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はじめに

北海道洞爺湖サミットを契機に、温室効果ガス削減の取り組

みなど地球温暖化防止対策が広がりを見せ、環境への関心が高

まっておりますが、環境保全の取り組みは、地球温暖化問題ば

かりではなく、様々な化学物質の汚染防止対策など、総合的な

対策が必要となっております。

これらの対策のためには、全国一律の対応とともに、それぞ

れの地域特性に合わせた取り組みの推進が求められております。

室蘭地域の環境保全の取組みを推進するため、本市において

は、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では

なく、事業者と行政が連携して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 19 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、是非ご覧頂き、ご理解を深

めていただければ幸いです。

平成 22 年 2 月

室蘭地域環境保全連絡会議

事務局 室蘭市生活環境部 環境対策課
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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り組みを推進するため、「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。

（取り組み）

第３条 連絡会議は、次に掲げる取り組みを推進する。

（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対策課におく。

（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対策課長が召集する。

（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。
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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 新日本製鐵(株)室蘭製鐵所

2 北海製鉄(株)

3 (株)日本製鋼所室蘭製作所

4 新日本石油精製(株)室蘭製油所

5 日鐵セメント(株)

6 三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)室蘭製作所

7 (株)テツゲン室蘭支店

8 黒崎播磨(株)室蘭石灰工場

９ 日本環境安全事業(株)北海道事業所

事業者

10 北海道胆振支庁地域振興部 環境生活課 北海道

11 室蘭市生活環境部 環境対策課
室蘭市

（事務局）
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3、環境保全計画の概要

事業者名
新日本製鐵(株)室蘭製鐵所
北海製鉄(株)

(株)日本製鋼所室蘭製作所

事業概要

約 100 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(株）は新日鐵（株）と

三菱製鋼(株）が共同出資して設立した会

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

需転換を行い、基幹産業向けに大型鋳鍛

鋼品（火力・水力発電機用部材、原子炉

圧力容器用部材等）、各種塔槽類（石油精

製、石油化学用圧力容器等）、鋼板（クラ

ッド鋼板）を製造しています。

環境関連事業の取組として風力発電シ

ステム事業（エンジニアリング、ブレー

ド、タワーの製造）、水素利用システム事

業（水素貯蔵システムの製造）に取り組

んでいます。

調査対象物質 ベンゼン他 ニッケル化合物

概要

対策設備の維持管理の安定化を促進し、

排出量の低位安定化を図るべく、ベンゼ

ンを主に管理していくこととし、その他

関係のある物質についても調査すること

とします。

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、関連設備の改善、さらに新設備の

導入等を推進する。

H19

対策の実行・フォロー

①対策等の実施・評価
②調査結果の整理

･環境負荷影響の調査

･対策立案、実施
･対策の評価

H20

①敷地境界濃度の調査継続

②化成関連施設の発生源調査継続と対策

の推進

H21

①発生箇所の再調査及び評価

②危険物施設（発生箇所）の改善等

③屋外タンク貯蔵所の新基準適合化対策

計

画

内

容

H22

①屋外タンク貯蔵所の新基準適合化対策

②粗ベンゼンタンクの開放検査と整備

③安定化対策の推進

･環境負荷影響の調査継続

･対策立案、実施

･対策の評価
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事業者名 新日本石油精製(株)室蘭製油所 日鐵セメント(株)

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、昭和 48 年以

降、処理能力を増強し、現在では 180,000

バーレル／日と道内最大の処理能力を有

しています。主要生産品目は北海道で需

要の高い灯油・軽油・A 重油の製品を安

定的に供給するため、重質油を軽質油に

かえる分解型の装置を重点配置し、付加

価値の高い製品の生産を行っています。

また、近年では発電設備の設置、粗キ

シレン、トルエン、ブチレンなど石油化

学製品の出荷を開始するなど、総合エネ

ルギー基地として北海道のエネルギーを

支えています。

当社は、昭和 29 年 6 月 28 日現新日本

製鐵(株)と現住友大阪セメント(株)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（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、ベンゼン

概要

タンク開放点検に合わせ 6 カ年計画（H17

～H22）でガソリンの固定屋根式タンク（6

基）の構造を内部浮屋根式タンクへ改造す

る。

当社で取り扱う原料・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・把握する。

H19

･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

･タンク 1 基改造予定

H20

･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

･タンク 2 基改造予定

H21

･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

計

画

内

容

H22

･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

･タンク 2 基改造予定

①対象物質の再特定

②測定調査の継続

③調査結果の再検証
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事業者名 三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)室蘭製作所 (株)テツゲン 室蘭支店

事業概要

当社は三菱製鋼(株)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(株)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(株)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(株)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。新日本製鐵グルー

プとして全国に 7 支店・3 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、ばいじん等

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

H19

計

画

内

容

H20
～

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
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事業者名 黒崎播磨(株)室蘭石灰工場 日本環境安全事業(株)北海道事業所

事業概要

当社は新日鐵構内で生石灰を生産して

おり、昭和 36 年に当時の富士製鐵が生産

を開始して以来47年操業を行っておりま

す。

生石灰は、グラウンドのライン引き用

消石灰の元となる製品で、お菓子の乾燥

剤としても使用されておりますが、室蘭

工場の製品は 99％製鉄用に使用され、新

日鐵・三菱特殊鋼・日本製鋼所の高級な

鉄を造るためには不可欠な製品です。

昭和47年に製造や新たな使用が禁止さ

れて以来、約 30年間保管の続いているＰ

ＣＢ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

法を制定しました。この法律に基づき、

ＰＣＢ廃棄物の保管事業者は平成28年ま

でに自ら処分するか、又は処分を委託す

ることが義務付けられました。

日本環境安全事業(株)は、この国策を

進めるために必要な処理体制を整備し、

ＰＣＢ廃棄物の処理を行っており、当北

海道事業所は全国で 5 番目の処理施設と

して平成 20 年 5 月 21 日に操業を開始し

ました。

調査対象物質 硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等
ＰＣＢ、ダイオキシン類、悪臭、騒音、振

