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はじめに

近年の環境問題は、地球温暖化などの地球環境問題のほか、

アスベストに対する規制の強化や、水銀に関する水俣条約が平

成 29 年 8 月 16 日に発効されたことに伴い、改正法令が平成 30

年 4 月 1 日に施行されるなど、様々な汚染物質に対する環境保

全の取り組みがより重視される方向性にあります。

環境保全の対策については、全国一律の対応はもちろんです

が、それぞれの地域特性に合わせた取り組みの推進もまた求め

られています。

本市においては、室蘭地域の環境保全の取組を推進するため、

平成 17 年 3 月に事業者、北海道、室蘭市の 3者による「室蘭地

域環境保全連絡会議」を設立し、従来の規制的な手法だけでは

なく、事業者と行政が連携して、自主的な汚染物質の調査や対

策等を進めてきました。

本報告書は、事業者の方々が平成 29 年度に取り組んだ調査や

対策等をまとめたものですので、是非ご覧いただき、ご理解を

深めていただければ幸いです。

平成 30年 12月

室蘭地域環境保全連絡会議 事務局

（室蘭市生活環境部環境課）
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1．室蘭地域環境保全連絡会議設置要綱

（連絡会議の設置）

第１条 室蘭地域の環境保全の取組を推進するため、「室蘭地域環境保全連絡会議」

を設置する。（以下「連絡会議」という。）

（構成員）

第２条 連絡会議の構成員は、別紙に掲げる室蘭市内の事業者、北海道および室蘭市

とする。

（取組）

第３条 連絡会議は、次に掲げる取組を推進する。

(1) 構成員は、相互に環境に関する情報交換を行い、室蘭地域の環境負荷の

低減に努める。

(2) 構成員である事業者は、自らの環境負荷を調査・把握し、環境負荷の低

減を進めるための計画を策定し、実行する。

(3) 室蘭市は、北海道と連携して、事業者が策定した計画の進捗状況の確認

や実績の取りまとめなどを行う。

（事務局）

第４条 連絡会議の事務局は、室蘭市生活環境部環境担当課におく。

（運営）

第５条 連絡会議は、必要に応じ、構成員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞く

ことができる。

２ 連絡会議は、構成員の発議により室蘭市生活環境部環境担当課長が招集する。

（その他）

第６条 その他、要綱に定めるものの他、連絡会議の運営に関する必要な事項は別途

定める。

附 則

この要綱は、平成 17年 3月 25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28年 1月 1日から施行する。
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2．室蘭地域環境保全連絡会議構成員名簿

構 成 員

1 新日鐵住金㈱ 棒線事業部室蘭製鐵所

事業者

2 北海製鉄㈱

3 ㈱日本製鋼所 室蘭製作所

4 JXTGエネルギー㈱ 室蘭製造所

5 日鉄住金セメント㈱

6 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ 室蘭製作所

7 ㈱テツゲン 室蘭支店

8 黒崎播磨㈱ 室蘭営業所

9 中間貯蔵・環境安全事業㈱

北海道 PCB処理事業所

10 北海道胆振総合振興局

保健環境部環境生活課
北海道

11 室蘭市生活環境部環境課
室蘭市

（事務局）
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3．環境保全計画の概要

事業者名
新日鐵住金㈱ 棒線事業部室蘭製鐵所、
北海製鉄 ㈱

㈱日本製鋼所 室蘭製作所

事業概要

約 105年にわたる道内唯一の一貫製鉄
所で、特殊鋼棒鋼・線材製造拠点として、

自動車エンジン・駆動系部品用の鋼材等

を生産するとともに、環境に配慮したプ

ラスチックリサイクル事業や製鉄スラグ

を利用した商品の開発、PCB処理施設へ
の協力等、資源循環型の製鉄所として地

域や北海道経済に寄与しています。

一方、北海製鉄㈱は新日鐵住金㈱と三

菱製鋼㈱が設立した会社で、室蘭製鐵所

の高炉・コークス関係設備を承継して銑

鉄を生産しています。

明治40年に民間兵器会社として室蘭に
設立された。室蘭製作所は戦後いち早く

民需転換し、基幹産業に向けた発電や製

鉄等に使われる大型鋳鍛鋼をはじめ、天

然ガス採掘や海水淡水化、石油化学産業

等に幅広く使われるクラッド鋼板・鋼管、

さらに石油精製用の圧力容器や風力発電

機器、水素利用システム等の環境負荷低

減につながる製品群を提供し、世界のエ

ネルギー産業を支えています。

調査対象物質 ベンゼン・他 ニッケル化合物

計

画

内

容

概要

有害大気汚染物質の大気への排出量を

把握し、また事業所周辺の濃度を継続調

査します。また、設備の保守管理・補修

を適切に推進し、設備機能維持管理によ

り、ベンゼン等の排出量の低位安定化を

図ります。

対策設備導入による環境負荷影響調査

を継続実施すると共に、関連作業・工程

の改善、関連設備の維持・管理、更には

必要に応じて、新設備の導入等を検討・

推進します。

現況

(H29)

①有害大気汚染物質の大気排出量の把握

②事業所周辺の有害大気汚染物質濃度測

定の計測調査及び改善策の検討

・ベンゼン：2ヶ所(1回/月測定)
・ニッケル・マンガン：1ヶ所(1回/月
測定)

③設備の保守管理・補修を適切に推進

①ニッケル化合物発生源と推定される工

場に対し、以下項目を実施

・改善対策方法の検討・立案

・改善対策の基本設計及び施工

②ニッケル化合物発生源と推定される工

場内 2施設の集じん機改造着手
③当製作所の敷地境界での自主モニタリ

ングの実施

④各工場の環境整備の維持・管理

今後

(H30～)

①ニッケル化合物発生源と推定される工

場に対し、以下項目を適時進めます。

・改善対策方法の検討・立案

・改善対策の基本設計及び施工

②当製作所の敷地境界での自主モニタリ

ングの継続

③各工場の環境設備の維持・管理
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事業者名 JXTGエネルギー㈱ 室蘭製造所 日鉄住金セメント㈱

事業概要

昭和 31年 12月に原油処理能力 7,500バ
ーレル/日で操業を開始し、昭和 48 年以降、
処理能力を 180,000バーレル/日まで増強し
てきました。

平成 26年に原油処理の停止を行い、石油
化学製造所としてアジアに石油化学製品の

原料を供給すると共に、ガソリン・灯油及

び軽油の生産を行っています。

また、本州に比べて北海道の需要の多い

灯油をはじめ、ガソリンや軽油などを安定

的に供給するための物流拠点でもありま

す。

海と山に囲まれた自然豊かな環境のも

と、北海道からアジアに至るまでのエネル

ギーや素材需要を支えています。

当社は、昭和 29年 6月 28日に現新日
鐵住金㈱と現住友大阪セメント㈱の共同

出資により設立され、高炉セメントを主

力製品として、白鳥大橋やダムなどの大

型プロジェクトを縁の下から支え続けて

います。

高炉セメントは、省資源・省エネルギ

ー・CO2削減を図ることができる環境に

優しい製品です。

また、リサイクル資源(産業廃棄物・副
産物)の有効活用を積極的に推進し、循環
型社会への貢献を通じて、北海道の美し

い明日を築くために邁進しています。

調査対象物質 ベンゼン ダイオキシン・他

計

画

内

容

概要

対象設備の維持管理に努め、環境負荷

の把握・調査を継続します。

セメント焼成炉は廃棄物等を焼却・焼

成していることから排ガス中のダイオキ

シン類を定期的に測定すると共に、平成

17年度よりダイオキシン類の大気環境測
定を実施しています。

また、当社で取り扱う原料・燃料の成

分分析等により有害大気汚染物質等の対

象物質を特定し、その環境負荷を調査・

把握し、必要な設備投資や設備老朽更新

を順次実施していきます。

現況

(H29)

・有害大気汚染物質の大気への排出量等

の把握

・事業所周辺濃度の把握

セメント焼成炉の排ガス中のダイオキ

シン類測定を 3ヶ月毎に実施すると共に
大気環境中のダイオキシン類測定を 1年
毎に実施し、基準を達成していることを

確認しています。

また、当社セメント焼成炉等は法定ば

い煙測定にて大気汚染物質が排出基準値

以下であることも確認しています。

今後

(H30～)

①ダイオキシン類の大気環境測定等の継

続実施

②法定測定結果の検証と共に環境負荷低

減に努めます

③リサイクル資源の積極的な有効活用を

継続します

④集塵機等の更新・増設並びに維持管理を

継続して実施します

⑤高性能ロードスイーパー導入(平成 30
年 9月)により粉塵飛散防止に努めます
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事業者名 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ 室蘭製作所 ㈱テツゲン 室蘭支店

