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平成 24 年度第 3 回東京都北区環境審議会議事要旨 

 

 

日時：平成 24 年 10 月 19 日（金）15：00～17：00 

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  柳井重人委員 

吉川正人委員  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  岸田辰夫委員  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 地域振興部長 

環境課長 産業振興課長 

環境課環境政策係 産業振興課産業振興係 

 

 

【次  第】 

１．挨  拶 

２．議  事 

（１）工場立地法地域準則の緑地率基準について 

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

いて 

 

 

【傍 聴 人】 

傍聴人  ３ 名 
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【発言要旨】 

＜ 議 事 １ ＞ 

 

○会長 

議題の１工場立地法地域準則の緑地率基準について、事務局から説明をお願いする。 

 

○事務局  

「工場立地法」という法律があり、緑地率基準について、北区の場合は東京都が定めた基準の適

用を受けていたが、地方分権一括法の関係で平成２５年４月からこの適用がなくなるため、この基

準を区で自ら制定する。事務局側としては、既にある都の基準をそのまま引き継ぎたい。 

 工場立地法は、一定規模以上の工場について国が基準を示すことで生産施設については一定

割合に抑え、緑地等については一定割合以上を求めるというのが大きな趣旨である。昭和４９年

にこの法律が整備されるとともに、対象となる工場の規模が定められ、合わせて生産施設や緑地

の定義、または敷地面積に対する割合などが国から示された。この割合のことを準則という言葉

を使っている。 

 工場立地法は日本全体を対象にするものだが、緑地等の割合については都道府県が地域の実

情に合わせて国の基準の範囲内において、国とは異なる割合を定めることができる。これを地域

準則という。緑地については国の準則では２０％だが、東京都の地域準則では１５％となってい

る。 

 平成２４年４月、工場立地法に基づく届出等関連事務が都から区市へ移譲され、合わせて緑地

等の準則について、区市が地域の実情に合った基準を定めることができると法改正された。なお

この権限移譲に伴い東京都が規定している地域準則については、平成２５年４月から都の地域準

則の適用地域から区市を外すということが都の条例改正で定まっている。つまり町村だけが地域

準則の適用を受けて、特別区については、独自の地域準則を定めなければ国の準則が適用され

る。国の基準が適用されると区内の製造業の操業に大きな影響を与え、また区民の方の雇用の

器としての機能にも支障を来す恐れがある。そこで東京都が現在定めている地域準則を引き継い

だ区の地域準則を定めたい。区内で土地利用が工業地域や準工業地域の土地で敷地が９０００

㎡以上または建築面積が３０００㎡以上の製造業等の工場について、敷地面積に対する緑地の

割合は１５％以上。また敷地面積に対する緑地面積及び緑地以外の環境施設の割合は２０％以

上にという地域準則を定めたい。 

 

○委員 

平成２５年４月１日までに基準を設けない他の１１区については、国基準を適用する理解でよいか。

都の基準にすることで、工場に不都合がでてくるのか。 

 

○事務局 
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他の１１区については、中央区等の都心区であり、大きな工場がないということで、影響が少ない。

また、基準については、現在の都の基準を使用することから、工場への影響はない。 

 

○委員 

ＣＯ２排出量の関係では、清掃工場は多く排出しているのだが、工場立地法の適用範囲は、清掃

工場等は入っているのか。また、どのくらいの大きさの工場が範囲となりうるのか。 

 

○事務局 

清掃工場は入っていない。公的な施設では、国立印刷局等が入っている。範囲は、北区内では、

浮間合成㈱や旧東京書籍等が入り、最近では、読売新聞や日刊スポーツ新聞等が挙げられる。 

 

○委員 

現在も工場は、北区内に移転してきている。今後もその可能性はでてくる。規制緩和等が進めら

れた経緯があったのか。 

 

○事務局 

この法律ができたのが、昭和４９年で、もともとは昭和３４年の「工場立地の調査等に関する法律」

の名称が変わったもの。それ以来緑地等の基準が決まったが、昭和４９年以前からあった工場に

ついて、急に１５％の緑地を設けろといってもなかなかできないので、例えば建物を周辺地域の景

観に配慮していく、少しでも緑地面積を増やす努力をするといったものがあれば、経過措置として、

行政庁の許可がおりるのだが、何も改善しない場合については、勧告ができるとしている。北区で

は昭和４９年以前からの工場の一部に満たしていないところもあるが、どこも改善努力をしており、

改善勧告というのは行っていない。 

 

