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平成 24 年度第 2 回東京都北区環境審議会議事要旨 

 

 

日時：平成 24 年 7 月 3日（火）15：30～17：30 

場所：北区役所 第一庁舎４階 第二委員会室 

 

 

【出 席 者】 

＜委員＞ 

丸田頼一会長     

細見正明委員  巻出義紘委員  品川明委員 

熊澤幸子委員  小玉雅之委員  鈴木將雄委員 

田口重子委員  原芳子委員   羽鳥雅雄委員 

小池たくみ委員 土屋さとし委員 八巻直人委員 

やまだ加奈子委員 

 

＜事務局＞ 

生活環境部長 環境課長  

環境課環境政策係 

 

 

【次  第】 

１．挨  拶 

２．議  事 

（１）「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業に係る費用負担計画」に係

る区長からの照会事項について 

（２）その他 

 

 

【傍 聴 人】 

傍聴人  ０ 名 
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【発言要旨】 

＜ 議 事 ＞ 

 
 

○事務局 －事務局より資料について説明― 

 

○会長 

本件については専門部会を設置し、検討をお願いした。専門部会の部会長から報告を願いたい。 

 

○部会長 

参考資料の２は区で、膨大な数のダイオキシンのデータを多変量解析し大きくグループを分けし、その後、鉛の同

位体比で年代別を試みたが、ダイオキシン部会ではこのデータだけでは１９４５年以降というには断定できないと

一回目の部会で議論した。鉛の同位体比では少し論拠が薄いということで、他に戦後排出を特定できるものは何

かないかと議論した。CNP、DDT、BHC これらの農薬は、戦後、特に CNP という除草剤は戦後できたもので、こうい

う農薬類が含まれているのか、含まれていないのかによって、年代がはっきり特定できるのではないか。というの

を、一回目の部会で、北区に分析をお願いした。その結果の参考資料１の報告を６月１９日に議論をして、資料９

の別紙の見解をまとめた。この見解は大きくは２つある。まず北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策

事業に係る費用負担計画について、これが原因者を特定して１９４５年以降に確かに汚染を引き起こした事業者を

特定して費用負担を求める。という結論が一番目である。そこに至った経緯が、二番目、次のページに書いてある

内容である。まず、一番目は、従来の経過も含めて書いた。（１）のところに、公害防止事業費事業者負担法は公

害が環境に影響を与える重大さに鑑み公害防止に要する費用を原則として当該公害の原因を作出した者に負担

させるものである。という大きな原則がある。この費用負担計画における、環境審議会の検討事項は、公害防止

事業の対象となる、土壌汚染を生ぜしめた事業者の特定のための基準を定めることであると。その基準を「ダイオ

キシン類対策特別措置法第２９条第１項の規定に基づきダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区豊