事業概要

当社は三菱製鋼㈱東京製作所の鋼材部

門を室蘭市に移転すると同時に、三菱製

鋼室蘭特殊鋼㈱として発足し、平成 6年 4
月から営業運転を開始しました。

三菱製鋼は、自動車用構造鋼を世界に

先駆けて炉外精錬プロセスで製造し、そ

の品質向上に大きな足跡を残しました。

室蘭では溶銑及び溶鋼を主原料とし

て、大幅な品質向上、省エネルギーに取

り組み、地球にやさしい特殊鋼造りを目

指しています。

また、平成 14年には ISO14001を取得
し、生産から物流まで、全ての工程にお

いて、環境に配慮した活動を行っており

ます。

当社は、昭和 14 年、石炭を販売する｢明
治石炭株式会社｣を創立、その後、日本製

鐵㈱の原料輸送業務を担当し、昭和 18年
に商号を｢製鐵原料輸送株式会社｣と改

称、戦後は、室蘭コークス工場及び炭鉱

を経営し、昭和 35 年には商号を「株式会
社鐵原」と改めました。

一方、室蘭では昭和 28 年「日鐵化学工
業㈱室蘭コークス工場」から経営を継承

し、コークスの製造・販売及び化成品・

コークス炉ガスの製造・精製・販売事業

を行い、現在は、新日鐵住金構内ダスト

類の処理によるペレット類の製造・塩酸

回収、鉄鋼スラグ処理によるスラグ製品

の製造販売、工場排水の水処理、これら

の鉄鋼資源の再利用を主軸とし、石炭・

油類、他産業機器の販売や都市ガス卸し

供給事業等を行っています。新日鐵住金

グループとして全国に 7支店・5事業所が
あります。

調査対象物質 重金属類・VOC 硫黄酸化物・窒素酸化物・ばい塵等

計

画

内

容

概要

原料・燃料より有害大気汚染物質等の

推定される対象物質を特定し、その環境

負荷を調査し、結果に基づき、以降の保

全計画を再検討する。

・排出ガス測定項目濃度の低減・管理推

進

・公害防止設備の保全強化推進

・環境負荷の調査把握

現況

(H29)

対策検討

①規制動向確認

②操業設備対策（必要に応じて）

③評価

①対象物質の再特定

②測定調査の継続

③測定結果の再検証

今後

(H30～)

①測定結果の検証と共に環境負荷低減に

努める

②設備の老朽更新を計画的に実施すると

共に、高効率設備導入により省エネ対

策に努める
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事業者名 黒崎播磨㈱ 室蘭営業所
中間貯蔵・環境安全事業㈱

北海道 PCB処理事業所

事業概要

新日鐵住金㈱構内で昭和 36年から製鉄
用生石灰の製造を行っており、当社は昭和

42年に製鐵所から業務移管を受け事業を継
続してきた。

最盛期は３基の石灰焼成キルンを保有し

ていたが、昭和 48～51年のオイルショック
以降鉄鋼の生産量減少するに伴い、生石灰

需要も減少し、平成 4年からキルン 1基で
需要に対応してきた。

なお、当社製品の 99%は新日鐵住金㈱構
内で使用されております。

生石灰は石灰石を焼成し生産するた

め、大量の燃料及び電力を消費する工場

であることから、省エネに積極的に取り

組んで参りました。

昭和49年に製造や新たな使用が禁止さ
れた PCB廃棄物を処理するため、国は平
成 13年に PCB廃棄物適正処理推進特別
措置法を制定し、保管事業者に対して

PCB廃棄物の処分（委託を含む）を義務
付けました。

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB
処理事業所（日本環境安全事業㈱北海道

事業所から平成 26年 12月 24日名称変
更）は、全国 5番目の PCB処理事業所と
して、脱塩素化分解法による当初処理施

設を平成 20年 5月 21日に、プラズマ溶
融分解法による増設処理施設を平成25年
9月 9日にそれぞれ操業し、PCB廃棄物
の処理を進めています。

調査対象物質 硫黄酸化物・窒素酸化物・ばい塵等
PCB・ダイオキシン類(DXNs)・大気汚染物
質・生活環境項目・悪臭・騒音・振動等

計

画

内

容

概要

・ばい煙発生施設(石灰焼成キルン)の安定
操業と環境対策施設の適切な維持管理

に努める

・環境改善施設の維持管理及び省エネに

努める

・老朽化施設の計画的更新を図ると共に

美化の推進に努める

北海道及び室蘭市が定める「北海道 PCB
廃棄物処理事業に係る環境モニタリング計

画」に従い、処理施設からの排出状況や周

辺環境のモニタリングを実施し、適正かつ

安全な処理が実施されていること及び周辺

環境に影響を及ぼしていないことを確認す

ることとしています。

現況

(H29)

・定期的な排ガス測定(年 6回)を実施し、
大気汚染物質の排出量が基準値以内で

あることを確認した

・エネルギー原単位の低減に努め、温室効

果ガス(CO2)排出量の低減を図った
・廃熱回収ボイラーの老朽水管の更新を行

い、廃熱回収効率の回復を図った

上記環境モニタリング計画に基づき、処

理施設の排気中の PCB・DXNsのほか、当
初施設のベンゼン・悪臭、増設施設の SOx・
NOx・HCL・ばいじん、排水中の PCB・
DXNs・生活環境７項目等のほか、敷地境界
における騒音・振動を測定しました。

また、周辺環境として、敷地境界等の

PCB・DXNs・ベンゼンのほか、雨水幹線
排水路合流前の排水及び雨水幹線排水路上

流及び下流の底泥の PCB・DXNs を測定し
ました。

今後

(H30～)

①石灰キルンNOx・SOx・ばい塵の定期
測定の実施と評価の推進

②低濃度 PCB使用廃棄物の適切な処分の
推進

③老朽化建物の改修による耐震強度向上

及び美化の推進

大気汚染防止法の一部改正により、排

ガス中の水銀濃度測定が追加されまし

た。

水銀を含めたモニタリングをこれま

でと同様に実施し、適時公表していきま

す。
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４．環境保全計画のこれまでの実績と今後の計画

４－１ 新日鐵住金㈱ 棒線事業部室蘭製鐵所・北海製鉄㈱

当社は、有害大気汚染物質のベンゼン削減に向けた取り組みを推進すると共に、ニッケル

やマンガンの調査も進めています。

また、地域住民の方々の工場見学等を積極的に実施し、また環境・社会報告書等を通じて

積極的に情報の公開を進めています。

1．製鐵所構内周辺濃度の測定実績

(1) ベンゼン

新日鐵住金㈱及び北海製鉄㈱では、ベンゼンの自主管理計画が平成 15年度に終了しまし
たが、その後もベンゼン削減に向けた取り組みを推進して参りました。

平成 28年度実績はベンゼン排出量を 15t /年レベルまで削減し、平成 29年度はコークス
生産量が下がった影響で 13t/年レベルまで減少致しました。
しかし、当所に近接した輪西地区測定局の環境測定結果は、環境基準(3μg /m3以下)を達
成したものの高位であるため、影響を与える一事業者として、引き続き削減に向けた取り

組みを推進しております。

(2) ニッケル及びその化合物

当所に近接した輪西地区測定局のニッケル測定結果は、平成 25年から上昇しましたが、
環境指針値(25ng /m3以下)を達成しています。

（3）マンガン及びその化合物

当所に近接した輪西地区測定局のマンガン測定結果は、平成 23年以降、環境指針値
(140 ng/m3以下)を達成しておりましたが、平成 29年度は超過しています。
影響を与える一事業者として、排出源及び排出原因の特定のため、移動式分析機器を導

入し、平成 30年度より運用を開始しております。

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
ベンゼン排出量 (t /年) 15.2 14.7 14.6 14.9 14.9 15.0 13.1
ベンゼン濃度 (µg /m3) 1.8 1.3 1.0 1.3 1.7 1.8 3.0

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
ニッケル濃度 (ng /m3) 5.8 2.9 9.3 10.6 6.0 4.9 6.1

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
マンガン濃度 (ng /m3) 136 118 95 120 140 99 160
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第 5コークス炉東炉改修後

2．実施した対策等

（1）ベンゼン排出削減対策

① 第 5コークス炉東炉改修工事の実施
工事期間 平成 21年 7月～平成 23年 11月
(設備稼働 平成 23年 11月～)

② 安水・ﾀｰﾙ処理施設の排ガス吸引管増設

安水・ﾀｰﾙ処理施設からの大気放出量を

削減するため、既存設備の排ガス吸引系統に

接続する改善を行っています。

(設備稼働 平成 22年 3月～)

