
平成 25年環境生活委員会 開催状況

開催年月 日  平成 25年 11月 5日 (火 )

質 問 者  自民党・道民会議 吉川 隆雅 委員

答 弁 者  環境生活部長  竹谷 千里

環境局長    千葉 裕司

廃棄物担当課長 大林 純一

質 問 要 国 答 弁 要 」
日

PCB廃 棄物処理事業に係 る環境省か らの要請に

ついて

(吉川委員 )

それでは、ただ今、PCB廃 棄物について、ご報告

いただきましたけれ ども、私から質問させていただき

たいと思います。

PCB廃 棄物につきましては、国が日本環境安全事

業株式会社を活用 して全国 5箇所にalL点的広域処理施

設を整備をし、処理を行うてきたものと承知をしてお

ります。

北海道にも室蘭市に処理施設が設置をされ、平成20

年から高圧 トランス・コンデンサの処理が始まり、ま

た、今年の9月 か らは、ただ今、ご報告をいただきま

したが、蛍光灯に使われていた安定器などの処理も開

始されたばかりとのことであります。     .
今回の要請につきましては、平成 16年 に東北等 15県

の処理地域拡大の要請を受入れた上に、さらに東京都

及び千葉、埼玉、神奈川の3県 が処理地域に拡大をさ

れ、処理期限についても平成37年度末まで延長 される

とい う内容のものであります。

平成 16年 の処理地域拡大の要請を受けた際にも、道

議会や地元室蘭市議会において拡大要請に関わる様々

な議論があつたものと承知をしてお りますが、地元室

蘭市では今回の国からの要請に対 して、理解を示す芦

がある一方、PCBと い う有害物質を扱 うことから、

特に漁業関係者の方々などからは施設の稼働年限が延

長されることに対する不安の声も聞かれるところであ

ります。

道 としては、今後、北海道事業地域で処理 しなけれ

ばならないPCBの 量が増加をすることから、今後十

分に検討 して回答すべきであると考えてお ります。

また、安定器に関して、胆振管内の洞爺湖町虻田中

学校で先月8日 に蛍光灯安定器内のコンデンサが破裂

をした事故が発生をしたとい う報告が、30日 に同町の

教育委員会からあったところであります。環境省から

要請があつた日が、奇 しくも、このコンデンサにPC
Bが使用 されていると判明 した10月 の25日 であ りま

す。幸いなことに、生徒にけがや健康被害などは今の

ところないとい うことでありますが、PCBが 、私た

ちの身近なところに未だ存在 しているとい うことに警

鐘を鳴らするものであると考えてお ります。

そこで、この事件 。事故の件も含めて、以下数点に

わたって、お伺いをして参 ります。
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日要問質 目要弁答

(一)PCB廃 棄物処理事業に係 る環境省か らの要請

について

1 国の要請に係 る経緯について

(吉川委員 )

最初に、環境省が10月 25日 に北海道 と室蘭市に対 し

て要請を行つた経緯について伺います。

2 東京事業地域の PCB廃 棄物を処理する理由に

ついて

(吉川委員 )

国の検討委員会によつて、処理体制の再構築が不可

欠 とい う結論に至った とい うことであ ります。それで

は、お伺い しますけれ ども、東京事業地域の PCB廃
棄物を北海道で処理を しなければな らない理由につい

て伺います。

3 北海道事業所の処理対象 となるPCB廃 棄物の

量について

(吉川委員)

それでは、東京事業地域のPCB廃 棄物の うち北海

道事業所で処理をする量がどの程度になるのか伺いま

す。

(大林廃棄物担当課長)

要請の経緯についてでありますが、環境省では、平

成 13年のPCB特 別措置法施行後、10年が経過 したこ

とを踏まえ、平成23年 10月 に「PCB廃 棄物適正処理

推進に関する検討委員会」を設置 し、平成24年 8月 に、

この検討委員会から、これまでの処理事業の検証とそ

の講ずべき対策 といたしまして、「各事業所の得意 と

する能力を最大限活用 して処理の効率化を図るべき」

といつた報告がされました。

環境省は、この報告を踏まえ、 JESCO各 事業所

における処理状況等をtJ」案いたしまして、具体的な処

理推進策について検討 した結果、処理体市」の再構築が

不可欠 との結論に至 り、PCB廃 棄物処理基本計画を

変更することとし、東京事業所分の安定器等・汚染物

などの北海道事業所での処理や処理完了予定時期の平

成37年度までの延長について、10月 25日 に北海道及び

室蘭市に対 して検討を要請 してきたものであります。

(大林廃棄物担当課長 )