○委員 

古くからある工場にとって、後に法律ができたこともあり、緑地率が不足しているところについては、

基準の１５％を都から引き継ぐだけでなく、さらに環境に対する取組みを迫らなくてはならないと思

うが区の考えは。 

 

○事務局 

今回諮るのは緑地に関してですが、当然のことながら区内産業の振興、地域に及ぼす影響の軽

減を考えると、騒音、悪臭、臭気等の環境面への配慮も担当部署で積極的に行っており、産業振

興課としても産業団体を通して工場に促していきたい。 

 

○委員 

工場も努力はしていると認識している。例えば太陽光発電等の取組みもしていただけるよう、区も
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努力してほしい。 

 

○委員 

国の２０％と比べ、都の１５％というのは、企業が立地しやすいが、量が落ちており、質をどのよう

に守っていくのか。具体的にどのように指導するのか。また、緑化の関係で現在企業の中で、社

会貢献や環境貢献等について気を使うようになっている。いま、第三者機関である SEGES（社会・

環境貢献緑地評価システム）等の緑地の取組みを専門家が評価し、認証し、格付けを行っている

ものがある。ただ行政の中で指導するだけではなく、第三者評価を利用していくなど、質の向上や

環境面のために、考慮していただきたい。 

 

○事務局 

緑地を増す努力をする、と口でいうのは簡単であるが、実際企業に努力してもらわなければなら

ない。基準の一方で、敷地面積に対する生産施設の割合もあって、区内の製造業では、６５％は

生産施設にしても構わない。残り３５％の中で、緑地、環境施設、その他事務所や駐車場等を設

けていくので、一方的に緑地を増やすのも製造業の機能面でも難しくなる。ただし、地域に配慮す

ることを考えると、１％でも多く緑地を増やしていくことも大事。 

 

○委員 

数字の話ではなく、質をどうやって担保していくか。数字の観点だけでなく、例えば SEGES のよう

に、工場の緑地を地域の方に開放してレクリエーションや環境学習に使っている点を評価したり、

郷土種を中心に植栽するとかがある。従来の工場緑地というのは、最初に植えたらそれっきりの

場合が多い。認証評価システムがあれば、ＩＳＯ１４００１の目的目標の中で位置付けているか等

で評価する。うまくとりいれ、質の面での向上に貢献しては。 

 

○事務局 

最近では、企業の中でも積極的に社会貢献していきたいという事をよく聞いている。質的な部分と

いうことで理解した。 

 

○委員 

緑地を２０％確保という根拠は。また、どのようにバランスをとっていくのか。バランスを考えた数

値目標が必要。また、北区のみどりの条例について、敷地面積の８％というのは、どのような意味

をもっているのか。 

 

○事務局 

北区のみどりの条例の中身として、用途地域でいうと、住居系の地域や工場地域、準工業地域で

敷地面積の８％、近隣商業地域、商業地域については４％としている。ただし、近隣商業地域、商
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業地域については、防火地域があり、そこは２％としている。敷地が狭く、空調設備や駐車場等も

あり、今まで蓄積したものから４％が適正なのではと考えている。また、接道部の緑化も進めてい

るが、実現が困難な部分があり、現在緩和措置もやむを得ないというところもある。住居地域につ

いては、同様に８％でお願いしたいと考えている。木をなるべく多く植えてほしい。現在、守れてな

い場所もあるが、ほとんどの方に協力いただいている。 

 

○事務局 

なぜ緑地率が２０％になったのかについては、当時の工場立地法ができた時、検討があったと思

うが、当時の厚生省、通産省、大蔵省、運輸省が合同で出した告示によるもので、なぜというのは

把握していない。おそらくバランスの中で２０％になったとは考えているが、確かなものではない。 

 

○委員 

数字の問題ではなく、質的な部分で、実体化されていくようすすめてほしい。 

 

○委員 

区内の工場は、全て工場立地法ができる前の工場か。また、他区の状況について、１１区は定め

ないということだが、あえて工場を誘致しないという意思表明なのか。区として、工場を今後誘致し

ていくのか等、今後の区の方向性について伺いたい。 

 