③ 第 5コークス炉西炉改修工事の実施
工事期間 平成 30年 4月～平成 31年 8月
(設備稼働 平成 31年 9月予定)

（2）粉じん抑制対策

① 道路清掃の充実と道路散水による飛散防止 (継続実施中)

② コークスヤード防風(減風)ネット設置 (平成 25年 4月～)

ロードスイーパー 3台保有 散水車 5台保有
(内 1台を平成 31年更新予定)

高さ 13m (腰壁 2m) 全長 230m (100m＋30m＋100m)
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③ 石炭ヤード填圧作業の実施 (平成 25年 10月～)

④ 排滓小屋更新＋スラグ冷却場拡大

排滓小屋(平成 29年 5月～) スラグ冷却場(平成 29年 3月～)

填圧
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3．その他

(1) 工場見学の実施

平成 29年度は小・中・高校等の学生を含む 123団体、4,384名の見学者に来所を戴きま
した。

また、毎年、製鐵所近隣町会の方々を招き、製鐵所の環境対策、地域貢献活動の紹介及

び工場見学会等を実施し、意見交換等を行っています。

近隣町会の方々との意見交換会

(2) 訓練実施による環境影響低減
製鐵所内の各工場では、環境事故低減に向けた訓練を定期的に実施しています。

排水訓練 海域へのオイルフェンス展張訓練
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(3) 環境・社会報告書発行による情報公開
環境・社会報告書を年 1回発行し、環境情報の開示に努めています。

環境・社会報告書 2018
( http://www.nssmc.com/csr/report/index.html )

4．平成 30年度以降の計画

(1) 有害大気汚染物質の大気排出量等の把握

「PRTR法」に基づく(社)日本鉄鋼連盟が策定した、「鉄連 PRTRマニュアル」を用いて
有害大気汚染物質の大気への排出量を把握します。

(2) 事業所敷地境界の有害大気汚染物質濃度を継続調査し、改善策を検討します。

・ベンゼン濃度測定 ：2ヶ所・毎月 1回
・ニッケル・マンガン ：1ヵ所・毎月 1回

(3) 設備の保守管理・補修を適切に推進し、ベンゼン等の有害大気汚染物質排出量の低減を
図ります。
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４－２ ㈱日本製鋼所 室蘭製作所

当社では、ニッケル化合物の排出量や大気中濃度等を調査し、排出削減に向けた取り組み

を推進しています。また、地域の方々の工場見学を積極的に進めると共に、環境への取り組

みは当社のインターネットホームページへの掲載等を通じて情報の公開に努めています。

1．環境モニタリング分析結果(ニッケル化合物)

当製作所に最も近接した御前水地区測定局におけるニッケル化合物の環境測定値(年平均)
を以下に示します。平成 29年度は、指針値 0.025µg/m3(年平均)を僅かに超過しました。

2．ニッケル化合物の自主測定

当製作所構内 4ケ所にて大気中濃度を自主測定した結果を以下に示します。
(測定場所は、次頁に示します。)
なお、いずれの測定値も構内での測定のため参考値であり、国の指針値(0.025µg/m3)は適
用されません。

測定日：平成 29年 9月 27日

(備考) µg：マイクログラム(百万分の 1グラム)

年 度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
環境測定値

(µg/m3) 0.022 0.025 0.053 0.032 0.026

測定場所

① ② ③ ④

御前水

御傘山神社
御崎門付近 茶津変電所付近

第 1鍛錬工場
付近

環境測定値

(µg/m3) 0.013 0.027 0.029 0.014
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室蘭製作所敷地境界におけるニッケル化合物自主測定場所
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3．ニッケル化合物発生源と推定される施設の集じん機改造

平成 27年度に粉じんの形態調査(電子顕微鏡による形状確認、ニッケル含有量の分析)を実
施し、発生源とみられる工場内の施設を推定しています。

平成 29年度は、これら工場内の施設に対する改善対策を検討・立案した他、2施設には
集じん機設置などの改造を実施しました。

写真 局所集塵機を２台設置した研磨設備

4．今後の対応

平成 27年度以降からのニッケル化合物の環境測定値の指針値超過を踏まえて、今後は以下
に示す項目を進める予定です。

(1) ニッケル化合物発生源と推定される工場に対し、次に示す項目を適宜進めます

a．改善対策方法の検討・立案
b．改善対策の基本設計・施工

(2) 当製作所の敷地境界での自主モニタリングを継続して実施します

(3) 各工場の環境設備の維持・管理を推進し、環境負荷の低減に努めます
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5. その他

(1) 当社の環境への取組みについての情報公開

当社のインターネットホームページに、当社が行っている環境への様々な取り組みを掲

載しています。
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(2) 工場見学

平成 29年度は、地域の小・中・高校を含め、251回、2,757名のご来所をいただき、工
場見学を実施しました。
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４－３ ＪＸＴＧエネルギー㈱ 室蘭製造所

当所では、有害大気汚染対象物質のうち、該当するベンゼンについて自主管理計画を作成

し、タンクの構造を変更するなど一連の削減対策を完了しています。更に、自主目標値の達

成後も継続して排出削減に努めると共に、事業所周辺の大気中ベンゼン濃度についても測定

監視しています。

その他の環境関係の取り組みとしては、環境負荷低減活動や地域貢献活動の他、環境情報

の公開にも努めています。

以下に、ベンゼン関係及び環境関係の取り組み内容について、ご紹介させて頂きます。

1．ベンゼン関係

(1) ベンゼン蒸散対策

ガソリンタンクの構造を固定屋根式から浮屋根式に改造する対策については、平成 22年
までに全 6基を完了しました。(図 1参照)
また、平成 21年にベンゼンを原料とするキュメン製造装置を稼働したことにより、製品
ベンゼンの出荷を減少させ、出荷作業に伴う大気への排出量を削減しました。(図 2参照)

図 1 浮屋根式タンクへの改造 図 2 キュメン製造装置

(2) 大気中へのベンゼン排出量

平成 29年度の大気中へのベンゼン排出量は、自主目標値 3.9t /年以下に対し、1.1t /年と
なっています。

表 1 平成 29年度の大気中へのベンゼン排出量 (単位：t /年)
測定項目 自主目標値 排出量

ベンゼン排出量 3.9以下 1.1

タンク内部に浮屋根を取り付け、ガソリンに

含まれるベンゼンの蒸散を防止しました。

ベンゼンとプロピレン

を反応させ、フェノー

ルの原料となるキュメ

ンを製造する装置を設

置しました。
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(3) 事業所周辺の大気中のベンゼン濃度調査結果

当所の敷地境界 5ヵ所について定期的に大気中のベンゼン濃度の測定を行い、周辺への
影響について調査しています。

その結果、平成 29年度の各測定箇所の年平均値は何れも環境基準値の 3.0μg/m3 *注 1

を大きく下回っています。

*注 1 環境基準値とは、国が定めたもので、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえ

で維持されることが望ましい値

表 2 平成 29年度の敷地境界での大気中ベンゼン濃度測定結果 (単位：μg/m3)

2．環境関係の取り組み状況

(1) 環境負荷低減への取り組み

① 地球温暖化対策の推進

地球温暖化防止対策の一環として、省エネルギーの推進に取り組んでいます。

平成 29年度は、前年度対比 6.4千 kℓの燃料使用量を削減しました。

② 廃棄物対策の充実

弊社は全社的に廃棄物のゼロエミッション(埋立処分率 0.5%未満)を目標に掲げており、
当所は平成 16年度に目標を達成し、以降も継続して目標を達成しています。

測定項目
測定箇所

①

測定箇所

②

測定箇所

③

測定箇所

④

測定箇所

⑤

ベンゼン濃度 0.2 0.6 0.3 0.4 1.5
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(2) 地域貢献活動について

① ENEOSの森について

ENEOSの森とは、地方自治体又は(公社)国土緑化推進機構とパートナーシップを結び
一定エリアの未整備な森林の保全活動を全国 8箇所で展開しています。
道内では、千歳市蘭越、蘭越国有林内(3ha)について、植樹や間伐などのボランティア
活動として森林の保全活動を毎年実施しています。

② ENEOSわくわく環境教室について

貢献活動の一環として平成 20年度より「ENEOSわくわく環境教室」を展開していま
す。

当社の社員が講師となり小学校などに赴き、「環境やエネルギー」に関する説明や実験

等を行い、次世代を担う子どもたちに「石油の大切さ」や「当社の環境への取り組み」

などについて楽しく学んでもらうことを目的としています。

昨年は、地元の小学校や中学校に訪問させて頂きました。
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③ なつやすみ科学バスツアーについて