動等

概要

ばい煙発生施設（ロータリーキルン）の

実態調査と対策の実施。

アスファルト舗装による粉塵飛散対策の

推進。

老朽設備解体跡地の芝生・植樹の推進。

北海道及び室蘭市との「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

づき北海道室蘭市内で行う北海道事業に

伴う環境負荷の低減を促進することによ

り、環境への汚染を未然に防止し、良好

な生活環境を確保し、もって室蘭市民を

はじめとする道民の健康の保護及び地球

環境の保全に資することを目的とし、大

気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭に

ついて調査することとします。

H19

ロータリーキルンの実態調査

①操業条件と大気排出量調査

②原料・燃料の調査

③環境負荷低減設備の調査

操業前のバックグランド調査として、

大気（1 地点）及び水質（1 地点）・底質

（2 地点）の周辺環境モニタリング（ＰＣ

Ｂ、ダイオキシン類、ベンゼン等）を実

施しました。

計

画

内

容

H20
～

ロータリーキルンの対策実施

①最適条件操業の標準化

②条件変化に対応した基準の設定

③老朽化設備更新計画の作成

平成 20 年 5 月 21 日の操業開始後につ

いても周辺環境モニタリング計画に基づ

き、大気中のＰＣＢ、ダイオキシン類、

ベンゼン、悪臭、雨水幹線排水路合流前

（最終放流口）で排水中のＰＣＢ、ダイ

オキシン類、一般項目（pH、BOD、COD、

SS、全窒素、全燐）、有害物質及び雨水幹

線排水路の最終放流口の上流及び下流の

底泥のＰＣＢ、ダイオキシン類及び騒音、

振動について調査を継続します。
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4、環境保全計画の平成 19 年度実績と今後の計画

4－1 新日本製鐵(株)室蘭製鐵所、北海製鉄(株)

当社では、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するとともに、ニッケルやマンガンの調査も進めています。

また地域の方々とは、工場見学や環境・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）環境調査結果

測定点図

1000m

16 ㎜；1,000m

●

●

中島地区

輪西地区

室蘭港

太平洋

新日鐵（株）

①本事務所屋上

④副原料倉庫

●

⑤輪西地区測定局
（旧新日鉄体育館測定局）



- 8 -

１）ベンゼン

北海製鉄(株)は、平成 13 年、経済産業省の「事業者による有害大気汚染物質の自主管

理計画の促進について」の改定に基づき、ベンゼンに係る地域自主管理計画（第 2 期：

Ｈ13～H15 年度）を策定して種々の設備対策を実施し、平成 15 年度には、削減計画排

出量 20 トン/年以下に削減しました。

又、室蘭市が測定している輪西地区測定局（旧新日鉄体育館測定局）の環境濃度も、

平成 16 年度から環境基準(3μg/m3以下)を達成しています。

年 度 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

排出量（t/年） 28.7 19.4 19.0 19.3 19.4 20.1 18.8

環境濃度（μg/ｍ3） 3.8 3.7 2.2 1.6 2.3 2.2 2.4

※ μg： マイクログラム（百万分の１グラム） 例 0.000001g

更に構内 2 箇所で毎月 1 回（年 12 回）濃度調査を行いました。工場の構内のため環

境基準は適用されませんが、環境基準を達成しています。

Ｈ20 年度 （単位：μg/m3）

測定点 平均濃度

本事務所 1.5

副原料倉庫 1.5

２）ニッケル

大気汚染防止法における有害大気汚染物質のうち、ニッケル及びニッケル化合物につ

いて本事務所で調査しました。

製鐵所構内は、工業専用地域のため国の指針値(0.025μg/m3以下)は適用されませんが、

この指針値を達成しています。

Ｈ20 年度 （単位：μg/m3）

測定点 平均濃度

本事務所 0.0058

＊Ｈ20.7 から測定点を旧 5 門に変更。
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３）マンガン

大気汚染防止法における有害大気汚染物質のうち、環境基準や指針値は定められてい

ませんがマンガン及びマンガン化合物について本事務所で調査しました。

（単位：μg/m3）

測定点 平均濃度

本事務所 0.30

＊Ｈ20.7 から測定点を旧 5 門に変更。

（２）実施した対策等

１）設備管理の充実

①軽油 蒸留設備の排ガス吸引管増設

危険物施設である標記設備からの大気放出量を削減すべく既存の吸引系統に接続

する改善を行っています。
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②軽油除油ピット 排水対策

２）粉じん抑制対策

①道路清掃の充実とヤード散水能力の強化

ロードスウィーパーの清掃効率向上を図るため路面整備を継続すると共にヤード等

からの粉じん飛散抑制のため散水車を増加しています。

「ロードスウィーパーの増強：現在保有 2台」 「散水車保有台数： 5台」
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Ｈ19 年度は、前年度比：25％UP

「車両出入り口の洗足装置」 環境パトロールによる海域の点検強化

環境パトロール船：「宝生」

（３）平成 21 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）事業所周辺の有害大気汚染物質濃度を調査します。

３）設備の整備・補修を進め、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。

平成 21 年度

ベンゼン測定点

（測定頻度）

2 点

（１回／月）

ニッケル・マンガン測定点

（測定頻度）

1 点

（2 回／年）

散水量実績

0

2000

4000

6000

8000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ト
ン
／
月

H18年度 H19年度

総散水量：H18年度 47,890 ton

H19年度 59,740 ton
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（４）その他

１）防災訓練による環境リスクの低減活動

室蘭市石油コンビナート等特別防災区域 室蘭港タンカー事故対策訓練

協議会総合防災訓練
平成 20 年９月 24 日（水） 11：00～12：00 平成 20 年 10 月 29 日（水） 14：00～15：00

・訓練想定：浦河沖を震源とした震度６強の地震 ・訓練想定：室蘭地区排出油等災害対策協議会

によるガス配管の損壊及び火災発生 各会員が一体となり、情報伝達、

を想定 人命救助、排出油の防除等の諸作業

・訓練場所：新日鉄構内北海製鉄第 2 高炉 を演練し､技術の向上と防災体制の

ＰＣＩｽﾃｰｼｮﾝ前広場 充実と連携強化を図る。

・参加機関：新日精防災隊、日本製鋼所防災隊、 ・訓練海域：室蘭港中央埠頭及び前面海域

新日鉄共同防災組織、北海製鉄 ・参加機関：第一管区会場保安本部

製銑課警防隊、室蘭市消防本部・署 室蘭地区排出油等災害対策協議会

（室蘭市等 39 機関）

・参加車両：車両：９台 ・参加船艇：船艇：10 車両：６台 航空機：1 機

その他人員機材等

被災者の救助及び搬送訓練 タンカーの発災状況を調査する巡視船「ちよぎく」

特別防災区域相互応援協定に基づく連携消火 オイルフェンスの展張作業（展張船「宝生」）
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総合訓練終了後、中井北海製鉄社長の訓示 海上保安本部ヘリによる救助訓練