○事務局 

ほとんどが、昭和４９年前のものになるが、読売新聞や日刊スポーツ新聞等が新設の特定工場に

なる。誘致について、できれば大きな工場に来てもらいたい、何故なら、区内産業の発展につなが

る。ただ、量産型の製造業は、安い人件費や安い土地代等を求めて、海外や郊外に向いている

ので、なかなか北区に大きい工場を誘致するのは難しいと考える。現在は研究施設等が増えてい

るのが実態である。 

 

○委員 

特定工場というのは、研究開発もあてはまることがわかった。このような分岐点で、国の基準か都

の基準かで別れていくが、区として環境整備を積極的に行ってほしい。 

 

○会長 

この法律について、１５年前、地方を緩めてくれないかという話があり、経産省の検討会に参加し

ていた。今回は、その次の改革になる。工場緑地のオリジナルは東海道の沿線に薬品工場や精

密工場ができてきて、これが一つの根拠になっている。これらは４０～５０％程度ある。製造業だと

８％程度しかない。両極端になっている。ということで間の数字をとっている。また、緑地の他に環

境施設というのがあり、これが企業にとって有利となっている。現在の環境を考えて、最近は太陽
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光発電等も面積に入れるようになっている。その中で東京都が２０％を１５％と基準を下げている。

現在の工場は１０％未満という数値が多い。先程の緑の質、ＣＯ２の関係、となれば常緑の話がで

て、郷土種というのもでてくる。このあたりのところを、これから担当部局も量だけでなく質もやって

いるという、そのあたりのギャップがないようにすることが、今後の環境の中で言われて来るので

はと考える。 

 

○会長 

それでは、活発なご意見いただきましたが、環境審議会としての区長への答申文については、異

議なしとして、私に一任していただいてよろしいか。 

 

○委員  ― 異議なし ― 

 

○会長 

それでは、そのようにさせていただく。 

 

○事務局 ― 地域振興部退席 ― 

 

＜ 議 事 ２ ＞ 

 

○会長 

議題の２、北区豊島五丁目ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る費用負担計画について、事

務局から説明をお願いする。 

 

○事務局 

北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染に係る経過について説明する。平成１６年に、豊島

四丁目の日本油脂株式会社工場跡地等、現在の日産化学工業株式会社王子工場跡地からダイ

オキシン類による土壌汚染が確認された旨日本油脂株式会社が公表した。 

 平成１７年に、区は団地周辺の区有地で土壌調査を実施した。その結果旧豊島東小学校、豊島

東保育園、東豊島公園敷地から、環境基準値を上回るダイオキシン類を検出した。平成１８年に

入り、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、都知事がダイオキシン類土壌汚染対策計画を策

定した。事業の内容は汚染土壌による暴露経路を遮断するため覆土等、事業の実施者は北区で

ある。 

 平成１９年に入り、費用負担計画を策定。東京都北区環境審議会答申に基づき、北区が豊島五

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を決定した。平成１９年１月３１

日区長決定で、北区の主張は北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染は、日産化学旧王

子工場以外に汚染源がなく、工場由来と認められるということで工場の操業を行った事業者は、
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企業名の変遷はあるものの明治２９年に同地で工場を開設して以来、団地が造成されるまでの間

