部門はアスベ

ストの問題はしっかりと捉えており、細心の注意を払って対応している。

【C委員】
自宅近くの小学校跡地が更地になり、太陽光パネルの設置が始まっているが、テレビ

で太陽光パネルから反射した光が眩しいという周辺住民からの苦情がニュースになっ

ていた。そのへん、業者とどのように詰めているのか。また、現在市内で太陽光発電が

進めらているところがあれば教えてほしい。

［事務局］

新たな展開について具体的なことは聞いていない。

なるべく市施設の跡地は民間で有効に使ってもらうということで進めており、その中

で太陽光発電に適した土地があれば、活用していくという状況。

さきほどの話のような苦情については、市が売る土地なので活用に関して市民の方が

不利益を被ることのないよう業者に伝えていると思う。

【C委員】
そういった苦情が出た場合は直接業者と地域が交渉するのか。

［事務局］

直接、業者と交渉しても良いし、窓口として市を介しても良い。

【D委員】
５０ページの環境マイスターの登録があったのかどうか。

［事務局］

基本的には活動センターや生涯学習の団体等で環境学習を教えることができる方を

掲載し、活用してもらいたいという考えでおり、具体的に環境マイスター認定制度に関

する取り組み自体は進んでいない。

今後の検討課題として、環境学習の機会を提供していくには、そのニーズを把握する

必要があるため、市民の方々にアンケートをとるなどして、環境学習を広めて行くには

どうしたら良いのかを次の計画に向けて考えていかなければならい。

また、環境学習の実践者という意味では、北海道の方でも地球温暖化防止活動推進員

という登録制度を設けており、推進員を招く際の講師謝礼なども北海道が負担している。

こういった既存制度の周知も必要と考えている。
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【E委員】
４０ページのエコライフ・環境家計簿について、冬場に取り組んでいただいたが、

１８世帯ということで、自分も取り組んでいるが、少ないように思う。

今朝の新聞に募集していることが出ていたが、市民からも沢山応募があると期待してい

るので、よろしくお願いする。

［事務局］

環境家計簿は実際に自宅で使用しているエネルギーの状況を自分で見える化すると

いうことで改めて気づいてもらいたいと進めているもの。なかなか参加世帯が増えてい

かない実態はあり、今年度の募集は現時点で２０件程度。引き続き周知していきたい。

【B委員】
今のに関連して、基準月が１２月で、翌年の１月、２月と比較することとなっている

が、１年後と比較することは長すぎるのか。というのは、１２月の寒さと１、２月の寒

さは違い、CO2排出量が多くなりそうなので。

［事務局］

とりまとめ方だと思うが、例えば、昨年度からの継続者については昨年度のデータと

の比較を示すことはできると思う。

どうしても１２月を基準として１月、２月と比較すると増えてしまう家庭が多い。

【B委員】
排出量が増えると参加者が、がっかりするのではないか。

［事務局］

必ずしも増えたことが悪いということではなく、まずは見える化させることが主旨。

前年度との比較というのは考えたい。

【B委員】
なにか参加者にインセンティブはあるのか。

［事務局］

参加者増への課題意識は持っているが、現在インセンティブはない。

【F委員】
PCBの処理施設についてお聞きする。道内の PCBの排出量についてはある程度需要
が見えてきているが、本州の方の PCBも室蘭で処理している。

PCBの処理施設というのは何年までという稼働年度が計画で決まっているが、本州か
らの処理が回ってきているので、期限に間に合わないのではないかと考えられているみ

たいだ。どういう見解を持っているか。
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［事務局］

処理期限の設定については国の計画で定めており、当初施設は平成３３年度末、増設

施設は３４年度末までに処理委託しなければならない。

期限は、室蘭市としては絶対と考えている。

施設建設にあたっては、最初は北海道内の受入だけという約束が、東北地方分なども

受け入れることとなり、さらに安定器など東京の方で処理できないものについても北海

道で処理することになるなど、２回約束が変わっている。

期限内の確実な処理は、その２回目の約束変更の時に地域の方や国ともしっかり取り

交わした約束なので、必ず終わらせるように進めてもらう。

【F委員】
古い建物で使っている安定器は PCBに気づかない人も非常に多いと思う。
LEDに交換していれば大丈夫だが、30年以上も前の建物で蛍光灯を使っているとこ
ろもあると思うので、再発信が必要と思っている。