２）情報の提供

①環境講演会など環境関連事業への積極的な参加。

平成 20 年 6 月 28 日 地球環境フェスタ 2008：主催室蘭市への参加等

②我が家の CO2（CO2削減運動の実施）

産業部門が順調に CO2を削減している一方、民生・運輸、家庭部門の削減が課題とな

っています。

新日鉄では、全国の製鉄所・本社等 10,000 人規模でのオフィスや家庭における CO2

排出量を削減すべく「我が家の CO2」として環境家計簿の実施・普及に努めています。

室蘭製鉄所でも約 900 名がモニターとなって取り組んでいます。

③工場見学など地域の方々とのコミュニケーションの推進。

Ａ：北海道洞爺湖サミット記念環境総合展 2008

実施期日：平成 20 年 6 月 19 日（木）から 6 月 21 日（土）

会 場：札幌ドーム

「北海道洞爺湖サミット記念環境総合展 2008」は、北海道庁･産業界･環境関連団体

が共同で開催した。

環境総合展には、市民の環境意識の高まりもあり、3 日間で約 8 万 4 千人が札幌ド

ームに来場しました。

当社ブースでは、高機能電磁鋼板やハイテン、軽量燃料タンク用素材、ニッテツｽｰ

パーフレーム工法「郷土の森づくり」や「海の森づくり」の展示の他に室蘭製鐵所で

製造する特殊鋼棒鋼･線材等の高機能商品や道内で発生する容器包装プラスチックの

うち、約 50％を再資源化する地域社会と連携した廃プラスチックリサイクル事業等、

エコプロセス、エコプロダクツ、エコソリューションの 3 つのエコによって、地球温

暖化対策・環境保全に積極的に貢献していることを PR しました。

尚、当社ブースには、約 3,000 名の方が訪れ盛況な３日間でした。
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新日鉄ブースの概観 当社ブースを見学する小学生たち

”北に力こぶあり” 室蘭製鉄所 製鉄所関連の展示品

2009 年 創業 100 周年を迎えます。

Ｂ：胆振地方 3Ｒ推進フェアーへの参加

実施期日：平成 20 年 6 月 28 日(土） 13：00～17：00

会 場：登別市市民会館

主 催：北海道胆振支庁 環境生活課

6 月の環境月間や 7 月 7 日から 9 日に開催される北海道洞爺湖サミット等を視野に再

生品・再生資材の利用拡大を図ると共に､循環資源の適正な利用や廃棄物の減量化を促

進する目的で開催された。

当所からは、環境総合展で展示したパネルや再生品等を展示すると共に 3R 推進フェ

アーに参加し、企業の環境活動の一端を紹介した。
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「胆振地方 3Ｒ推進フェアー」での当所環境関連パネルの活用例

又、本展示品は、洞爺湖サミットにも呼応し洞爺湖町の空店舗を活用した展示コーナ

ーにおいても活用した。

北海製鉄における廃棄物管理の例

可燃物・不燃物ボックスなどに掲示板を設置し廃棄すべき物の例を示して周知している
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Ｃ：「学校教員の方々の民間企業研修」

この研修は、経済界と教育界のコミュニケーションを促進することを目的として実施

している活動の一環で､小・中・高等学校の先生に企業活動を実際に体験していただき

企業社会における仕事の取組みスタンスやもの造りの考え方についてご理解を深めて

もらいその体験を学校教育にフィードバックしていただくことを目的としている。

今年も環境社会報告書や各種関連資料を参考に環境行政の全体観の把握や喫緊の課

題である温暖化防止について研修した。

参加していただいた地域と学校

男性教諭：6 名 女性:１名

小学校 中学校 高等学校

室蘭市 1 0

苫小牧市 1 4 0

伊達市 1 0

2 5 0 計７名

④輪西みどりの森づくり

室蘭製鐵所では、平成 17 年から輪西の丘に植樹活動をしています。

室蘭製鐵所が「郷土の森」である環境保全林を製鐵所の周囲に造成し始めてから、35

年になります。

当時、この郷土の森を造るべく、社員やその家族をはじめ、地域の方々にも「ドング

リ拾い」に参加して戴き地域と一体となった植樹活動をして参りました。

洞爺湖やクッタラ湖周辺で集めたドングリの量は、約 7 トンにもなります。（約 7,000

名が参加）

室蘭製鐵所では、ベシボッケ（輪西）の丘に再び「みどりの森」をつくるべく、平成

17 年から地域の方々と社有地の一部に植樹活動を始めています。
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植樹時期 名 称 場 所 数量(本) 樹 木 植樹者

平成 17 年

10 月 23 日

輪西みどりの森

その－1

みゆき町社宅跡地

（システムアカデ

ミー上方）
275

イボタ、イタヤカ

エデ、トチノキ、

ミズナラ、クルミ

等

輪西連合町会長

商店街理事長

労働組合

製鐵所関係者

室蘭シャークス

平成 18 年

4 月 23 日

輪西みどりの森

その－2

柏木アパート跡地

（野球場横）

532

アオダモ (バット

用材)、イボタ、ア

キグミ、ミズナラ

等

輪西連合町会長

商店街理事長

労働組合

製鐵所関係者

室蘭シャークス

平成 19 年

5 月 9 日

輪西みどりの森

その－3

柏木アパート跡地

（野球場横）

532

アオダモ (バット

用材)、イボタ、ア

キグミ、ミズナラ

等

輪西連合町会長

商店街理事長

労働組合

製鐵所関係者

室蘭シャークス

平成 20 年

5 月 9 日

輪西みどりの森

その－4

柏木アパート跡地

（野球場横）

532

アオダモ (バット

用材)、イボタ、ア

キグミ、ミズナラ

等

輪西連合町会長

商店街理事長

労働組合

製鐵所関係者

室蘭シャークス

輪西みどりの森 植樹 現在の製鉄所構内の環境保全林

（昭和 40 年中頃に植樹）
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⑤地域環境保全技術研修員の受け入れ