一貫して日産化学工業の事業活動が行われてきたことから、全額を負担すべきということで、主

張をしている。 

 平成１９年の２月に入り、日産化学工業株式会社に対する事業者負担金、納付すべき金額の見

込みを決定。３月になり、１８年度分の事業者の負担金２３５０万２０８１円を決定。４月に入り、日

産化学工業株式会社から、その金額の納付を受けている。 

平成２０年に入り、３月に平成１９年度分の事業者の負担金１億１０６１万７７６２円の決定をし、

４月に負担金の納付を受けている。 

訴訟についての経過を説明する。平成１９年７月２５日に、区長が行った事業者負担金に係る

各決定の取消を求めて、日産化学工業株式会社が訴訟を提起。争点の１番目は事業地域におけ

るダイオキシン類による土壌汚染が王子工場を経営していた企業の事業活動により排出されたも

のか。２番目は王子工場の経営主体の変更、昭和２０年４月の日本鉱業から旧日本油脂、日産

化学工業株式会社へ改称しているが、その事業者への地位の移転の有無である。平成２３年の７

月に、東京地方裁判所から判決があり、区が敗訴をした。 

その内容は、本件経営主体変更は、日本鉱業から日産化学工業への営業譲渡により行われ

ており、経営主体変更以前に王子工場を経営していた企業と日産化学工業との間に、法人格の

同一性がない以上、日産化学工業を本件公害防止事業の費用負担者と定め、またそれに基づい

て費用の負担額を定めた本件決定は、違法と言わざるを得ないとのことであった。７月１９日に、

区が判決を不服として控訴。平成２４年９月２７日に東京高等裁判所の判決があり、区が敗訴し

た。 

その内容は、区の策定した費用負担計画は、費用を負担すべき事業者について期間を限定せ

ず王子工場が操業開始してから、終了、閉鎖するまでの間に操業していたものを負担義務者とす

る意味で確定されたものであり、大日本人造肥料、日本鉱業、及び日産化学工業の三社がこれ

に該当するにもかかわらず、日産化学工業のみに費用負担させた本件決定は費用負担計画に

基づかない、違法な処分であるということが理由であった。 

平成２４年９月２７日に判決が言い渡された。口頭弁論の終結の日は平成２４年７月１９日。控

訴人は北区、被控訴人は日産化学工業株式会社。控訴人の補助参加人として、JX 日鉱日石金

属株式会社、日本鉱業の継承会社が補助参加人として参加をしている。被控訴人のみを本件公

害防止事業の費用の負担者と定め、またこれに基づいて費用の負担額を定めた本件決定は、本

件費用負担計画に基づかない違法なものといわざるをえないから、その余の点について判断する

までもなく、本件決定の取り消しを求める被控訴人の請求は理由がある。よって、原判決は結論

において相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。と

いうことである。主文だが、１として本件控訴を棄却する。２として、控訴費用は控訴人の負担とし、

補助参加によって生じた費用は控訴人補助参加人の負担とする。 

今後の対応について説明する。基本的に一審と同趣旨の判決で、操業開始以来の法人との同

一性の認定は困難であることから上告は行わないこととして、環境審議会で改めて審議をして、
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再処分の検討をしたいと考えている。非常に専門性が高く、慎重な検討が必要なので、専門部会

を速やかに設置し、検討していきたいと考えている。以上、よろしくご審議を賜りたい。 

 

○委員 

戦前の明治２９年に関東酸曹が王子工場を操業し、大正１２年に大日本人造肥料、当初は東京

人造肥料だが、ここに合併をされて大日本人造肥料という形になった。その後、日本鉱業や、日

産化学が２回入ったとかの形の中で、今回の訴訟に関しては、戦後の日産化学が出したであろう

ダイオキシンに絞ったけれども、裁判所は戦後のものだけではなくて、今までのすべての法人に

責任がある。こういう言い方をして退けているということか。二つ目に、結論については、この審議

会でやってきた審議の内容が、特定した事業者を決めてそれに対する費用負担を求めるというよ

うな、審議会になっていないのではないか、こういったところを裁判所は突いてきた。この二つをも

って、棄却されたという理解でよいのか。違うところがあれば教えていただきたい。 

 

○事務局 

委員ご指摘の通り専門部会として、処分の理由を追加した。その処分と本件訴訟で取消を求めら

れている本件処分とは、別個の費用負担計画に基づく、別個の処分というべきであるということが

裁判所の判断。審議会は、これからも行っていきたいと考えているが、裁判所の判断としては費

用負担計画に基づく別個の処分ということに関して、審議会の意見を聞くという手間を省いたので

はないかということである。私どもは処分の追加理由ということで、責任が日産化学工業一社にあ

るということを、処分の追加という形で理由をつけたが、処分の計画と合っていないのだから、違う

のではないかというのが裁判所の判断。 

 

○委員 

日産化学が主たる原因だというのは追加で付けた分ということだが、最初は日産化学に絞ってな

かったのか。元々の地裁での訴訟はどんな形で出していたのか。 

 

○事務局 

北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染は、日産化学工業旧王子工場以外に汚染源がな

く工場由来と認められる。工場の操業を行った事業者は、企業名の変遷はあるものの明治２９年

に、当地で工場を開設して以来団地が造成されるまでの間、一貫して日産化学工業株式会社の

事業活動が行われてきたことから、全額を負担すべきであると主張をしてきた。 

 