北海道事業所におけるPCB廃 棄物の処理について

でありますが、東京事業地域では、平成12年 当時、小

学校で安定器の破裂事故が相次いで発生 し、地域から

PCBを 含んだ安定器の処理を強く求める社会的背景

がありましたことから、東京事業所の処理施設につい

ては、高圧 トランス・コンデンサと安定器の両方の処

理が可能な方式の施設整備が進められたものでありま

す。

しか し、平成 17年 に操業が開始 された後、安定器に

含まれるアスファル トが設備の閉塞を起こすなど技術

的問題が発生 し、 トランス・コンデンサの処理に悪影

響を及ぼすことが判明したため、安定器の処理は中止

され、今 日に至っているものであります。

このような状況を踏まえまして、環境省では、安定

器等・汚染物の処理体制の目処がたっていない大阪事

業所及び豊田事業所分については北九州事業所で、東

京事業所分については北海道事業所で処理する方針を

立てたものであります。

(大林廃棄物担当課長)

PCB廃 棄物の量についてでありますが、北海道で

処理するものとして国から要請を受けていますのは、

東京者5ほ か 3県内に保管されてお ります PCB廃 棄物

の うち、PCBを使用 した小型の トランス及びコンデ

ンサ、安定器、PCBを使用 した感圧複写紙、PCB
に汚染されたウエスや汚泥の他、PCB廃 棄物の処理

工程で発生いた します粒状活性炭等の二次廃棄物な

ど、合計で4,460ト ン程度を見込んでいると聞いてお

ります。
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国要問質 要弁答

4 他事業所の処理対象 となるPCB廃 棄物の量に

ついて

(吉川委員 )

東京事業地域の PCB廃 棄物を受け入れるとい うこ

とであ りますけれ ども、当然、北海道事業地域の PC
B廃棄物 も他府県の事業所に行 く訳であ りま して、大

阪事業所で処理をするとい うふ うにも聞いてお ります

が、北海道事業地域の PCB廃 棄物の うち、大阪事業

所で処理をする特殊 コンデンサ及び東京事業所で処理

をする大型 トランスの量が、それぞれ どの程度なのか

お伺いをいた します。

5 道の今後の対応 について

(吉川委員 )

それでは、道の対応について、伺いたい と思います

が、国か らの要請を受けて、道 としては今後 どのよう

に対応 し、その回答については、いつまでに行 うのか

伺います。

この9月 に運用を始 めたばか りの施設の状況につい

て確認 しなが ら、地元の方 とも連携を取つて対応する

と言 うことであ ります。是非、 しつか り対応 していた

だきたい と思います。

(二)洞爺湖町における安定器の破裂事故について

1 事故の経緯について

(吉川委員 )

次に、洞爺湖町での事 lltに ついて伺いますけれ ども、

10月 8日 に起 きた洞爺湖町虻 田中学校における蛍光灯

安定器のコンデンサ破裂事故の経緯についてお伺いを

いた します。

(大林廃棄物担当課長 )

他事業所で処理するPCB廃 棄物の量についてであ

りますが、国か らは、北海道事業地域に保管 されてお

ります高圧 トランス・ コンデンサの うち、形状や構造

が特殊なため、北海道事業所では処理が困難な特殊 コ

ンデ ンサ500台程度を大阪事業所で、また、その重量

か ら施設に搬入できない大型の トランス 5台程度を東

京事業所で処理する見込みであると、聞いてお ります
^

(竹谷環境生活部長)

今後の対応についてでございますが、PCB廃 棄物

の処理は、国内はもとより、国際的にも重要な環境問

題でございまして、道 といたしましては、 1日 も早く

全国のPCB処 理を完了することが重要であると認識

してお ります。

そのような中、環境省からは、今年度中に回答をほ

しいといった旨の要請がございましたが、北海道事業

所の安定器等・汚染物を処理する施設につきまして

は、この 9月 に稼働 したばか りでございますことから、

道 といたしましては、まずは、一定期間運用する中で、

安全性の確認をした上で、北海道事業所で処理するP
CB廃棄物処理量の試算の根拠となつた詳細データの

提供を国に求め、それを検証するとともに、住民や地

元漁業協同組合をはじめ関係団体への説明会を国や室

蘭市と共同で開催するなど地元室蘭市や住民の方々の

考えを尊重 しながら、国の要請内容を慎重に検討 し、

適切な時期に回答 してまいる考えでございます。

(大林廃棄物担当課長 )