島五丁目の区域を含む土地において、工場を撤去するまで、工場の操業に伴いダイオキシン類を排出し、土壌の

汚染を引き起こした事業者」というふうに事業者を特定すると。（３）で本件における公害防止事業とは、表層のダ

イオキシン類汚染土壌と皮膚接触による皮膚吸収や表層のダイオキシン類汚染土壌の直接摂食による経口摂取

によって、さらには表層のダイオキシン類汚染土壌が飛散し、これを吸入することによって、住民がダイオキシン類

汚染土壌を摂取し、これによって健康被害が発生することを防止するために行われた、覆土事業であると。要する

に公害防止事業とは表層のダイオキシン類汚染土壌に伴う健康影響を防止するために行われた覆土事業である

と言っている。この覆土事業は「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画」の対策事業が、覆土と

いうふうに定められており、この覆土というのが表層部分のダイオキシンの汚染に対し効果のある措置であると。

要するに表層のダイオキシン汚染土壌なので、表層に対して覆土をすることによって、直接接触だとか、皮膚接触

だとか、あるいは吸入と言った曝露経路を遮断することができる措置である。（４）したがって、費用を負担させる事

業者を定める基準である「工場を撤去するまで、工場の操業に伴いダイオキシン類を排出し、土壌の汚染を引き

起こした事業者」を、表層土壌のダイオキシン類を工場撤去時まで排出し、表層土壌の汚染を引き起こした事業者



3 
 

と解することは、費用負担計画と合致していると。今回この参考資料１の調査により、表層部分のダイオキシン類

は明らかに１９４５年以降に排出されたものであるということが立証されたと。そして１９４５年以後に、本件汚染地

域において、工場を撤去するまで、工場の操業に伴い、ダイオキシン類を排出し、土壌汚染を引き起こした事業者

は、日産化学工業株式会社であると。したがって、同社を本件公害防止事業の費用を負担する事業者として定め、

事業者負担金の額を決定した区の処分は、本件公害防止事業の費用を負担させる事業者を定める基準に合致し

ており、また原因者負担を定める負担法の趣旨に沿うものである。その理由、１９４５年以後に排出されたものであ

るということのまとめでは、（１）でダイオキシン部会、環境審議会で、汚染地域のダイオキシン類による汚染土壌

は、表面から表層下 2 メートルから 4 メートル、深いところでは表層下 5 メートルから 7 メートルの広い範囲にわた

っている。確認されたダイオキシン類は極めて高濃度で、かつ、ほぼ全てが食塩電解工程で発生するダイオキシ

ン類の特徴的な同族体組成比、特にポリ塩化ジベンゾフランの組成比が非常に高いということや、異性体のプロフ

ィールが、1,2,7,8-TeCDF 及び 2,3,7,8-TeCDF の割合が圧倒的に高いということを示している非常に特徴的な分布

を示しているということから、汚染原因はおそらく一つであるということが言える。さらに本件汚染地域の表層土壌

から深さ７ｍに至る土壌がダイオキシン類によって汚染された主たる原因というのは、１９１７年頃から工場撤去時

までにかけて旧王子工場の苛性ソーダ及び塩素の製造における食塩電解工程であるとしてきた。従来からこうい

うことを結論づけてきたところである。環境審議会にダイオキシン部会が設置され、それに応じて区も調査を行った。

具体的には本件対策地域である豊島五丁目地域において日産化学工業株式会社旧王子工場の操業に伴って排

出された廃棄物を含む埋立土壌１２４２の試料について、ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンの組成についてクラスタ

ー分析をした。ここのダイオキシン汚染は、ポリ塩化ジベンゾフランが大きく毒性的には問題になっている。しかし、

ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンの組成について、別の観点から１２４２のサンプルに

ついてクラスター分析をしたところ表層から 1.5 メートル付近までに多く存在するポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンと、

深いほう、深さ 5 メートルから 7 メートル付近までに多く存在するポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンの組成の違いが

はっきりわかった。表層から 1.5 メートル付近までの土壌、表層土壌には共に TeCDD（特に 1,3,6,8-TeCDD）の存在

比が高いのに対し、深さ 5 メートルから 7 メートル付近までの深い土壌、深層の土壌には OCDD のポリ自塩化ジベ

ンゾ-p-ジオキシンの存在比が高かった。統計的に、ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンについて統計解析をすると、

深さ 1.5 の表層土壌と、深いほうの土壌、深層土壌というのは区別できる。というのがわかった。三番目、このよう

にポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンの組成とか、存在する深さの違うダイオキシン類の排出年代を明らかにするた

めに、それぞれの土壌に含まれる農薬の調査を行った。この農薬は、日産化学工業の旧王子工場で製造ないし

小分け製造所として登録されていた農薬類をピックアップして、その農薬類すなわち DDT、BHC 類、CNP、NIP が

含まれている農薬の調査を行った。その結果表層の土壌すなわち表層から 1.5ｍまでの土壌から DDT 類、BHC 類、

CNP、NIP が高濃度で検出された。しかし、深層の土壌からはほとんどと言っていいくらい検出されなかった。農薬

は、農薬取締法により、無登録のものについての製造販売が禁止されている。旧王子工場は、本件地域で検出さ

れた DDT 類、BHC 類、CNP、NIP を有効成分として含む農薬の製造所または小分け製造所として登録されている。

その登録年度というのが、DDT 類は 1948 年、BHC 類は 1949 年、CNP は 1966 年、NIP は 1963 年であり、登録さ

れたのが戦後 1945 年以降である農薬が、表層の土壌から検出された。したがって表層から 1.5m 付近までの、ダ

イオキシン類による土壌汚染が発生したのは 1945 年以降であるということは明らかである。一方、深層土壌につ

いては、これらの農薬がほとんど検出されなかった。したがって深層土壌と表層土壌ではダイオキシン類による土
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壌汚染の発生時期が異なっているということが明らかになった。いづれもダイオキシン土壌汚染であることは間違