独立行政法人 国際協力機構札幌国際センターを通じて世界の様々な国から地域環境

保全技術研修員を受け入れています。

直近の研修生 来所状況

年 度 研修生の国名

15 年度 ボリビア、バングラディッシュ、インドネシア、中国、チリ

16 年度 インドネシア、モロッコ、フィリッピン、タイ、ドミニカ共和国

17 年度 メキシコ（2 名）、アルバニア、アフガニスタン、ラオス

18 年度 インドネシア、ケニア、ウガンダ、ベトナム

19 年度 ブラジル、コロンビア、イラン、ヨルダン、チュニジア

20 年度 ブラジル、コロンビア、エジプト、中国、パキスタン

施設内での研修風景(H19.10.16) 研修風景(H20.10.15)

⑥環境・社会報告書や室蘭地域環境保全連絡会議等による情報開示の推進。

2007 環境・社会報告書
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2008 環境・社会報告書

環境・社会報告書 英文版にも JICA 研修生受け入れを紹介しています。
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4－2 (株)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、地域の方々には、工場見学、環境報告書等を通して情報の公開

を進めています。

（１）環境調査結果

１）ニッケル化合物

当所に最も近接した御前水公園測定局におけるニッケル化合物の環境測定値は、平成

18 年度に引続き、平成 19 年度も指針値 0.025μg/m３を下回りました。

年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

環境測定値

（μg/m３）
0.026 0.027 0.017 0.024

μg：マイクログラム（百万分の１グラム）

（２）実施した対策等

１）ニッケル化合物削減対策

①鍛錬工場 1400T プレス疵取り場の集塵機設置（新設）

集塵機
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②メッキ工場排ガス洗浄装置設置（新設）

（３）今後の対策等

１）ニッケル化合物削減対策

排出削減として、引き続き集塵機の新設等を進めていきます。

また、環境への負荷影響調査を継続し、対策の立案・実施を進めていきます。

２）アスベスト除去対策

現在進めているアスベスト含有製品の代替化を更に推進していきます。

（４）その他

１）環境報告書による情報公開

当社環境報告書 2008（平成 20 年 6 月発行）の中で”環境保全への取組み”として「ニ

ッケル化合物の大気排出量削減」に関し、自主管理計画を作成して調査、改善を続ける

ことを掲載しました。

環境報告書 2008
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２）工場見学の実施

平成 19 年度は小・中・高校を含む 105 団体、1,595 名の地域住民の来社をいただきま

した。

また、本年は室蘭製作所創業 100 周年を迎え、記念事業の一環として従来は非公開で

ある付属施設（迎賓館）を含めて公開し、約 2,500 名の方々に来社いただきました。

小学校の工場見学

記念事業による工場等の公開

機械工場 迎賓館
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３）PCB（ポリ塩化ビフェニル）への対応

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法」に従い、使用

済み PCB 含有廃棄物を適正に保管・管理し、行政への届出を行っています。

H19年度には、PCB処理施設の試運転用として100台のコンデンサーを提供しました。

保管状況（屋内で施錠した鋼製容器に保管）
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4－3 新日本石油精製(株)室蘭製油所

当社では、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するとともに、アスベストの大気濃度調査や除去工事を進めて

います。

また、地域住民の方々の工場見学等を積極的に進め、情報公開に努めています。

１．環境保全計画の対象物質

新日本石油精製（株）室蘭製油所では有害大気汚染測定対象物質のうち、弊所で該当する

ベンゼンについて環境保全計画を策定しております。

２．環境保全計画の実績

（１）ベンゼン排出量

平成 19 年度のベンゼン排出量は下表のとおりの結果となりました。

単位：ton／年

排出目標 排出量

ベンゼン排出量 3.9 4.5(4.6)

（ ）内は前年排出量

排出量は、前年とほぼ同等ですが、目標値達成に向け後述する排出削減対策を計画、実

施することにより削減に努めてまいります。

・排出削減対策

ガソリンの固定屋根式タンク改造

平成 22 年までガソリンの固定屋根式タンクの構造を内部浮屋根式タンクへ計画的

に改造する予定です。これによりタンク 1 基当たり年間 0.2～0.3ton 程度のベンゼン

排出量が削減される見込みです。

また、今後、キュメン製造装置の稼動により、製品として出荷されているベンゼン

がキュメン製造装置の原料に使用されるため、更にベンゼンの排出量削減が見込まれ

ます。

キュメン製造装置
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（２）事業所周辺濃度の把握

弊所敷地境界部の５ヵ所について毎月１回ベンゼン濃度の測定を実施し、弊所周辺の大

気環境濃度の把握に努めました。平成 19 年度の各測定箇所の平均値は次のとおりで環境

基準値（3.0μg／m3）をクリアしております。

単位：μg／m3

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 0.32 0.30 0.51 0.44 0.45

測定点図

（３）情報の提供

地域住民の皆様に対する理解の増進を図る等のため、環境保全計画による取組状況等の

説明を主体とした近隣町会の製油所見学会を平成 19 年 11 月に 5 回開催し、情報提供に努

めました。

３．環境保全計画以外の取組み

計画外では以下のとおり環境関連対策の取組みを実施いたしました。

（１） ISO14001:2004 認証取得

弊所では、平成 8 年に ISO14001(環境マネジメントシステム 国際規格)を認証取得
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し、平成 19 年 9 月に ISO14001:2004 へ移行更新しております。