事故の経緯についてであ りますが、10月 8日 の午後、

洞爺湖町虻田中学校の教室におきまして、授業中に破

裂音 とともに蛍光灯の部品が落下 し、その直下にいた

生徒 1名 の頭部 とその前後の席にいた 2名 の生徒の着

衣に部品内の液体が付着 したものであ ります。

その後、25日 に老朽蛍光灯の点検を実施 した電気業

者か らの報告でコンデンサにPCBが 使用 されている

ことが判明 し、28日 に洞爺湖町及び道教委か ら道に連

絡があ りました。

町教育委員会事務局では、この事故に関 して、29日

に保護者説明会を開催 し、事故のあった教室の生徒全

員のほか希望する生徒 と関係 した教職員に対する健康

診断及び血液検査、教室内の環境測定調査を実施する
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質 日要間 要弁答

2 道の対応等について

(吉川委員 )

直接被害を受けた生徒の方々に、今のところ健康被

害がないとい うことは、不幸中の幸いであるとい うふ

うに考えてお りますが、この事故に対 して、道 として

どのような対応を行つたのか伺います。

PCBに つきましては、今から45年前のカネ ミ油症

問題が契機 とされてお り、長期間にわたつて事業者に

よるPCB廃 棄物の保管を余儀なくされてきたとい う

経緯があるところであります。

今回、洞爺湖町において安定器の破裂事故が起きた

ことで、 1日 も早 くこれ らを処理することの必要性を

改めて認識をしたところではありますが、PCB廃 棄

物の処理事業に伴 う環境へ影響など安全性の確認につ

いても、今後、決 して軽視 されることがないよう、道

として、しっか り事業者等を指導 していただきたいと

いうことを申し上げて質問を終わ ります。

旨、説明したところであります。    4
健康診断等については10月 30日 とH月 1日 に実施 さ

れ、受診を希望 していない1名 を除いて、健康被害は

認められないという結果がでてお り、環境測定につい

ては10月 30日 に実施 され、今月中旬には結果が得 られ

ると聞いているところであります。

(千葉環境局課長)

道としての対応についてでございますが、28日 の事

故の連絡を受け、洞爺湖町及び道教委から情報収集 し

た結果、保健室で、生徒の体に付着 した液体を水で洗

浄 し、着衣を洗濯 したこと、液体を拭き取つたウエス

を一般ごみとして処分 したことが判明したため、29日

に町に対 して、下水道放流水や焼却施設の排ガスを測

定し、環境への影響を確認するよう指示 したところで

ございます。

また、PCB使 用安定器につきましては、当部とし

ては、これまでも、平成 12年 と平成 15年に関係部局を

通 じ、公的施設などに対 し、PCB安 定器を内蔵 した

照明器具の早期交換等につきまして要請 してきてお り

ますが、今回の洞爺湖町の事故を受けまして、10月 29

日に関係部局に対 しまして、所管する施設や多くの道

民が利用する大型施設におけるPCB使用安定器の再

確認や早期交換等について改めて周知したところでござ

います。

また、道教委におきましても、これまで、数度にわ

たり、市町村教育委員会に対 しまして、PCB使 用照

明器具の早期交換と保管管理や事故防止等の徹底につ

いて通知 してお りまして、今回の事故を受けて、学校

設置者である市町村に対 して、再発防止に向け、改め

て指導を徹底する旨通知するとともに、確認調査の実

施 と調査結果の報告を求めるものと承知 してお りま

す。

道といたしましては、今後 とも国や関係機関と連携

し、PCB廃 棄物の安全かつ確実な処理に積極的に取

り組んでまいる考えでございます。
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質 日要問 要弁答

一 ホテル レス トランにおける不適切 なメニュー表示につ

い

~(

(吉川委員 )