いないが、発生時期が違うということがこの調査でわかった。すなわち、食塩電解工程は 1917 年頃から存在して

おり、深層部と表層部の双方に食塩電解工程由来のダイオキシン類による土壌汚染が存在している。しかしなが

ら、表層土壌のダイオキシン類の汚染というものは農薬の分析から判るように、1945 年以降に発生したものである。

これら１と２から、表層土壌のダイオキシン類を排出した事業者が本件公害防止事業の費用負担をする事業者に

該当するとすることは、費用負担計画に合致するものである。というふうにダイオキシン部会では結論付けた。 

 

○会長 

専門部会の見解をもとに、審議会で検討をお願いしたい。そして、審議会の見解をまとめたい。質問があれば。 

 

○委員 

昭和２０年の段階でいろんな会社が変遷しているが、日産化学ではないという判断で、昭和２０年以降の調査をし

なくてはいけなくなったのか。日本化学工業㈱から先は明確でないような説明をうけたが、理由はなにか。深い層

までダイオキシン汚染があるが、今回の審議では覆土に関する費用に絞って責任を追及するものか。 

 

○委員 

表層から７ｍ付近までダイオキシン類汚染があるが、汚染のパターンが同じなので、汚染の原因は同じと推定でき

るが、表層の汚染土壌はいつ汚染したのかは確実にはわからなかった。表層汚染土壌に着目した理由は、覆土と

いうのは、表層の汚染土壌に含まれているダイオキシン類が皮膚や経口によって吸入してしまうことによる表層の

汚染由来における曝露を抑えるのにそれなりに有効であると考えられる。費用負担計画で、覆土事業は表層汚染

土壌に対して効果的で、東京都が定めた覆土事業も有効で、それに費用負担を求める。表層のダイオキシンの汚

染をしたのは誰なのか、いつなのかと特定を今回できた。 

 

○事務局 

資料６－２にある、昭和２０年に行われた化学部門の営業包括譲渡というのが、法人格の継承がなされてないとい

うのが第一審裁判所の判断であった。 

 

○委員 

会社が相当変遷しておりその都度営業譲渡の可能性がある。買収で生産してきた責はないとすると、いま残って

いるのは日産化学工業だけで、かつての企業は存在しないからなのかもしれないが、営業譲渡により、ほとんど

が同一法人でないということが可能になってしまうのではないか。 

 

○事務局 

昭和２０年以降の会社は日産化学工業一社だ。 

古い地層の汚染に対し責を問うことは非常に難しい。昭和２０年以降にやってきた。それ以前もダイオキシンは種

類は違ってもある。たまたま、区有地は三か所だが、UR 敷地全体も汚染されている。 昭和２０年以降のものでな
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いと法的責任は問えないという判断か。 

 

○事務局 

資料４の「６ その他」により、今回の北区豊島５丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画は覆土によるもので

あるが、将来、大規模な土地改変や技術の進歩等に伴い汚染除去を行う場合には、改めて対策計画が策定され、

それに伴い、改めて費用負担計画が策定されるものであるということである。今回は表層のダイオキシン類汚染

対策に有効な覆土の費用負担を日産化学工業に求めているということである。 

 

○委員 

この件に関して UR の考えや動きはどうか。 

 

○事務局 

資料２図１に記載あるが、豊島５丁目団地の東西道路を挟んだ南側において、UR 都市機構と日本油脂㈱の間で

裁判をしている。まだ、状況がわからない状態なので、裁判の成り行きを見守っていきたい。 

 

○委員 

日本油脂㈱についても責任が問われているが、たまたま北区とは関係がないということ。 

 

○事務局 

会社の継続について、日産化学工業に昭和２０年に営業包括譲渡をした元の会社は確認してないが、控訴人補

助参加人になっている JX 日鉱日石金属㈱がその法人格を受けついているのではないかという情報もある。はっき

りはしてないが、日産化学工業以前の会社が全くなくなったのではないのはないか。今のところ、昭和２０年以前

の元の会社がなくなったというのは確認できてない。 

 

○委員 

資料６－２を見ると、日産化学工業㈱の前が書いてない。それと同じで、日本鉱業㈱の場合も営業譲渡であった

可能性もある。 

 