環境方針を策定し、環境全般にわたる保全と継続的な改善に努力する環境マネジメ

ントシステムが、この新規格の要求事項に適合することが実証されました。

（２） 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を毎年取り組んでおり、平

成 19 年度は、製油所燃料使用量前年比 0.5％の削減を行いました。

（３） 廃棄物対策の充実

弊社では全社的に廃棄物のゼロエミッション（埋立て処分率 0.5%未満）を目標に掲

げ、平成 19 年度の弊所実績では 0.1%未満の結果となり目標を達成いたしました。

（４） 地域貢献活動の推進

弊所では近隣地域との共生を目指し、地域貢献活動について数々の取り組みを展開

しておりますが、平成 19 年度に重点的に取り組んだ内容を紹介します。

①近隣町会製油所見学会

近隣町会の方々を製油所に招き、製油所の環境対策、地域貢献活動の紹介および所内

見学等を行い、意見交換等を行っております。

②近隣町会新年餅つき参加

近隣町会主催の新年餅つき大会に参加し、町会の皆様と交流を深めております。

③地域向け広報誌の作成

平成 19 年 1 月から新たに地域向け広報誌をホームページに掲載し、情報公開の速報性

に寄与しております。

（５） その他の環境貢献活動

①ＥＮＥＯＳの森活動

全社的に森林保全ボランティア活動を展開しており、弊所では千歳市の国林で日常管

理を行っている「北の森 21 運動の会」の支援を受け、植樹・間伐などのボランティア活

動を年１回開催しております。
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（６） CSR（企業の社会的責任）レポートの発行

CSR レポートを年 1回発行し、環境情報の開示に努めております。

４．平成 20 年度以降の計画について

平成 19 年度実績を踏まえた 20 年度以降の計画につきましては、平成 17 年 5 月に策定し

た計画を継続することと致します。

CSR レポート
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4－4 日鐵セメント(株)

当社では、ダイオキシン類及びヒ素の大気濃度の調査を実施し、ともに基準値を達成しまし

た。

また、リサイクル資源（廃棄物・副産物）をセメント原料及び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

化対策を図るとともに、公害防止設備の保全・強化など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

定するとともに、平成 17 年度よりダイオキシン類の大気環境測定も実施しています。

①測定日等

サンプリング位置 当社事務所屋上

サンプリング期間 平成 20 年 3 月 18 日～平成 20 年 3 月 25 日

分析機関 ニッテツテクノ＆サービス株式会社

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及びコプラナーPCB の環境濃度

は調査を開始した平成 17 年度以降、環境基準の 0.6 pg-TEQ/m３以下を達成しています。

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

ダイオキシン類+コプラナーPCB 濃度

毒性等量 (pg-TEQ/m３)
0.023 0.018 0.033

環境基準 (pg-TEQ/m３) 0.6

（２）ヒ素及びその化合物

有害大気汚染物質でモニタリング対象物質である「ヒ素及びその化合物」の環境濃度につ

いて、新たに調査しました。

「ヒ素及びその化合物」は、大気環境基準値はまだ定められていませんが、WHO 欧州地

域事務局(1996)の定めるガイドライン値(0.0067μg/m３)により評価しました。
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①測定日等

サンプリング位置 当社事務所屋上

サンプリング期間 平成 20 年 3 月 21 日～平成 20 年 3 月 28 日

分析機関 ニッテツテクノ＆サービス株式会社

②測定結果

測定調査の結果、当社事務所屋上における「ヒ素及びその化合物」環境濃度は 0.0002

μg/m３で、WHO 欧州地域事務局(1996)の定めるガイドライン値 0.0067μg/m３以下を

達成しています。

実測濃度 μg/ m３ WHO ガイドライン値 μg/ m３

0.0002 0.0067

２ 実施した対策

（１）集塵機の更新

セメントサイロ上の集塵機の更新工事(2 基)を実施しました。

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、以下のように環境改善対策に取り組ん

でいます。

（１）環境関連法等の順守

各集塵機の機能維持(バグフィルターの濾布・電気集塵機の放電線取替等)、使用済み PCB の

保管管理、浄化槽の定期点検定等の実施を徹底しています。

また、ばい煙発生施設(ばい煙・ばいじん・ダイオキシン類)及び浄化槽の法定測定において、

基準越えはありませんでした。
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使用済み PCB の保管状況

（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

石炭灰や下水汚泥、廃プラスチック、廃タイヤなどのリサイクル資源を、原料及び燃料代

替として再資源化することで、循環型社会の構築に貢献しています。

②地球温暖化対策

燃料代替リサイクル資源の活用による燃料使用量の削減や、生産機器の運転基準の適正化

による電力使用量の削減など、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。

平成 19 年度は、エネルギー原単位を前年比 1.3%削減、それにより二酸化炭素排出量を前

年比 6.8%削減しました。

（３）防災訓練による環境影響低減

火災により周囲に環境影響を与えることがないように、定期的に防災訓練を実施しています。
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（４）その他

工場見学など地域の方々とのコミュニケーションの推進、構内一斉清掃の実施、事務所・工

場周辺の緑化の推進などに努めています。

工場見学

構内一斉清掃の実施

４ 平成 20 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継続します。

（２）当社で取り扱う原燃料の成分から、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大気環境濃度の調査を実施します。

（３）更なるリサイクル資源の積極的活用を目指し、設備投資や技術革新などの検討を進めて

いきます。

（４）化石エネルギー消費削減を目指し、排ガスの有効利用検討を進めていきます。

（５）バグフィルターの定期更新を実施します。
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4－5 三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)

当社では、重金属類の調査を行い、排出濃度が極めて低レベルであることを確認してきまし

たが、粉塵の更なる排出低減を目指し、ガスカッター集塵の更新を実施しました。

また、エネルギー低減に関しても従来に引き続き、取り組んでいく所存です。

（１）平成 19 年度の実績

① 集塵機の改修による浮遊粉塵の低減対策

鋳片（断面 515×370）を切断するガスカッター用局所集塵機の改修工事を実施し、

集塵能力を増強することにより、工場内の浮遊粉塵の低減を諮る事が出来ました。

また、建屋の隙間等から大気へ放出される粉塵も、低減されたものと推察されます。

集塵機を更新の際、建屋内 4 箇所において、更新前後の浮遊粉塵量を比較したところ

以下の様になりました。

概ね、更新前の半分以下の浮遊粉塵量とする事が出来ました。

建屋内観測点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

更新前 1 1 1 1

更新後 0.30 0.53 0.31 0.14

② 省エネルギー対策

操業状況にあわせた制御を取り入れた自動運転を実施することにより、1 ヶ月あたり

20,000kWh の省エネルギー効果となりました。
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（２）工場周辺の美化について