当社グループはCSRの取り組みとして室蘭製造所を含む10事業所において「なつやす
み科学バスツアー」を毎年8月に開催しています。ツアー参加者には当社が行なっている
環境や安全への取り組み内容について、紹介しています。

④ 集合煙突のライトアップについて

平成 26年に、高さ 180mの集合煙突の塗替えを行い、ライトアップを行っています。
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⑤ CSRレポートについて

弊社は毎年「CSR（企業の社会的責任）レポート」を発行し、環境情報の開示を行っ
ており、JXTGホールディングス㈱のホームページから参照することができます。
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４－４ 日鉄住金セメント㈱

当社では、ダイオキシン類の大気濃度の調査を実施し、基準値以下であることを確認する

と共に、法定ばい煙測定により排出基準以下である事も確認しております。

また、リサイクル資源(廃棄物・副産物)をセメント原燃料代替として積極的に活用するこ
とにより、循環型社会構築への貢献及び省資源・省エネルギーの推進に努め、地球温暖化対

策を図ると共に、公害防止設備の保全・強化等により環境負荷の低減に取り組んでいます。

1．環境保全計画に基づく環境測定実施結果

(1) ダイオキシン類

セメント焼成炉は廃棄物を処理していることから排ガス中のダイオキシン類を定期的に
測定すると共に、平成 17年度よりダイオキシン類の大気環境測定を継続実施しています。

① 測定位置等

② 測定結果

測定調査の結果、当社事務所屋上におけるダイオキシン類の環境濃度は環境基準の 0.6
pg-TEQ/m３以下を達成しています。(H30.3.5～12にて測定)

2．実施した対策

(1) 集塵機の更新

集塵機の機能維持のため、計画的に更新工事を実施し、汚染の防止を図っています。

平成 29年度は 2台のバグフィルター更新を実施しました。

(2) 高効率粉砕機の稼働

エネルギー消費量削減を目指し、高効率粉砕機(堅型スラグミル)が稼働しました。

高効率粉砕器(平成 30年 1月稼働) 船積バグフィルター更新

サンプリング位置 当社事務所屋上

分析機関 日鉄住金テクノロジー㈱

ダイオキシン類濃度

毒性等量(pg-TEQ/m3)
環境基準

(pg-TEQ/m3)
平成 29年度 0.0047 0.6
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3．その他の取り組み

当社は、平成 13年 7月に ISO14001の認証を取得し、環境改善に継続的に取り組んでい
ます。

(1) 環境関連法等の順守

ばい煙発生施設や浄化槽の定期点検及び法定測定、使用済み PCBの保管管理等の実施を
徹底しています。ばい煙測定値、ダイオキシン類の測定値は当社ホームページにて公開し

ております。

(2) リサイクル資源(廃棄物・副産物)の積極的活用

① 循環型社会構築への貢献

石炭灰、下水汚泥、廃プラスチックなどのリサイクル資源を有効活用することで、循

環型社会の構築に貢献しています。廃棄物の使用量に関しても上記当社ホームページに

て公開しています。

② 地球温暖化対策

リサイクル資源の活用や、生産機器の運転基準の適正化など、省エネルギーを積極的

に推進し、温室効果ガスの削減を図っています。

4．平成 30年度以降の計画

(1) ダイオキシン類の大気環境濃度の調査を今後も継続します。

(2) 当社で取り扱う原料の成分から、発生する可能性のある有害大気汚染物質が含まれてい
ると特定された場合は、必要に応じて特定した物質の排ガス濃度並びに大気環境濃度の

調査を実施します。

(3) リサイクル資源の更なる積極的活用を目指し、設備投資や技術革新等を実施します。

(4) バグフィルター等の集塵機の更新・増設並びに維持管理を実施すると共に、その他の環
境対策にも積極的に取り組んでいきます。

ここをクリック



─ 24 ─

４－５ 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱ 室蘭製作所

当社は、三菱製鋼環境マネジメント組織に属し、「三菱製鋼グループ環境方針」に基づき、

環境マネジメントシステムを構築・運用して、積極的な環境保全活動を進めています。

具体的には、4月に 1年間の目標として「環境目標」を定め、事業活動に伴う環境影響を
定量的に把握し環境負荷低減や、化学物質・排気・排水を管理し環境法規制の遵守に取り組

んでいます。

1．直近の主な環境目標

(1) 地球温暖化対策

・燃焼ガス原単位向上による CO2排出量低減

・蒸気使用量原単位向上による CO2排出量低減

・輸送効率の向上

(2) 廃棄物等の削減・再資源化

・鋳造歩留まりの向上による廃棄物の低減

・圧延工程及び精整工程での歩留向上

・レンガの耐用性向上と廃棄レンガの分別回収による管理型廃棄物の抑制

(3) 環境負荷物質の管理

・VOC(揮発性有機化合物)使用量の削減

2．当社の環境目標推進の取組み例

(1) 廃棄物等の削減・再資源化

・スラグのリサイクル

製鋼過程で発生するスラグ（鉱滓）は、リサイクルが難しいものでしたが、セメント

原料としての再利用が可能となり、産業廃棄物を大幅に減らすことが出来ました。
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(2) 工場照明 LED化の推進

製鋼工場内照明に使用している水銀灯を LED照明へ順次交換を行っております。
平成 29年度は照明電力を 2%削減(交換実施建屋単独で 40%削減)することができまし
た。

省電力の推進と共に、水銀による環境汚染防止にも寄与する取り組みとなります。

3．今後の対応

平成 30年も環境負荷低減及び環境法規制を遵守し、環境保全活動を継続推進します。
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４－６ ㈱テツゲン 室蘭支店

弊社は、新日鐵住金構内において、新日鐵住金㈱ 殿と共に「安全衛生」・「環境防災」を日

頃よりご指導を頂きながら、「鉄鋼スラグ関連業務」・「回収ダスト関連業務」・「酸回収関連業

務」など、「廃棄物(リサイクル資源)循環型社会」の構築をめざして各リサイクル事業に取り

組んでいます。

また、防災訓練や普通救命講習を実施することで、非常時・異常時の応急対応が迅速に行

える活動を実施し、被害の拡大を防ぐ活動を今後も継続していく他、平成 29 年度より環境・

防災に特化したパトロールを実施し、事故・災害の防止に努めております。

弊社は、今後も室蘭市殿・各社殿と共に、「環境保全・循環型社会推進」を、維持継続して

いきます。

1．調査結果

弊社では、排出ガス濃度測定について、毎年２回各設備ごとに実施しております。

排出ガス抑制に対して操業基準を策定し、早めのアクションを取る事で排出ガス基準を全

てクリアしています。

平成 28年度排出ガス測定結果
設備 対象物質

自主
管理値

測定結果

平成 29上 平成 29下

塩
酸
再
生
工
場

ガス発生装置

（焙焼炉）

ばいじん濃度 (g/m3） 0.09 0.01 0.01
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 203 120 120
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.117 0.020 0.050

廃塩酸回収設備

（吸収塔）

ばいじん濃度 (g/m3） 0.09 0.01 0.01
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 203 120 120
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.117 0.020 0.050

ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー

工
場

スラグ乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.27 0.01 0.06
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 180 15 18
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.99 0.12 0.01

粉コークス乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.18 0.01 0.03
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 90 30 23
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.036 0.037 0.007

原
料
再
生
工
場

ダスト乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.176 0.006 0.011
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 72 26 34
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.072 0.005 0.004

スケール乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.113 0.023 0.006
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 72 27 22
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.072 0.004 0.003

肥
料
工
場

原料乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.18 0.004 0.006
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 90 9 52
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.72 0.010 0.08

製品乾燥機

ばいじん濃度 (g/m3） 0.108 0.120 0.077
窒素酸化物濃度(容量比 ppm) 90 14 15
硫黄酸化物濃度(m3/h) 0.963 0.110 0.094
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2．環境活動への取組

(1) 年に 1回、総合防災訓練を行っています。
内容は、「避難訓練」・「報告訓練」・「けが人の搬送訓練」・「通報訓練」・「消火訓練」を

実施しています。

より実質に合った訓練とする事で、遅延・混乱なく速やかな対応を取る事が出来、社員

の安全を確保出来るよう努めています。

また、平成 29年度は室蘭市消防署殿にご協力頂いた事で、更に実地に近い模擬訓練を
行う事が出来ました。

(2) 安全宿泊研修を年 2回(対象者を 2班に分けて)実施しており、安全に関する教育と環境
防災に関する教育を従業員及び協力会社員に実施しています。
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(3) 環境トラブルの防止・抑制を推進するため、環境・防災に関する視点に特化した「環境・
防災パトロール」を定期的に実施しています。