○委員 

北区の敗訴は、法人格の同一性がないとされたため。今回、戦後も出し続けていたということを立証するために、

北区がとっておいた、土壌のサンプルの検体を分析し、表層土壌から戦後製造された農薬がでてきたということで

いいか。それで、日産化学工業が戦後一貫して操業停止するまでダイオキシン類を出し続けていたということでい

いか。 

 

○委員 

ダイオキシン類そのものは、日産化学工業の前から出し続けていたが、少なくとも会社の譲渡などがあった昭和２
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０年以降は日産化学工業なので、その工場が明らかに農薬を戦後製造していた。その戦後に作った農薬が今回

のダイオキシン類の汚染土壌とは一致する。深い層はダイオキシン類しか見つからなかったため、恐らくもっと前

のダイオキシン類汚染であると分かった。 

 

○委員 

調査の結果については正しいと思う。問題は、日産化学工業が営業譲渡を受ける前の会社もダイオキシン類を出

し続けていたということが、深層土壌からは明らかになっている。戦前から出していた企業の責任はどうなるのか。

４分の１は免責しているが、４分の３については請求している。深層部分のダイオキシン類を出していた企業を日

産化学工業が受け継いだが、そこについても日産化学工業が全て責任をとるべきだということでいいか。 

 

○事務局 

資料４の「６ その他」で、「今回の北区豊島５丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画は覆土によるものであ

るが、将来、大規模な土地改変や技術の進歩等に伴い汚染除去を行う場合には、改めて対策計画が策定され、

それに伴い、改めて費用負担計画が策定されるものである」ということで、今回と土壌汚染全体を除去するというこ

とは話が異なるという認識である。今回は、表層の土壌の汚染に対して日産化学工業㈱が出した証明ができたの

で、その費用負担を日産化学工業に請求するというのが、北区の費用負担計画に合致しているということを今回

審議していただいている。 

 

○委員 

日産化学工業は、将来新しい科学技術によりダイオキシン類が無害にできるようになったり、覆土している部分を

掘り返したり団地を建て替えたりする場合にかかる莫大な費用を恐れている。今回は表層部分を覆土したことによ

る費用だが、深層土壌はどうするのか。北区が二審で負けた場合は、北区の負担となることが予想される。今後

の裁判の展開について、東京都は今回の敗訴に対してどのような考えをもっているのか。今後、東京都は北区に

対して強力な支援をしていかなくてはいけないと思うが、どうなのか。 

 

○事務局 

北区と東京都の考えは同一である。今回は表層土壌の汚染対策として覆土したが、汚染除去をどのように行って

いくかは今後の議論になる。  

 

○委員 

北区が一審で負けるとは思ってなかった。原因者が誰だか分からないとうやむやになってしまうが、高裁では、頑

張ってもらいたい。 

 

○委員 

費用負担計画の費用総額４分の３の割合ということは全体の流れのなかで変わらないのか確認したい。 
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○事務局 

資料４のイの後ろの部分にもあるが、ダイオキシン類による土壌の汚染が行われた期間が、法規制以前の行為で

減額をされているということで、この考え方は変わらないと思う。 

 

○委員 

戦後の農薬・鉛に着眼し今回のデータがでてきたのは北区にとって有利な状況になっているのではないか。努力

と専門性に敬意を払いたい。今後も北区として訴訟について積極的に取り組んでほしい。 

 

○委員 

資料６－１にいて、（２）の②のところで、経営主体が変更前に要するに戦前の汚染であるという言い方がされてい

るという点と、④のところで営業譲渡によるから同一性がないという２点で敗訴になっているが、今度の調査で１９

４５年以降の汚染に基づくものもはっきりしているので仮に④のところで法人格の同一性がないとされても、１９４５

年以降の日産化学工業の営業生産における汚染の責任は明確に追及できるということでいいか。 

 

○事務局 

そのような理解でいい。 

 

○委員 

今までの話を伺い、戦前の汚染は深くにあり、しかし表層近くにもある。一方日産化学工業の責任も免れない。そ

こが出したのは確かに存在している。例えば戦前からあるものと日産化学が出したと思われるものの濃度が１対１

とか、戦前からあるものの濃度が１０倍高いという場合、負担が割合に応じて減額されるのかということと、もし戦

前からあるものが主であるというふうになった場合に 終的に、費用の負担は区・都・国のどこが負うのか。 

 