当社製鋼工場周辺の道路においてロー

ドスイーパーによる清掃を開始していま

す。

加えて、工場敷地内の緑地の整備を継続

的に実施し、環境維持に努めます。

（３）今後の対応

省エネルギーへの取組として、当社では総合的に燃料の効率的な使用について取り組ん

でおりますが、一例として、圧延工程、加熱炉の燃焼ガス使用原単位の推移を記します。

細かな省エネ策の積み重ねにより、平成 15 年度の製品 1ｔ当りの燃焼ガス使用量と比較

した場合、平成 19 年度では、10％を超える削減になりました。

今後も工場はもちろん物流面も含め、省エネ活動を展開してまいります。

製品1ｔ当りの圧延工場加熱炉燃焼ｶﾞｽ使用量（平成15年を1とする）

0.8

0.85

0.9

0.95

1

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
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4－6 (株)テツゲン室蘭支店

弊社は、新日鐵構内において、新日鐵(株)殿並びに北海製鉄(株)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、「鉄鉱スラグ関連業務」・「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、平成元年（1989 年）6 月より、「室蘭都市ガス卸し供給事業」を行なっていますが、

平成 21 年（2009 年）８月には、室蘭ガス㈱殿と共同で液化天然ガス基地を立上げ、クリ

ーンガスを供給することにより、地球温暖化ガス（CO2）排出量削減に貢献します。

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

て行きます。

（１）調査結果

弊社では、排出ガス濃度測定について、毎年各設備ごとに実施しており、排出ガス基準

を全てクリアしています。

平成 19 年度排出ガス測定結果

設 備 対象物質 法令基準 計量結果

ばいじん濃度（g/m3N） 0.05 0.01 未満

窒素酸化物濃度（mg/m3N） 150 25ガス発生装置

硫黄酸化物量（m3N/h） 1.4 0.003

ばいじん濃度（g/m3N） 0.15 0.06

硫黄酸化物量（m3N/h） 5.0 0.011廃塩酸回収設備

塩化水素濃度（mg/m3N） 80 3.0 未満

ばいじん濃度（g/m3N） 0.2 0.08

窒素酸化物濃度（mg/m3N） 230 24スラグ乾燥機

硫黄酸化物量（m3N/h） 1.0 0.1

ばいじん濃度（g/m3N） 0.2 0.02

窒素酸化物濃度（mg/m3N） 230 24粉コークス乾燥機

硫黄酸化物量（m3N/h） 0.3 0.02

ばいじん濃度（g/m3N） 0.2 0.01 未満
ダスト乾燥機

窒素酸化物濃度（mg/m3N） 230 24
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（２）環境保全自主管理による設備改善

① 新日鐵構内回収ダスト（鉱石類回収粉）のペレット製造設備増強（平成 19 年実施）

回収ダストのリサイクル推進（製鐵原料化）を目的として、湿ダストの乾燥設備増設や

製品の直送化設備の増強を平成 19 年に実施しました。

② 室蘭液化天然ガス基地建設（平成 21 年 8 月使用開始）

室蘭ガス㈱殿との共同事業で、都市ガス及び産業用ガスの供給用に、液化天然ガス基地

の建設を行い、平成 21 年 8 月より室蘭ガス㈱殿へ天然ガス供給を開始しました。

天然ガス転換により、室蘭市の地球温暖化ガス（CO2）排出量削減に貢献して行きます。

混錬・計量

回収ﾀﾞｽﾄ（無水）受入

回収ﾀﾞｽﾄ 受入

中継ホッパー

80m3

製品ホッパー焼結工場

乾ダストホッパー

乾燥機・水分調整

ダストリサイクル設備フロー図

造粒設備



- 36 -

③ 粉コークス乾燥機の湿式集塵方式を乾式集塵に改善予定（H20 年完成予定）

排ガスの集塵方式を「重力沈降散水洗浄方式」から「サイクロン・バグフィルター集塵

方式」への変更を計画しており、集塵効率の向上と排水削減を目指します。

（３）これからの対応

① 平成 20 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

・老朽更新と、公害防止設備の保全強化推進

平成 21 年運転開始の液化天然ガス基地
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計 画 内 容

推進項目（概要） 平成 20 年 平成 21 年

・排出ガス測定項目濃度の低減・管理

推進
①対象物質の再特定 ①対象物質の再特定

・公害防止設備の保全強化推進 ②測定調査の継続 ②測定調査の継続

・環境負荷の調査把握 ③測定結果の再検証 ③測定結果の再検証
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4－7 黒崎播磨(株)室蘭石灰工場

当社は、石灰焼成キルンの大気排出ガスの定期測定を確実に実行すると共に自主測定機器の

導入も行い環境改善に努めた。

また、平成 18 年度に実施した休止キルン 2 基の解体跡地の環境整備を推進した、更に、温

暖化防止対策として省エネ対策に取り組み CO2削減に努めた。

（１）平成 19 年度実績

①大気測定結果／年 6 回定期測定の平均値

種 類 単位 基準値 測定結果

ばいじん濃度 g/m３ 0.40 0.01

窒素酸化物濃度 vol ppm 300 101

硫黄酸化物濃度 m３/h 4.4 2.5

その他、ポータブル排ガス測定器を購入し、キルン操業変更時の一酸化炭素及び窒素

酸化物濃度を確認している。

②アスファルト舗装工事 約 3,000m2

キルン解体跡地倉庫周辺及びリフト作業場、車両駐車場の舗装を実施し、路面粉塵の

飛散防止を行うと共に、定期的な散水を行っている。
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③作業車両タイヤ洗浄プール設置