また、パトロールにて指導事項や要望事項、好事例などを拾い上げ、リスクアセスメン

ト活動の推進・活性化へ向けた活動も展開しています。

(4) 平成 29年度は公害防止管理者の資格を 2名が取得し、環境汚染に関する知識向上並び
に自社ばい煙発生施設の維持・管理強化に努めています。

3．今後の対応

(1) 平成 30年、公害防止設備の保全強化を推進し環境負荷低減に取り組みます。

(2) 推進項目
・各設備の排出ガス濃度測定継続

・排出ガス測定項目濃度の低減対策検討

・老朽更新の計画的実施と、高効率設備導入による省エネ対策

・平成 34年度までに低濃度 PCB含有変圧器 13台の処理を計画(平成 30年度は 3台処理
予定)
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４－７ 黒崎播磨㈱ 室蘭石灰工場

当社は、平成 5年に「地球環境保全委員会」を設置し全社組織で環境保全の取り組みを開
始し、室蘭石灰工場は、ISO認証範囲外ではあるが認証範囲事業所と同等の環境保全活動と
して石灰焼成キルン排ガスによる大気環境の保全及び、省エネ対策による CO２排出量の低減
に努めている。

1．平成 25～29年度環境保全活動実績

(1) 大気測定結果／年 6回定期測定の平均値 (測定機関：日鉄住金テクノロジー㈱)

何れの管理項目も基準値を下回る実績であることを確認している。

(2) 生産実績及びエネルギー原単位推移

生産量は生産能力の約 70％で推移している。
エネルギー原単位は平成 24年度以降横這いの傾向にあったが、平成 29年度では生産量
が前年比 11%増大し、燃料原単位は低下し CO２排出量の低減に繋がった。

種類 単位 基準値 H25 H26 H27 H28 H29
ばいじん濃度 g / m3 0.3 0.008 0.011 0.015 0.005 0.006
窒素酸化物濃度 vol ppm 180 91 147 121 111 103
硫黄酸化物濃度 m3 / h 4.4 2.0 3.7 2.3 1.3 1.9

H25 H26 H27 H28 H29

生産量 (能力：102千 t /年) 69% 73% 73% 67% 78%

燃料原単位 (基準：H24年度) 101% 101% 102% 100% 98%

キルン
窯尻ﾌｰﾄﾞ

サイクロン

冷却塔
(密閉構造)

排風機

集塵機

（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ）

煙突

廃熱ボイラー

ばい煙測定口

20 m

（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾙｰﾄ）

（常用ﾙｰﾄ）



─ 30 ─

(3) 廃熱回収ボイラー水管更新による熱回収効率の改善

設置後 33年経過し水管の腐食・配管閉塞が進行し、廃熱回収効率が低下していたが、平
成 29年 9月老朽化配管の更新が完了し熱回収効率は回復した。

【廃熱ボイラー熱回収効率】

3．平成 30年度以降の予定

(1) キルン排ガス大気汚染物質の排出量を低減させる操業改善の推進

① 年 6回のキルン排ガス測定を確実に実行する
② 設備の老朽更新における省エネ設備の採用

(2) 高濃度 PCB使用機器(証明器具安定)廃熱回収ボイラー水管の更新を完了する。(平成 29
年上期完成予定)

廃熱回収効率の向上及び、キルン生産能力向上による省エネを推進する。

(3) 低濃度 PCB使用機器(4台)の保管状況

指定業者で適切に処分する。(平成 29年 6月完了予定)

(4) 老朽化建物の改修による美化

昭和 36年に建設された施設は、昭和 42年、昭和 44年に増築され老朽化が進んでいる。
建物は築 48～56年経過しており、新耐震設計法以前の建物であり耐震化に合わせ美化を
計画する。

H25 H26 H27 H28 H29
ボイラー入口排ガス温度：℃ 673 643 631 616 639
ボイラー出口排ガス温度：℃ 140 155 164 194 121
吸収温度：℃ 533 488 467 422 518
吸収率(吸収温度÷入口温度) 79.2% 75.9% 74.0% 68.5% 81.1%
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北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設

(左：増設施設 右：当初施設)

４－８ 中間貯蔵・環境安全事業㈱ 北海道ＰＣＢ処理事業所
(日本環境安全事業㈱ 北海道事業所から平成 26年 12月 24日に社名及び事業所名が変更となりました)

北海道 PCB処理事業所は、平成 20年 5月に
室蘭市仲町で、北海道及び本州 15県(東北・北
関東・甲信越・北陸)に保管されている PCB廃
棄物のうち変圧器類・コンデンサ類等を脱塩素

化分解法で処理する当初施設の操業を開始し

ました。

また、平成 25年 9月には、1道 15県の安定
器・汚染物等をプラズマ溶融分解法で処理する

増設施設の操業を開始し、平成 28年度からは
1都 3県(南関東)の安定器等・汚染物の処理を
進めています。

事業を行うにあたり北海道及び室蘭市と締

結した「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理

事業に係る安全確保及び環境保全に関する協

定書」に基づき、下図の測定点にて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭及びボイラーに

ついて環境モニタリング及び排出源モニタリングを行っています。
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1．環境モニタリング結果

中間貯蔵・環境安全事業㈱ 北海道 PCB処理事業所は環境モニタリング計画に基づき、周
辺環境モニタリング及び排出源モニタリングにより PCBやダイオキシン類の濃度等を測定
しています。

(1) 周辺環境モニタリング

周辺環境モニタリングでは、大気については敷地境界東側南端と PCB処理情報センター
で PCB及びダイオキシン類とベンゼンを年 4回、水質については雨水幹線排水路合流前で
PCB及びダイオキシン類を年 6回、底質については雨水幹線合流点の上流及び下流で PCB
及びダイオキシン類を年 1回測定しています。操業開始以来、平成 22年度のベンゼンで環
境基準値等の管理目標値を一時的に上回りましたが年平均では下回っており、その他の項

目を含め環境基準を達成しています。平成 20～28年度及び 29年度の測定結果(範囲)は以
下のとおりでした。

なお、個々の分析結果等の詳細はホームページや PCB処理情報センターにて公開してお
りますので、そちらをご参照下さい。

*1 「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中の PCB暫定排出許容限界について(昭和 47年 12月 22日環境庁大気保全
局長通知)」に示す値,

*2 「底質の暫定除去基準について(昭和 50年 10月 28日環境庁水質保全局長通知)」に示す公共用水域の水質汚濁、魚介類汚
染等の原因となる汚染除去等の基準

要素 調査項目
平成 20～28年度結果（最小～最大値

等）
平成 29年度結果（最小～最大値等） 環境基準値等

大

気

PCB 0.000000017 ～0.0000017 0.000000028 ～0.00000016 0.0005 mg/m3以下*1

ダイオキシン類 0.0028 ～0.36 0.0038 ～0.0046 0.6 ng-TEQ/m3以下

ベンゼン 0.00018 ～0.0064 0.00046 ～0.0008 0.003 mg/m3以下

水

質

PCB ＜0.000000010 ～0.000014 0.00000021 ～0.0000028 検出されないこと
(定量限界 0.0005 mg/ℓ)

ダイオキシン類 0.042 ～0.66 0.047 ～0.088 1pg-TEQ/ℓ以下
底

質

PCB 0.008 ～0.085 0.018 ～0.021 10mg/kg以下*2

ダイオキシン類 1.0 ～6.7 2.9 ～3.3 150pg-TEQ/g以下

雨水幹線排水路合流前(最終放流口)

北海道 PCB廃棄物処理施設内東側南端 北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設処理情報センター敷地内
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(2) 排出源モニタリング

① 当初施設及び共通箇所

当初施設及び共通箇所における排出源モニタリングでは、排気については排気出口等７ヶ所の

PCB及びダイオキシン類と排気出口 2ヶ所のベンゼン、排水については浄化槽処理水の生活環境
７項目と最終放流口のその他有害物質、騒音・振動については敷地境界の騒音及び振動、悪臭に

ついては排気出口及び敷地境界１ヶ所のアセトアルデヒド外２項目及びその他悪臭物質、ボイラ

ーについては熱媒ボイラー及び温水ボイラーのばい塵、硫黄酸化物及び窒素酸化物を測定してい

ます。操業開始以来、排気、騒音、振動、悪臭及びボイラーについては全ての項目で排出管理目

標値等を下回っておりますが、水質については平成 23年 9月に浄化槽排水の全窒素の日間平均
が排出管理目標値を超過したことから、水質改善に取り組み、その後の再発を防止しています。