［事務局］

具体的な取組は国が進めているが、周知活動も重要と考えている。

北九州エリアと言われている西の方は処理期限が近いが、そちらの方ではテレビ CM
でのキャンペーンを行い、効果があった模様。期限に向けて、東の方でも展開させると

聞いている。そういうことも含め、期限内の処理に向けて進められていくと思う。

【会長】

北海道が発信していくのか。

［事務局］

基本的には国でやっている。

【B委員】
PCBの処理をしているが、海水の水質や底質への PCBの蓄積については道で測定し
ているが、その値はどうなっているか。

［事務局］

ちょうど先日、PCBの会議で処理が始まって１０年という節目を踏まえた総括をした。
全体的に問題は無く推移している。大気については、国内の他地域と比べても低い値

で、しかも減少傾向で推移している。底質についても PCBの処理施設があるからとい
って高い数値にはなっていない。

【B委員】
安心した。
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【会長】

昨年話題になった PM2.5については、どのようになっているのか。

［事務局］

２９年度は、年間を通じても一昨年の事象ほど高い数値の発現はなかった。

高濃度の発現は、大陸からの越境が要因となっているケースが多い。

【D委員】
４３ページの分別収集についてお聞きする。現在、室蘭市では小型家電の収集をして

おり、今度、中島地区の収集場所が生涯学習センターに移る。不法投棄を減らす方策と

して小型家電の収集場所を増やす予定などはあるか。

［事務局］

中島会館の閉鎖に伴いここに設置していた収集ボックスは「きらん」に移設する。

市民の皆さんが持ち込める家電は品目が限定されているため、公共施設において一定

程度、人が直接説明しなければならない場面もある。

増やす方向性は非常に大事だと思うが、現実問題として現在収集している施設でも小

型家電の対象外のテレビなどを持ち込まれるケースがあり、どのようなものが家電リサ

イクル法の対象で、どのようものが小型家電の対象なのかなど説明が必要。

広報などでの周知もしているが、公共施設でこのような対応ができる場所ということ

で、今後検討していきたいが、一定程度のルールを伴うものなので、慎重に対応してい

きたい。

【会長】

場所を何ヶ所か設定して、持ってきてもらっているのか。

［事務局］

今は市内全体で８カ所を基点として、主に公共施設で小型家電を入れる箱を置かせて

もらい収集している。

【会長】

例えば、冷蔵庫は家電リサイクル法による処理なのか。

［事務局］

大きく言うと、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは、家電リサイクル法という法律

の区切りが違うので小型家電のボックスに入れるのではなく、法律に従って処理をして

もらうことになる。

【会長】

害獣については、どのような結果だったのか。
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［事務局］

３５ページの「生態系の保全」のところに記載がある。

特定外来生物による農業被害等の軽減や生息域拡大の防止を目的とした計画があり、

引き続き市民生活への被害防止のため捕獲事業を行っている。

捕獲の対象はアライグマだけではないが、白書の中では特定外来種に関する記載とし

ており、アライグマに関しては４１頭の捕獲があった。

２８年度は４８頭、２７年度は２９頭の捕獲実績がある。

【会長】

捕獲したアライグマは殺処分となるのか。

［事務局］

殺処分となる。

外来種ではないが最近は鹿の被害が多く、町会から地域として捕獲依頼がある。

家屋や畑など被害があれば、捕獲することになるが、その数が増えている。

（次第６）

【会長】

意見等が出尽くしたようなので、これで議事を閉じたい。

本日の報告書は、平成２９年度分の施策状況をまとめたものということなので、今出

された意見を参考に、市は今後の計画推進に努めていただきたい。

それでは、次第６の「その他」について事務局から説明願う。

［事務局］

様々なご意見いただき、改めて感謝申し上げる。

その他として、資料はないが今後のスケジュールについて説明申し上げる。

今年度については、今日いただいた意見を踏まえた白書の確定版について、今月中の

公表に向けて進めていく。

また、次年度以降について、３１年度と３２年度の２カ年で環境基本計画の改定作業

を行っていく。

３１年度は市民・事業者を対象としたアンケートや市内における環境関連の取り組み

の再点検などを予定。

加えて、大気や海水の測定点の見直しについても、審議会で議論させていただきたい

と考えている。

これらのことから、例年、環境白書の確認に係る開催１回のみとなっていたが、今後

2年間は最大年 4回開催の範囲内で進めることとなるので、よろしくお願いしたい。

【会長】

ただ今の説明につきまして、質問・意見等はあるか。

・・・・・・
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（次第７）

ないようなので、本日の審議会を終了したい。

委員の皆様方におかれましては、貴重なご意見とご協力をいただき、ありがとうござ

います。お疲れ様でした。（～１１：００）