車両通路に冷却排水を溜めるプールを設置し、車両の通行の都度タイヤへの付着粉塵

を落とし、通路を濡らすことにより発塵を防止した。

④省エネルギー対策

キルン排ガス測定器による燃焼状態の測定、管理基準の見直し、燃焼設備の改善を進

め操業の安定化に努めた結果省エネルギーに繋がった。

単位 H16 年 H17 年 H18 年 H19 年

エネルギー原単位 L/t 156.7 154.7 150.6 148.9

比 率 － 100% 99% 96% 95%

※エネルギー原単位：処理量 1 トン(t)当たりの重油消費量（L）

（２）今後の予定

①キルン排ガスの大気排出基準値は常に基準値を下回る状況にあるが、一層の負荷軽減を

目標に硫黄酸化物測定器を導入し、自主管理での測定評価を実施する。

②構内敷地の未舗装箇所のアスファルト化を更に推進し、粉塵の飛散・室内への粉塵の持

ち込みを少なくし、環境にも人にもやさしい環境造りを実施する。

③省エネ対策として、これまで重油・ガス等の燃料使用量を下げる取り組を重点的に実施

してきたが、機械設備の負荷の軽減・電動機のインバータ制御化等の対策を推進し、電力

使用量の低減を実施する。
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4－8 日本環境安全事業（株）北海道事業所

当社北海道事業所は、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廃棄物を処理することを目的として、平成 20 年 5 月に室蘭市仲町で操業を開始い

たしました。

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、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、

悪臭についてモニタリングを行っています。

平成 19 年度は操業前のバックグランド調査を実施しました。

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設

（１）環境調査結果

＜大気調査結果＞

日本環境安全事業（株）北海道事業所は、環境モニタリング計画に基づき、年 4 回（6、

8、11 及び 2 月）の大気中のＰＣＢ、ダイオキシン類、ベンゼン濃度を操業前のバックグ

ランド調査として、図に示した敷地境界東側南端及び処理情報センターで測定を実施しま

した。
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JESCO 大気測定地点（赤印）

１）ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）及びダイオキシン類

平成 19 年度の敷地境界東側南端でＰＣＢ濃度は 67～510pg/m3、ダイオキシン類は

0.0092～0.021pg-TEQ/ m3、また、処理情報センター敷地内でＰＣＢ濃度は 92～560

pg/m3、ダイオキシン類は 0.012～0.018pg-TEQ/ m3の範囲でした。

調査時期

6 月 8 月 11 月 2 月要素 調査地点 調査項目 単位

6/19～

6/26

8/2～

8/9

11/2～

11/9

2/6～

2/13

年平均 環境基準値等

ＰＣＢ pg/m3 390 510 180 67 290 500,000 以下*1

敷地境界東側南端
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3 0.021 0.017 0.0092 0.015 0.015 0.6 以下

ＰＣＢ pg/m3 380 560 430 92 370 500,000 以下*1
大気

処理情報センター
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3 0.018 0.017 0.012 0.012 0.015 0.6 以下

*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
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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

２）ベンゼン

平成 19 年度の敷地境界東側南端でベンゼン濃度は 0.30～1.2μg/m3、処理情報センタ

ー敷地内ではベンゼン濃度は 0.67～0.98μg/m3の範囲でした。

調査時期

6 月 8 月 11 月 2 月要素 調査地点 調査項目 単位

6/25～

6/26

8/8～

8/9

11/1～

11/2

2/5～

2/6

年平均 環境基準値等

敷地境界東側南端 ベンゼン μg/m3 0.30 1.2 0.76 0.94 0.80 3 以下

大気

処理情報センター ベンゼン μg/m3 0.68 0.67 0.75 0.98 0.77 3 以下

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設内東側南端
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＜水質・底質調査＞

平成 19 年度の雨水幹線排水路合流前（最終放流口）でＰＣＢ濃度は 67～400pg/L、

ダイオキシン類は 0.017～0.29pg-TEQ/ L の範囲で、また、底質については雨水幹線排

水路上流及び下流において、各々、ＰＣＢ濃度は 77,000 及び 29,000 pg/g、ダイオキシ

ン類は 11 及び 7.7pg-TEQ/ g でした。

6月 8月 10月 12月 1月 2月

6/25 8/1 10/1 12/3 1/9 2/7

ＰＣＢ pg/L 380 240 190 97 67 400 230 検出されないこと*1

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/L 0.26 0.049 0.066 0.044 0.017 0.29 0.12 1以下

ＰＣＢ
*2 pg/g - 77000 - - - - 77000 -

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/g - 11 - - - - 11 150以下

ＰＣＢ
*2 pg/g - 29000 - - - - 29000 -

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/g - 7.7 - - - - 7.7 150以下

調査項目 単位 年平均 環境基準値等

調査時期

要素 調査地点

水質

底質

雨水幹線
排水路合流前

雨水幹線
排水路上流

雨水幹線
排水路下流

雨水幹線排水路合流前（最終放流口）

調査地点図

*1 検出限界値は 0.0005mg/L=500,000pg/L

*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は 10ppm(10,000,000pg/g)以上
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雨水幹線排水路上流 雨水幹線排水路下流

（２）平成 20 年度以降の周辺環境モニタリング計画

環境モニタリング計画に従って、平成 20 年 5 月 21 日の操業以降についても調査を継続

しています。

大気（ＰＣＢ、ダイオキシン類及びベンゼン）については、半年間は毎月、その後は年

4 回実施します。水質（ＰＣＢ及びダイオキシン類）については、１年間は毎月、その後

は年 6 回実施します。底質（ＰＣＢ、ダイオキシン類）については、20 年度から年１回実

施します。

（３）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、事業所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 2008（平成 20 年 9 月発行）の中で、環境安全方針、環境安全目的、

ISO 取得に関する活動内容、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 2008
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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・15 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、室蘭工業大学紹介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、連絡・報告事象報告書な

どの資料も公開しております。

北海道ＰＣＢ処理情報センター 情報公開ルーム

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。

見学ルート 中央制御室
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５、有害大気汚染物質およ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。