○事務局 

一点目については、参考資料２の P１１で図３－９にダイオキシン類濃度合計値割合が記載されている通りである。

濃度としてはグループ⑤が影響が高く、濃度が高いものが盛土であり、表層部分に多く検出されて、グループ③の

部分に関しては、ほとんど検出されていないというのが今回の結果である。だから、表層のものに関してはグルー

プ⑤の影響が強いというのが表からも分かるかと思う。 

 

○委員 

今回、ダイオキシンの毒性があるところというのは、ジベンゾフランという物質群で、ほとんど同じパターンなので原

因はひとつのプロセスから出たのであろうと特定できると思う。それは、表層から深い部分まで。問題は、覆土を行

ったので、覆土というのは表層の汚染土壌に効果的なものであると考えられる。表層の汚染土壌というのは、いつ

からのものなのか特定しようとして、鉛同位体を行ってみたが、確実に言えない。不確定な要素がある。１９２０年

以降であることは推定できても１９４５年以降であることはこの同位体比の解析だけでは部会としては言えない。な

らば、農薬類というのはすべてここで作られた、あるいは小分した製造所である王子工場というのは、戦後以降に
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登録されているので、その農薬類が検出されるのかされないのか。表層では検出されたが、深層では全くほとんど

検出されなかったので、少なくとも表層の土壌は戦後であろうといえる。 

ダイオキシン類の汚染土壌は表層から７ｍ付近まで、全体にわたっている。表層部分は今回のことで証明され、費

用負担計画と合致しているが、深層部分の責任は、裁判所の考え方では日産化学工業では追及できない。違う論

理でやらないと。だから、譲渡の前の JX 日鉱日石金属なのか、もっと営業の経緯をたどっていかないと、深い方

の費用負担計画に関してはまだ宿題であろうと。今回は、表層の覆土が対策事業であったので、覆土は表層の汚

染土壌に対するものになるので、そこの部分は戦後排出されたものであるということは、農薬のパターンからよく

わかる。 

 

○委員 

表層にはダイオキシン汚染がほとんどないか。 

 

○委員 

ある。 

 

○委員 

新しいもの以外に、古いものはあるのか。 

 

○委員 

古いダイオキシン類が存在しているかいないかというと、例えば、同位体比からいうと、深い方の部分はかなり前

だと分かっているので、１９２０年以降であろうということはわかるが。 

 

○事務局 

参考資料２の P１１に、図がのっており、新しい汚染と考えているのが戦後の土壌汚染というのが、グループ⑤で

表しているもので、これが盛土という部分と表層の部分に多く見られ、それ以外のものはほとんど上にないので、

古いものというのはほとんどないというのが事務局としては考えている。 

 

○委員 

これはある限られたサンプルである。場所を変えれば、どういう土が入ったか分からないが、また出てくるのでない

かと言われたり、どこかから土を持ってきてるかもしれないし、深い部分とかき混ぜている可能性もあるわけで、そ

れについては担保されているわけではない。たしかに、保存していた資料の⑤というサンプルについては言えるけ

ど、他についてそういうものがないという保証はされていないのではないか。少なくとも日産化学が責任がないとい

うことはないと、いうことまでは今回言えると思うが、すべての責任、すべての費用を４分の３を日産化学に要求で

きるのか、あるいは、責任がどれだけかの割合でしか請求できないのか、１００％日産化学に請求できるという根

拠があるのか。 
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○委員 

 食塩電解工程で、電極にタールピッチを使ったのは戦後か。 

 

○事務局 

 戦後とは確認できていない。１２４２の検体をグループ分けした結果であり、すべての土をとってきたわけではな

いが１２４２の個数があるので、ほぼ全体を示しているものというふうに事務局としては考えている。 

 

○委員 

 クラスター分析は、特徴のあるものを抽出していくわけだが、ほかのところは、極端な言い方をすれば、まんべん

なく分布していると、しかしグループ⑤だけはそこに日産化学が排出した特徴的なパターンがあったということで、

たしかにグループ⑤はそうであるといえるかもしれないが、そのほかの土地はクラスター分析ではひっかかってこ

ない。グループ⑤だけがそうであったという主張になる可能性がないわけではない。１か所たりとも日産化学が廃

棄したところがないとは言えないということまでは証明できるわけだが、すべての土地が日産化学によって汚染さ

れているんだという証拠にはならない可能性があるのではないかということを懸念している。 

 

○委員 

 そのリスクも含めて新たな調査結果に基づいて、科学的分析をしたら、原因者責任が問われるようなデータが出

た。 

 