平成 20～28年度及び 29年度の測定結果(範囲)は以下の通りです。
また、個々の分析結果等の詳細はホームページや PCB処理情報センターにて公開しておりま
すので、そちらをご参照下さい。

*1：その他有害物質及びその他特定悪臭物質のうち平成 21年度測定で不検出項目は以降省略
*2：平成 21年度の測定で数値が高かった 1箇所で測定

要素 調査項目 平成 20～28年度結果(最小～最大値等) 平成 29年度結果(最大～最小値等) 管理目標値等

排

気

ＰＣＢ 0.00000010 ～0.000058 0.00000074 ～0.0000085 0.01mg/m3N以下
ダイオキシン類 0 ～0.020 0 ～0.00008 0.1ng-TEQ/m3N以下
ベンゼン 不検出 ～9.5 不検出 50 mg/m3N以下

排

水

ｐH 7.0 ～8.2 7.5 ～7.7 5.8～8.6
ＳＳ 2 ～18 6 ～7 30mg/ℓ以下

(日間平均 20以下)
ＢＯＤ 0.5 ～17 4.3 ～8.2 20mg/ℓ以下

(日間平均 15以下)
ＣＯＤ 4.9 ～36 10 ～14 80mg/ℓ以下

(日間平均 60以下)
全窒素 4.5 ～56 7.7 ～7.9 60mg/ℓ以下

(日間平均 30以下)
全リン 0.056 ～6.8 0.51 ～0.72 8mg/ℓ以下

(日間平均 4以下)
ｎ－ヘキサン 不検出 不検出 5 mg/ℓ以下
その他有害物質 不検出 －*1 排水基準の 1/10

騒

音

朝時間帯 48 ～59 56*2 65dB以下
昼間時間帯 47 ～59 56*2 70dB以下
夕時間帯 49 ～59 56*2 65dB以下
夜間時間帯 48 ～59 56*2 60dB以下

振

動

昼間時間帯 30未満 ～49 42*2 65dB以下
夜間時間帯 30未満 ～43 39*2 60dB以下

悪

臭

アセトアルデヒド 不検出 ～0.035 不検出 0.05ppm以下
トルエン 不検出 ～0.1 不検出 10ppm以下
キシレン 不検出 不検出 1ppm以下
その他特定悪臭物

質のうち 17項目 不検出 －*1 悪臭防止法の規制基準

プロピオン酸 不検出 ～0.0017 不検出 0.03ppm以下
ノルマル酪酸 不検出 ～0.0006 不検出 0.001ppm以下

熱

媒

ﾎﾞｲ

ﾗ-

ばいじん 不検出 ～0.011 0.001 ～0.002 0.25g/m3N以下
硫黄酸化物 0.47 ～1.61 0.42 ～1.2 4.92m3N/h以下
窒素酸化物 39 ～130 88 ～110 142ppm以下

温

水

ﾎﾞｲ

ﾗ-

ばいじん 不検出 ～0.006 0.001 ～0.002 0.30g/m3N以下
硫黄酸化物 0.01 ～0.38 0.14 ～0.19 0.86m3N/h以下
窒素酸化物 46 ～68 50 ～53 73ppm以下
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② 増設施設

増設施設における排出源モニタリングは平成 25年度から実施しており、排気について
は排気出口等 4ヶ所の PCB及びダイオキシン類と排気出口 2ヶ所のばいじん、硫黄酸化
物、窒素酸化物及び塩化水素、排水については浄化槽処理水の生活環境 7項目を測定し
ています。操業開始以来、排気及び排水について、全ての項目で排出管理目標値等を下

回っており、平成 25～28年度及び 29年度の測定結果(範囲)は以下の通りです。
また、個々の分析結果等の詳細は、ホームページや PCB処理情報センターにて公開し
ておりますので、そちらをご参照下さい。

2．今後の環境モニタリング計画

北海道及び室蘭市が定める環境モニタリング計画に従い、今後も調査を継続します。

(1) 周辺環境モニタリング

・大気 (PCB・ダイオキシン類及びベンゼン） ：年 4回実施
・水質 (PCB・ダイオキシン類） ：年 6回実施
・底質 (PCB・ダイオキシン類） ：年 1回実施

(2) 排出源モニタリング

① 当初施設及び共通箇所

・大気 (PCB・ダイオキシン類及びベンゼン) ：年 4回実施
・水質 (PCB・ダイオキシン類及び生活環境項目) ：年 2回実施
・騒音・振動 (PCB・ダイオキシン類) ：年 1回実施
・悪臭 (アセトアルデヒド他) ：年 1回実施
・ボイラー (ばい塵、硫黄酸化物及び窒素酸化物) ：年 2回実施

要素 調査項目 平成 25～28年度結果(最小～最大値等) 平成29年度結果(最小～最大値等) 管理目標値等

排

気

ＰＣＢ 0.000000012 ～0.0000029 0.000000088 ～0.0000029 0.01mg/m3N以下
ダイオキシン類 0 ～0.0029 0 ～0.00065 0.1ng-TEQ/m3N以下
ばいじん 不検出 ～0.003 不検出 0.15g/m3N以下
硫黄酸化物 不検出 ～0.05 0.0247 ～0.0573 3.2以下(K値)
窒素酸化物 28 ～190 38 ～110 250cm3/m3N以下
塩化水素 不検出 ～95 2.1 ～100 700mg/m3N以下

排

水

ｐH 6.8 ～8.1 7.7 ～8.0 5.8～8.6

ＳＳ 1 ～9 3 ～4 30mg/ℓ以下
(日間平均 20以下)

ＢＯＤ 0.5 ～3.4 0.6 ～1.3 20mg/ℓ以下
(日間平均 15以下)

ＣＯＤ 2.0 ～4.1 4.8 ～5.4 80mg/ℓ以下
(日間平均 60以下)

全窒素 4.3 ～11 4.5 ～7.9 60mg/ℓ以下
(日間平均 30以下)

全リン 0.005 ～0.10 0.079 ～0.20 8mg/ℓ以下
(日間平均 4以下)

ｎ－ヘキサン 不検出 不検出 5 mg/ℓ以下



─ 35 ─

② 増設施設

・大気 (PCB・ダイオキシン類・ばい塵・硫黄酸化物・窒素酸化物及び塩化水素・水銀)
：年 4回実施

・水質 (PCB・ダイオキシン類及び生活環境項目) ：年 2回実施

3．ISO14001認証維持の取り組み

環境保全協定に基づき、北海道 PCB処理事業所において ISO14001を平成 23年 3月 11日
に認証取得しました。平成 24年 2月に全社認証に移行し、平成 27年 4月に全社認証取得を
更新しました。

また、平成 30年 2月、2015年度版への移行を完了しました。

4．情報の提供

当社では、安全で確実な処理と情報公開を重視し、全社的には環境報告書の発行やホーム

ページ等により様々な情報の発信を行っております(www.jesconet.co.jp/)。また、当事業所に
おいては、事業だよりなどを定期的に発行しているほか、施設内に情報公開ルームと見学ル

ートを設置し見学者の受け入れを積極的に行っております。

(1) 環境報告書の発行

当社環境報告書 2018(平成 30年 9月発行)の中で、PCB廃棄物の処理状況、環境安全管
理体制、環境安全活動、環境安全目的、ISO認証継続に関する活動内容、環境安全目標と
達成状況、各事業所の環境安全パフォーマンスデータ等を公開しております。

環境報告書 2018
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(2) 北海道ＰＣＢ処理情報センター

・情報公開ルーム

廃棄物処理に関する情報がご覧になれる施設で、操業状況モニタリングディスプレイ、

作業状況がご覧になれる ITV(工業用テレビジョン)、収集運搬の状況がわかる GPSシステ
ム、各種パネル、施設模型や施設紹介 DVD、処理物展示、PCB関係ホームページ閲覧端
末、北海道・1都・18県の環境への取り組み並びに室蘭市の主要環境関連企業関連マップ
及び商品見本のコーナーを展示しています。また、資料閲覧コーナーでは、北海道 PCB廃
棄物処理事業監視円卓会議、北海道 PCB廃棄物処理事業に係る広域協議会などの会議資
料のほか、環境モニタリング、トラブル・不具合事象の報告書などの資料も公開してお

ります。

(3) 北海道 PCB廃棄物処理施設の見学ルート

主要な処理設備・作業工程を安全に見学できます。

中央制御室での作業状況もご覧になれます。

北海道 PCB処理情報センター 情報公開ルーム(日曜見学デイ)

情報公開ルーム(施設模型) プレゼンテーションルーム

見学ルート 中央制御室
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５．有害大気汚染物質及びダイオキシン類の測定結果