※北海道と連携調査

（１）環境調査地点及び調査回数

①ベンゼン：輪西地区測定局で 12 回、御前水・汐見・白鳥台地区測定局で各 6回測定

②ニッケル：輪西・御前水地区測定局で各 12 回測定

③マンガン：輪西・御前水地区測定局で各 12 回測定

④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

⑤アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及

びその化合物、1,3-ブタジエン

：輪西・御前水地区測定局で各 6回測定

（２）環境調査結果

平成19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、ダイオキシン類の

ほか、あらたに指針値が設定されたクロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンの

3物質、既に指針値が示されていたが少量であると判断できるため測定していなかったアク

リロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物の3物質についても実態を把握す

るため測定を実施しました。
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①ベンゼンは全ての地点で環境基準を満たしております。

②ニッケルは減少傾向にあり、2地点とも指針値を下回っております。

③マンガン及びその化合物は基準となる値が示されていないため評価はできませんが、横

ばい状態となっております。

④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。

⑤クロロホルムほかの６物質については、指針値に対して 17 分の 1以下と低濃度であるこ

とが確認されました

１）平成１９年度測定結果

表１ 平成 19 年度測定結果(年平均値) 単位：μg/m3

測定局名

物質名
御前水地区 輪西地区 汐見地区 白鳥台地区

環境基準

（指針値）

ベンゼン 0.72 2.2 1.7 0.66 3

ニッケル 0.024 0.0078 - - (0.025)

マンガン 0.39 0.24 - - - ※2

アクリロニトリル 0.015 0.037 - - ( 2 )

塩化ビニルモノマー 0.011 0.0098 - - ( 10 )

クロロホルム 0.16 0.18 - - ( 18 )

1,2-ジクロロエタン 0.089 0.083 - - ( 1.6 )

1,3-ブタジエン 0.068 0.084 - - ( 2.5 )

水銀及びその化合物 0.0028 0.0023 - - ( 0.04 )

ダイオキシン類※1 0.029 0.032 - 0.018 0.6

※1 ダイオキシン類のみ単位は、pg-TEQ/m3（北海道で測定した結果）。

※2 マンガンについては環境基準（指針値）の設定はされていない。

２）経年変化

ａ．ベンゼン （単位：μg/m3）

年度

測定局名
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

御前水地区 2.3 0.89 1.7 1.2 1.0 1.1 0.65 0.98 0.72

輪西地区※1 7.2 6.7 3.4 3.8 3.7 2.2 1.6 2.3 2.2

汐見地区※2 1.9 2.6 1.7 1.6 1.7 1.4 0.99 1.7

白鳥台地区 1.1 1.4 0.84 0.85 0.82 0.54 0.53 0.66

※1 輪西地区の H13 年度までの測定は、旧市民会館で実施。

※2 汐見地区の H12 年度の測定は、イタンキ交差点で実施。
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ｂ．ニッケル・マンガン （単位：μg/m３）

測定局名 測定物質（測定回数） H15 H16 H17 H18 H19 指針値

ニッケル化合物 0.10 0.026 0.027 0.017 0.024 0.025
御前水地区

マンガン及びその化合物 0.21 0.18 0.099 0.17 0.39 ―

ニッケル化合物 0.012 0.0065 0.0091 0.010 0.0078 0.025
輪西地区

マンガン及びその化合物 0.21 0.21 0.13 0.21 0.24 ―

ｃ．ダイオキシン類 (単位：pg-TEQ/m３※1
)

年度

測定局
H13 H14 H15 H16 H17 H18※3 H19 環境基準

御前水地区 ― ― ― ― ― 0.023 0.029

輪西地区
※2 0.030 0.057 0.019 0.017 0.020 0.045 0.032

白鳥台地区 0.015 0.0089 0.0085 0.014 0.011 0.017 0.018

0.6

※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

ベンゼン経年変化グラフ
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３）その他の物質の測定結果

有害大気汚染物質のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの過

去の測定結果では、いずれも環境基準を満たしていました。

物質名 測定箇所 環境基準 H10 H11 H13 H14

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 輪西地区測定局 200μg/m3 2 未満

御前水地区測定局 0.40
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

輪西地区測定局

200μg/m3

2 未満

御前水地区測定局 0.79

輪西地区測定局 1.2 1.4ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

汐見地区測定局

150μg/m3

1.3

（３）今後の対応

１）ベンゼン

輪西地区測定局では、事業者による排出抑制対策により平成16年度より環境基準を満

たしています。

今後の更なる排出抑制対策による負荷の減少も想定されますが、環境基準の上限近く

を推移していることから、継続して測定を実施していきます。

２）ニッケル

２地点とも指針値を下回っておりますが、高い濃度で推移していることから、継続し

て測定を実施していきます。

３）マンガン及びその化合物

基準となる値が示されていませんので評価はできませんが、前年度に比べて増加して

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、継続して測定を実施していきます。

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等を下回る低い濃

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、必要に応じ測定等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モニタリング対象物質と基準値の制定状況等
平成21年 12月

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 ２μｇ/㎥

２ アセトアルデヒド 国で指針値を再検討

３ 塩化ビニルモノマー １０μｇ/㎥

４ クロロホルム １８μｇ/㎥

５ 酸化エチレン 国で指針値の議論中

６ １，２－ジクロロエタン １.６μｇ/㎥

７ ジクロロメタン １５０μｇ/㎥

８ 水銀及びその化合物 ０．０４μｇＨｇ/㎥

９ テトラクロロエチレン ２００μｇ/㎥

１０ トリクロロエチレン ２００μｇ/㎥

１１ ニッケル化合物 ０．０２５μｇNi/㎥

１２ ヒ素及びその化合物 国で指針値の議論中

１３ １，３－ブタジエン ２.５μｇ/㎥

１４ ベリリウム及びその化合物 国で指針値の議論中

１５ ベンゼン ３μｇ/㎥

１６ ベンゾ[a]ピレン

１７ ホルムアルデヒド

１８ マンガン及びその化合物

１９ クロム及びその化合物

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。（9 物質）

３、青色網掛けは、調査継続中のもの。（3 物質）
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（４）情報公開の推進

本報告書をはじめ、冊子「むろらんの環境」、広報紙、ホームページ、講演会などを通し

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「むろらんの環境」
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平成 1８年 3 月 2４日

条例第８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、特定重要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。
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（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

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。
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