○委員  

異論はない。相手方がそういう主張をしてくる可能性があるので、あらかじめその時の対応を考えておくべきであ

るということ。 

 

○委員 

 土壌のサンプリングは非常に難しく、土壌汚染対策法でも一番細かいメッシュは１０メートルメッシュのサイズ。一

点は正しくても、他の部分はどうかというと、キリがない。今ある 善努力をした限りにおいては、１２４２というサン

プル数はベストに近いサンプル量だと思う。今ある手法として提唱されている方法として採用された結果のデータ

であり、法律で定めたようなサンプル数をとった結果なので、これはある程度現状でベストを尽くしていると判断し

ていいのではないか。１００平米１か所だけで他のところは本当にそうかといわれると、それはわからない面はある

が、土壌汚染対策はそれで実施されている。今回非常にはっきりとしたデータになっており、おそらく、１００％かと

いう議論をしていくと難しいが蓋然性は非常に高いと判断できるのではないかと思う。ご指摘のご不安はサンプリ

ングすると本当によくわかるが、それ以上しろといわれてもきりがないし、公害防止事業費事業者担法で分析費用

を相手に求めることはできず、こちらが全部負担になる。北区の負担がどんどん増えていく。端的に今の時点では

これがベストかなと思っている。 
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○委員 

 今回２億１千万、実際には４分の１減らされて１億５千８百万については、土壌のサンプリング調査とか、そういう

ものは別に発生しているのではないか。この中に入っていない。どれくらいかかっているのか。 

 

○事務局 

 正確な値ではないですが、概算で計算すると、調査費用にいままで１億円くらいかかっている。 

 

○委員 

 ダイオキシンはその当時１検体１０万円程度と考えると、１２００程度だが、汚染範囲を確定するとか必要な行為

だったと思う。 

 

○委員 

グループ⑤は比較的トータルな濃度としては、高いか、普通か 

 

○委員 

ダイオキシンの毒性等量はどうか 

 

○事務局 

 参考資料の２の１２ページで、環境基準を超えている検体のＴＥＱ値の合計値割合ということではグループ⑤とい

うのが一番高い。ただし他にも毒性の強いところは存在しているというのが、調査結果である。 

 

○委員 

覆土した土地は、全く支障なく使えるという理解でいいのか。 

 

○委員 

それは違うと思う。５０センチの覆土が維持されていることをずっと区としてはこれから確認していかないといけな

い。 

 

○委員 

未来永劫に管理し続けて、ものが建つということはないのか。 

 

○事務局 

 資料２で北区豊島５丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画を説明したが、その９ページであるとおり、この

地域に関してはダイオキシン類の大気中の調査等を年３回行っており、覆土中のダイオキシン類に関しても年１回

行っている。これからも継続していく形になる。 
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○事務局 

 東豊島公園、豊島東小学校、豊島東保育園だけを区が対策工事として覆土をした。これについては今リスク管

理をしており、土を掘り返すことはしないことになっている。掘り返すと、ダイオキシンが曝露されるので、この土地

については現在のところ他に使いようがないという状況である。ダイオキシン対策が将来なんらかの形でできるよ

うになった時点で土地についての活用を考えなければならない。これは全体として豊島５丁目団地も同じで、ＵＲ

の方で覆土工事をしており、掘り返してはいけないということでリスク管理をしている。 

 

○委員 

 避難所になっている豊島北中も同じか。 

 

○事務局 

 豊島北中も同じ。 

 

○委員 

 日産化学から得られない金額は 終的にはどこが負担するのか。日産化学が立地していた区域はどこか。 

 

○事務局 

 道路をへだて豊島４丁目区域も含め、もう少し西側に広がっている地域がある。 

 

○事務局 

 費用負担の問題については、公害防止事業を実施できるのは、国又は地方公共団体であり、国又は地方公共

団体が基本的には費用を負担して、その費用の賠償を費用負担計画として責任ある原因者に対して求める形に

なる。原因者に対して求めた部分以外の部分については国が１００分の５５を負担し、それ以外の部分については

実施者の負担になる。 

 

○会長 

 ほかにないか。今日の意見を含めて、本件に関しての審議会の見解とすることにしていいか。 

（了承） 

 

○会長 

 では専門部会の見解をこの審議会の見解として区長に回答する。回答については会長に一任してほしい。 

（了承） 

 

―閉会― 