○委員 

日産化学の前身はスタンダード油脂という会社で、大正１０年にできているが、この問題は明治２

９年の関東酸曹というところから、大正１２年のときに合併となった。今までやってきた会社のこと

について、日産化学にその責があるという立場を区がとっているから。たとえば、この文書の中で



9 
 

営業譲渡という言葉が出てくるが、商法でいう営業権譲渡と同じ意味だと思う。これはのれんのよ

うな話で、過去の債務等が問われないという考え方である。営業譲渡というのは、日産化学の社

史、ホームページ見ても、２回目の日産化学のときには営業譲渡という言葉を使っているが、これ

は大日本人造肥料をつくった学者の方の関係するホームページを見ると、資産譲渡という形にな

っている、資産譲渡というのは通常、事業譲渡という考え方だから、会社そのもの。営業譲渡でい

くと、過去の合併する前のマイナスの要素というのを、商法上の観念からいくと、問うのは非常に

難しいという書き方がしてある。ここのところを営業権譲渡でやったときには、むしろこういう形でや

らざるを得なかったと思うが、そのへんについてはいかがか。 

 

○事務局 

営業権譲渡また資産譲渡という話だがその辺になると、高裁判決の中では別人格のものがやっ

ているという話が出てくるが、これ以上のことについては、もう一度意味を調べなおしたうえで専門

家によく吟味していただかないといけない。どういう形で受け継がれているかということについての

再調査が必要だと考えている。 

 

○委員 

これは、旧商法時代の法律でできていると思う。会社法が制定される以前の話なので、この権利

関係についても、合併と一緒に考えればわかりやすい。合併というのは今まで過去の債務も含め

て全部とるということ。今のような買収行為とは違う。 

 資産譲渡、営業譲渡となると、この考え方の定義が必要ではないかということ。商法上の営業権

譲渡、営業譲渡とあれば、これは過去までいってとるというのは難しいと思う。それから、すべての

法人に責任があるという、裁判所がそういう言い方をしていると、はっきりとはいっていないが関東

酸曹以前に、実際に営業というかあそこの土地を使って硫酸等を作っている。硫酸がダイオキシ

ンを発生させるかはわからないが、恐らく明治の初年のころから硫酸をつくっている。それが、後

に民間に払い下げられて、関東酸曹という名称になっているので、そういう意味では非常に難しい

話になろうと思う。なんとか、２ｍか４m の間にダイオキシンが出ているということから、戦後のこと

だけに関して、絞り方というのは、裁判所ではこれを門前払いのようになっているけれど、それが

問われるというような可能性はあるのか。 

 

○事務局 

非常に専門性の高い内容なので、法律的な部分、それから化学的な部分で専門部会を設置し、

その中で議論をしていきながら、どれがふさわしいのか、誰が見ても正しいのかということを、専門

部会の中で議論をして、内容を検討していきたい。そのためにも専門部会の設置をご承諾いただ

きたい。 

 

○委員 
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専門部会を作りたいということについては賛成の立場だ。しかしながら裁判内容、判決文見るとほ

とんど一方的な負けのような感じを受ける。それから将来このダイオキシンの問題が出てきたとき

に、結局携わるのが今のままだと北区しかないという認識でいいのか。例えば、東京都とかある

程度のバックアップはあるのか、企業の責任が問えないとなると、不幸なことにダイオキシンの問

題がまた出た時に北区単体で受け止めざるをえないような話になりかねないがそのへんについて

どうか。 

 

○事務局 

裁判全体を通しても、東京都と連携をとってやっている。私どもの意見は東京都と調整をした結果

だということで御理解をいただければと思っている。 

 

○事務局 

ダイオキシン対策特別法においては、対策事業者というのは国もしくは地方公共団体と定められ

ている。北区に限られる問題ではない。 

 

○委員 

北区だけではなくて東京都も国もあると理解した。前回の審議会のときに、この裁判で実際には

覆土に２億１１００万円くらいかかり、その４分の３ということで１億５千万お金を預かり、またその

お金を返すということになったと理解している。その上で、その調査費用で１億円くらい他でかかっ

ていると話があった。この裁判に負けた場合の裁判費用というのはどのくらいの金額を北区が算

出しなければならないのか。 

 