本市では、一般環境中の有害大気汚染物質やダイオキシン類※を測定し、大気の状況を把握

するとともに、市内の事業者が環境負荷の低減のため自ら取り組む対策に役立てています。

(1) 環境調査地点及び調査回数
a．ベンゼン：輪西・白鳥台地区測定局で 12回、御前水・汐見地区測定局で各 6回測定
b．ニッケル化合物：輪西・御前水地区測定局で各 12回測定
c．マンガン及びその化合物：輪西・御前水地区測定局で各 12回測定
d．ダイオキシン類※：輪西・御前水・白鳥台地区測定局で各 4回測定

※ 平成 18年度から北海道が調査

(2) 環境調査結果
平成29年度は、ベンゼン、ニッケル化合物、マンガン及びその化合物について実態を把
握するため、調査を実施しました。

a．ベンゼンは全ての地点で環境基準以下となっています。
b．ニッケル化合物は、2地点の内、御前水地区測定局において指針値を超過しました。
輪西地区測定局においては指針値以下となっています。

c．マンガン及びその化合物は、2地点の内、輪西地区測定局において指針値を超過しま
した。御前水地区測定局においては指針値以下となっています。

d．ダイオキシン類は 3地点とも環境基準を満たしており、低い濃度で推移しています。
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① 平成 29年度測定結果(年平均値)
（単位：㎍/㎥）

※1 ダイオキシン類のみ単位は、pg-TEQ/㎥（北海道の測定結果）

② 経年変化（年平均値）

a．ベンゼン （単位：㎍/㎥）

測定局名

物質名

御前水地区

測定局

輪西地区

測定局

汐見地区

測定局

白鳥台地区

測定局

環境基準

（指針値）

ベンゼン 1.4 3.0 1.9 1.0 3以下

ニッケル化合物 0.026 0.006 - - (0.025以下)

マンガン及びその化合物 0.100 0.160 - - (0.14以下)

ダイオキシン類※1 0.013 0.010 - 0.015 0.6以下

年度

測定局名

平成

23年度
平成

24年度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度

環

境

基

準

御前水地区測定局 0.99 0.55 0.49 0.41 0.53 0.53 1.4

3
以

下

輪西地区測定局 1.8 1.3 1.0 1.3 1.7 1.8 3.0

汐見地区測定局 1.4 0.97 0.77 0.92 0.99 0.93 1.9

白鳥台地区測定局 0.77 0.58 0.47 0.40 0.46 0.80 1.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

濃
度

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
年度

ベンゼン　経年変化グラフ

御前水地区測定局

輪西地区測定局

汐見地区測定局

白鳥台地区測定局

環境基準

（単位：μg/m3）
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b．ニッケル化合物 （単位：㎍/㎥）

c．マンガン及びその化合物 （単位：㎍/㎥）

※指針値は平成 26年 5月に設定された。

d．ダイオキシン類 (単位：pg-TEQ/㎥※1
）

※1 TEQ(毒性等価換算濃度)はダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8-四
塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン(TCDD)に換算したもの。

※2 輪西地区測定局は、平成 13年度まで旧市民会館で測定。
※3 18年度以降は北海道で調査

年度

測定局名

平成

23年度
平成

24年度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度 指針値

御前水地区測定局 0.015 0.015 0.022 0.025 0.053 0.032 0.026
0.025以下

輪西地区測定局 0.0058 0.0029 0.0093 0.011 0.006 0.005 0.006

年度

測定局名

平成

23年度
平成

24年度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度 指針値

御前水地区測定局 0.16 0.10 0.080 0.11 0.10 0.053 0.10 0.14以下※
輪西地区測定局 0.14 0.12 0.095 0.12 0.14 0.099 0.16

年度

測定局
平成

23年度
平成

24年度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
環境

基準

御前水地区測定局 0.015 0.0097 0.0125 0.033 0.027 0.017 0.013
0.6
以下輪西地区測定局

※2 0.012 0.0099 0.0117 0.0099 0.015 0.022 0.010
白鳥台地区測定局 0.0094 0.0081 0.01205 0.015 0.0096 0.011 0.015

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

濃
度

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
年度

ニッケル化合物　経年変化グラフ

御前水地区測定局

輪西地区測定局

指針値

（単位：μg/m3）

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

濃
度

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
年度

マンガン及びその化合物　経年変化グラフ

御前水地区測定局

輪西地区測定局

指針値

（単位：μg/m3）
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③ その他の物質の測定結果

その他の有害大気汚染物質、並びに水銀及びその化合物の過去の測定結果では、いず

れも環境基準、指針値以下となりました。

l 有害大気汚染物質

l 水銀及びその化合物

物質名 測定箇所
環境基準

( )内は指針値
年平均値

( )内は調査年度
トリクロロエチレン 輪西地区測定局 130µg/m3 2未満 (H10)

テトラクロロエチレン
御前水地区測定局

200µg /m3 0.40 (H11)
輪西地区測定局 2未満 (H10)

ジクロロメタン

御前水地区測定局

150µg /m3

0.79 (H14)
輪西地区測定局 1.4 (H13)
汐見地区測定局 1.3 (H14)

アクリロニトリル
御前水地区測定局

（2µg /m3）
0.015 (H19)

輪西地区測定局 0.037 (H19)

塩化ビニルモノマー
御前水地区測定局

（10µg /m3）
0.011 (H19)

輪西地区測定局 0.0098 (H19)

クロロホルム
御前水地区測定局

（18µg /m3）
0.16 (H19)

輪西地区測定局 0.18 (H19)

1,2－ジクロロエタン
御前水地区測定局

（1.6µg /m3）
0.089 (H19)

輪西地区測定局 0.083 (H19)

1,3－ブタジエン
御前水地区測定局

（2.5µg /m3）
0.068 (H19)

輪西地区測定局 0.084 (H19)

ヒ素及びその化合物
御前水地区測定局

(0.006µg /m3)
0.0016 (H27)

輪西地区測定局 0.0025 (H27)

物質名 測定箇所 指針値
年平均値

( )内は調査年度

水銀及びその化合物
御前水地区測定局

0.04µg -Hg/㎥
0.0028 (H19)

輪西地区測定局 0.0023 (H19)

【環境基準】環境基本法第 16条に基づき政府が定める環境保全上の目標。人の健康を保護し、
及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。

【指 針 値】有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために設定された指針で、環境基準

とは性格及び位置付けが異なる。また、現に行われている大気モニタリングの評価に

あたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての効果が期待される。

環境基準と指針値について
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(1) 今後の対応

① ベンゼン

全ての地点で環境基準以下となっており、今後も事業者等の排出抑制対策により負荷

の低減は想定されますが、継続して測定を実施し、推移を監視していきます。

② ニッケル

2地点の内、御前水地区測定局において前年度より減少したものの、引き続き指針値を
超過しました。輪西地区測定局においては指針値以下となっています。

御前水地区測定局における年平均値の上昇については、昨年同様、測定局付近の事業

所における研磨作業等に伴い、一時的にニッケル含有率の高い塵等の排出が増加したこ

とが主な原因と考えられました。

当該事業所では設備の維持管理の強化のほか、今後の改善方法の検討等、更なる排出

抑制に向けた取組を進めており、今後の推移を継続して監視していきます。

③ マンガン及びその化合物

2地点の内、輪西地区測定局において指針値を超過しました。
超過となった原因については、現在関係企業で原因特定のため調査を実施しています。

御前水地区測定局については指針値以下となっており、今後も継続して測定を実施し、

推移を監視していきます。

④ ダイオキシン類

環境基準に照らし低い汚染レベルですが、有害性の高い物質であり発生源が多様であ

ることから、今後も継続して監視していきます。

⑤ 他の有害大気汚染物質等

上記以外の有害大気汚染物質は、これまでの測定結果から環境基準値や指針値以下で

あり、低い濃度であることが確認されております。まだ指針値の設定されていない物質

については、今後の中央環境審議会等の論議を注視し、必要に応じて測定等の監視を行

っていきます。
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有害大気汚染物質のうちのモニタリング対象物質並びに水銀及びその化合物

の基準値等の制定状況等
平成 30年 12月

１．環境基準（指針値）は 1年平均値がそれぞれ「…以下であること」。
２．灰色網掛けは、調査済のもの。（10物質）
３．青色網掛けは、調査継続中のもの。（3物質）