先 日、報道がされておりますように、先月中旬、関西に本拠地

を置くホテルのレストランで、メニュー表示と異なる食材が使われ

ていたという問題が発覚したところでございます。

その後、全国各地のホテルでも同様の不適切な表示が次々と

明らかになる中、先般、道内においてもホテル 自身がメニューの

不適切な表示の事実を確認をし、公表している事例が報道され

たところであります。
ホテル側においては、「慣習的にそのように認識 しメニュ

ーに使用 していた」などと釈明をしているところでありま

すが、これは消費者の 「食」に対する信頼を裏切る行為で

あり、絶対にあってはならないことであると考えてお りま

す。
そこで、今回、道内において行われたこのような不適切なメニ

ュー表示について、何点かお伺をいたします。

(一)不 適切なメニュー表示の実態について

(吉川委員 )

最初に、道内のホテルレストラン等における、今回問題となっ

ているような不適切なメニュー表示の実態について、伺います。

(二)調 査の内容と結果について

(吉川委員 )

それでは、次に、道においては、これまでどのような調査を行

ってきたのか、その内容と結果について、伺います。

(三)今 後の道の取組について

(吉川委員 )

これは、事実確認にとどまっているのかなというふうに感じてお

ります。

こうした不適切な表示が道内のホテルで多数生じているという

ことは、大変に残念なことであります。

この問題に対して、道はどのような認識をしているのか。

また、今後 、このような不適 切なメニュー表示の抑止 に対し

て、どのように取り組んで行くのか、部長の所見を伺います。

(吉 田課長 )

メニュー表示の実態についてでございますが、このたび

のホテル レス トランにおける食材 の不適切な表示につい

て、事業者 か らの 自主申告や報道な どによ り道 として把

握 している件数は、現在 13件 となってお ります。

その主な内容は、メニューで 「大正エ ビ」 と表示 され

ているものが、実際には 「バナメイエ ビ」や 「ホワイ ト

タイガーJを使用 していた もの、また、「芝エ ビJと 表

示 されているものが、実際には 「バナメイエ ビ」を使用

していた ものな どでございます。

(吉 田課長 )

調査 の内容 についてでございますが、道 にお きま して

は、不適切な表示があったことを自主的に公表 してきた

ホテルに対 し、その事実確認 を進 めているところでござ

います。

調査では、メニューに表示 してある食材名 と、実際に

仕入れた食材の伝票の突合な どを行いま して、その結果、
一部のホテルにおいて不適 切な表示があったことを確認

した ところでございます。

(竹谷部長 )

認識と今後の取組などについてでございますが、レス トラ
ンなどのメニューは、消費者にとって何を食するかとい

うことを判断する唯一の大切な情報でございますことか

ら、こうした不適切な表示がなされていたことは大変残

念でございまして、消費者の信頼を回復するためにも、
まずは、事業者 自身において実態を把握 し、不適切な表

示があつた場合は、速やかに改善するとともに、今後、
同様の事態が生 じることのないよう内部のチェック体制

をしつかりと整えていただきたいと考えてお ります。

平成 25年環境生活委員会 開催状況

開催年月日  平成 25年 11月 5日 (火 )

質 問 者  自民党・道民会議 吉川 隆雅 委員

答 弁 者  環 境 生 活 部 長 竹谷 千里

消費問題対策担当課長 吉田 公伸
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質 間 要 日 答 弁 要 日

(吉り|1委 員 )

ただいま、道 としての対応について、部長からご答弁を
いただいたところであります。

これは、私の個人的な感覚ではありますが、この問題は、

今後さらに様々な事実が出てくる可能性 もあるのではない

かというふ うに感 じてお ります。:

道内の事例についてご答弁いただいた中では、エビにつ

いての言及のみでありましたが、外国産の食材を道産のも
のと表記 した事例もあつたという報道 も既になされている
ところであります。

本道にとって、食への信頼 と消費者の安心・安全を守る
ことはt何よりも重要な課題であります。

道においては、今後、事業者への指導の徹底はもとより、

国の動向も注視 しつつ、全庁的な対応も視野に入れてこの

問題に取 り組んでいくべきであると申し上げて、質問を終
わります:

現在、全国において同様の事例が発生 してお りますこ

とから、今後の対応につきましては、消費者庁とも十分に

連携を図 りながら対応 していく必要があると考えてござ
いますが、道といたしましては、事実確認の調査等を通
じて、事業者等に対 し、表示の重要性 と今後のチェック体
制等についてしつか りと指導をしていく考えでございま

す。
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