モニタリング対象物質 環境基準 指針値 その他

1 アクリロニトリル 2㎍/㎥

2 アセトアルデヒド 国で指針値の議論中

3 塩化ビニルモノマー 10㎍/㎥

4 塩化メチル 国で指針値の議論中

5 クロム及び三価クロム化合物 国で指針値の議論中

6 六価クロム化合物 国で指針値の議論中

7 クロロホルム 18㎍/㎥

8 酸化エチレン 国で指針値の議論中

9 1,2-ジクロロエタン 1.6㎍/㎥

10 ジクロロメタン 150㎍/㎥

11 テトラクロロエチレン 200㎍/㎥

12 トリクロロエチレン 130㎍/㎥

13 トルエン 国で指針値の議論中

14 ニッケル化合物 0.025㎍-Ni/㎥

15 ヒ素及びその化合物 0.006㎍-As/㎥

16 1,3-ブタジエン 2.5㎍/㎥

17 ベリリウム及びその化合物 国で指針値の議論中

18 ベンゼン 3㎍/㎥

19 ベンゾ[a]ピレン 国で指針値の議論中

20 ホルムアルデヒド 国で指針値の議論中

21 マンガン及びその化合物 0.14㎍-Mn/㎥

物 質 名 指 針 値 その他

水銀及びその化合物 0.04㎍-Hg/㎥
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(4) 情報公開の推進
本報告書をはじめ、冊子「室蘭市環境白書」、広報紙、ホームページなどを通して本連絡

会議の取り組みを周知しながら、環境情報の提供や情報公開に努めます。

冊子 「室蘭地域環境保全連絡会議報告書」及び「室蘭市環境白書」
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参 考
室蘭市環境基本条例

平成１８年３月２４日 条例第＿８号

一部改正 平成２３年５月３１日 条例第１１号

目次

前文

第１章 総則（第１条―第６条）

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等

第１節 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条―第９条）

第２節 環境の保全及び創造に関する施策（第１０条―第２２条）

第３節 民間団体等の行動を促進する施策（第２３条―第２７条）

第４節 地球環境保全及び国際協力（第２８条－第２９条）

第３章 環境審議会（第３０条―第３１条）

附則

私たちのまち室蘭市は、北海道の南西部に位置し、太平洋に面して美しい断崖が続く半島部と北部の丘陵地帯からなってお

り、室蘭岳をはじめ地球岬や測量山周辺等には貴重な動植物などが見られ、豊かな自然に恵まれています。

また、明治５年に開港し、国際拠点港湾に指定されている「室蘭港」と、その周辺部に立地する製鉄、製鋼、造船、石油精

製などの基幹産業を軸に北海道屈指の「工業港湾都市」として発展してきました。

一方では公害が社会問題化し、市民運動の高まりや国の法整備等を受けて、公害防止協定を締結するなど市民、事業者、市

が一体となって公害の低減に努めてきました。

しかしながら、今日の社会は、豊かさや利便性が向上した反面、私たちの日常生活や経済活動により、大量生産、大量消費、

大量廃棄型社会を生み出し、これらによる環境への影響は、地域のみならず地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で

広がりを見せ、今や、人類の生存する基盤としての地球環境を脅かすまでに至っています。

私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を等しく享受できる権利を有するとともに、現在と将来の世

代が共有する環境を、良好で快適かつ希望の持てるものとして次の世代へ引き継がなければなりません。

このため、私たちは、環境に大きな負荷を与えている現在の生活様式や経済活動を見直し、先人の知恵や歴史に学びながら、

環境に配慮した行動を心がけて良好な環境の保全と快適な環境の維持及び創造に努めるとともに、本市でこれまで培われてき

た技術等を活用して地球的視野からの環境保全への取組を進めることが大切です。

このような認識のもとに、私たちは、互いに協力しながら責任と役割を果たし、人と自然が共生する豊かな環境を守り、育

んでいくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会を実現するため、ここに、室蘭市環境基本条例を制定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造（以下「環境の保全及び創造」という。）について、

基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な

事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保

に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原

因となるおそれのあるものをいう。

２ この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福
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祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

３ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤

の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な

関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることを

いう。

（基本理念）

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ

継承していくことを目的として適切に行われなければならない。

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展が可能な社会の構築に向けて、市民、事

業者及び市がそれぞれの責務を認識し、自ら又は協働して積極的に取り組まなければならない。

３ 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、地域の取

組として積極的に推進されなければならない。

（市民の責務）

第４条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物

の減量及び適正な処理に努めなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施

策に協力する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止又は自然環境の適正な保全のため、そ

の責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることに

よる環境への負荷が低減されるよう努めるとともに、その事業活動において、資源及びエネルギーの有効利用並びに環境へ

の負荷の低減に資する原材料、役務等の利用に努めなければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に努め、及びその事業活動に係る環境

の保全及び創造に関する情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する

責務を有する。

（市の責務）

第６条 市は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

２ 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者と協働して取り組むよう努めなければならない。

３ 市は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等

第１節 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等

（施策の基本方針）

第７条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

（１） 市民の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、水、土壌等

を良好な状態に保持すること。

（２） 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多

様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
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（３） 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推

進すること。

（４） 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の処理の適正化を

推進するとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進すること。

（環境基本計画）

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的

な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

（１） 環境の保全及び創造に関する長期的な目標

（２） 環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項

（３） 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な事項

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずる

とともに、第３０条に規定する室蘭市環境審議会の意見を聴かなければならない。

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

（年次報告）

第９条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成

し、公表するものとする。

第２節 環境の保全及び創造に関する施策

（規制等の措置）

第１０条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措

置を講ずるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとす

る。

（経済的負担）

第１１条 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置

を講ずるものとする。

（環境の保全及び創造に関する施設の整備等）

第１２条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るた

め、必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必

要な措置を講ずるものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第１３条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄

物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、

資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用に努めるものとする。

３ 市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努めるものとする。

（環境への負荷の低減に資する産業の振興）
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第１４条 市は、環境への負荷の低減に資する研究、技術及び製品の開発､役務の提供等を行う産業の振興が図られるよう努め

るものとする。

（自然環境の保全等）

第１５条 市は、野生生物の多様性を損なうことがないよう適正に保護するため、その生息環境の保全に努めるものとする。

２ 市は、人と自然が共生する緑豊かな環境の確保を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ず

るものとする。

３ 市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水循環及び安全な水の確保のために必

要な措置を講ずるものとする。

（快適な生活空間の形成）

第１６条 市は、心の豊かさが感じられる快適な生活空間の形成を図るため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調

和した良好な景観の形成、美化の推進、歴史的遺産及び文化的遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

（調査研究、監視等）

第１７条 市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるとともに、環境の状況を的確に把握する

ため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。

２ 市は、特に人の健康を損なうおそれがある物質等について、調査研究、監視その他の必要な措置を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第１８条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（協定の締結等）

第１９条 市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、事業者との間で環境の保全

等に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国及び他の地方公共団体との協力）

第２０条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものと

する。

（滞在者等の協力）

第２１条 市は、旅行者その他の滞在者等に対し、市の実施する環境の保全及び創造に関する施策への協力及び環境への負荷

の低減を求めるため、必要な措置を講ずるものとする。

（施策の推進体制の整備）

第２２条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制を整備

するものとする。

第３節 民間団体等の行動を促進する施策

（民間団体等の意見の反映）

第２３条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体

等」という。）の意見を反映するよう努めるものとする。

２ 前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見について配慮するものとする。

（環境学習の推進）

第２４条 市は、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な活動を行う意欲が増進されるよう、環境

の保全及び創造に関する教育及び学習（以下「環境学習」という。）を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

２ 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒に対する環境学習を積極的に推進するよう努めるものとする。

（民間団体等の自発的な活動の促進）

第２５条 市は、民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、助成その他の必要な支援に努
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めるものとする。

（情報の収集及び提供）

第２６条 市は、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを民間団体等に適切に提供するよう努めるものとする。

（事業者の環境管理の促進）

第２７条 市は、事業者がその事業活動を行うに当たり、その事業活動が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行う

ことを促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

第４節 地球環境保全及び国際協力

（地球環境保全の推進）

第２８条 市は、地球温暖化防止その他の地球環境保全に資するため、民間団体等と協働して施策の積極的な推進に努めるも

のとする。

（地球環境保全に関する国際協力の推進）

第２９条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に

努めるものとする。

第３章 環境審議会

（室蘭市環境審議会）

第３０条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、室蘭市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

（１） 環境基本計画に関すること。

（２） 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項

（組織等）

第３１条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。

３ 審議会の委員は、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

４ 前３項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

（室蘭市公害対策審議会条例の廃止）

２ 室蘭市公害対策審議会条例（昭和４１年条例第３３号）は、廃止する。

附 則（平成２３年５月３１日条例第１１号）

この条例は、公布の日から施行する。
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