○事務局 

裁判所から裁判費用の直接的な請求がまだ来ていないので、正確なところが申し上げられない。 

 

○委員 

私どもはダイオキシンの専門家でも法律の専門家でもないので、専門部会を作ることについて全

く異存はない。ただ北区が一審二審で負けてきたということを見ると、北区は日産化学が原因者

だということで、前回のこの環境審でも追加の意見ということで２ｍ～７ｍ、そのサンプルを分析し

て追加資料として裁判所に提出をしたと説明を受けた。それを聞いてますます日産化学以外ない

という思いを強くしたが、問題はその裁判の在り方が、専門的な、日産化学がダイオキシンを発生

させたということではなくて、費用を負担させるべき相手が日産化学１社でいいのかというような、

かみ合わない裁判の中身になってしまった。日産化学だけではないのではないかというような裁

判の展開があって、中身はほとんど触れられてない、門前払いみたいになっている。それで３１ペ

ージ下から４行目か５行目、処分行政庁が被控訴人のみに費用を負担させるのは相当であると

判断するのであれば同法８条に基づいて審議会の意見を聞いた上で費用負担計画をそのような
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内容に変更する手続きをとる必要があるというべきである、ということを言っている。暗にこれは日

産化学だけではなくてあと２社もきちっと対象にしなければだめなのではないか。そういうことがさ

れてないから、これはだめだと、いうことで○○委員門前払いといったお話もあったが、肩すかしと

いうか、その本質論に入らないで、形式論だけで二審も負けてしまったということになると私は思う。

この辺について、これもまた法律上の問題だからお答えできませんといわれるとそれまでだが、弁

護士は北区が雇った弁護士というよりも２３区の方で用意した弁護士だと思うが、その辺の見通し、

それから今までの経過、それから今後の見通しについて何か考えていることはあるのか。 

 

○事務局 

ご指摘のように、私どもはそういった主張を一貫してきたわけだが、残念ながら裁判所の方では私

どもの主張が受け付けられなかったという認識だ。ただ今後の見通しとしては、非常に専門性・法

律論が高い部分なので、前回同様の専門部会のメンバーに法律の専門家を、補強して、齟齬の

ないように裁判所の判決を詳細に検討して、専門部会の中で議論をしていきたいと考えている。 

 

○委員 

専門部会を作って、化学的な見地からこの問題を解明していく方針でいたのに、それが裁判所の

方に受け入れられなくて、そのことについて是非が論じられない。非常に私は不本意な中身にな

ったと思う。これは化学的な見地と同時に裁判のやり方というか方針というか、そういうことも含め

て検討していかないと、いくら専門家のみなさんが知恵を絞っていただいて相手を特定しても、裁

判の技術的なことで肩すかしをくって、専門的な議論に入る前に門前払いをくう。こういうことでは

私はしょうがないと思っている。是非法律の専門家には今回の一・二審の結果を教訓として、相手

を追い込んでほしい。ダイオキシンを製造して今回のような事態を起こした事業者・企業が厳然と

しているわけで、北区が利息をつけてまで、日産にお金を返す理由は全くないわけだから。そうい

う点で判決は非常に不本意だ。日産化学以外に相手を特定できる、特定しなければいけないとい

うことならば、法的、技術的なことも含めて今後北区は東京都とも連携をして、本来東京都も当事

者になれば一番いいのだが、北区が今当事者だが、今後とも、東京都の関与を今まで以上に強

めて、北区は利息をつけて、日産化学にお金を払うことになったが、これも取り戻して、今後全体

をどうするかという場合には、何千億かかるか分からないが相当な費用がかかってくる。そういう

ことも見据えて、化学的、法的に、これまで以上の準備をして是非原因者に対策を立てさせたいと

思っている。専門部会を作ることは全く賛成である。 

 

○委員 

審議会との絡みでいうと、専門部会を作って化学的な調査を日本でも大変指折りの先生に専門部

会で議論してもらい、それを以て裁判に臨んだが、判決文読むと一方的な審議会であったという

決めつけ方をされているのが非常に不愉快である。あれだけ時間をかけ、丹念に丁寧に化学的

な分析をし、まさに原因者は日産化学だということを根拠づけて化学的にやったことに対しての裁
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判所の評価の冷たさ、非常に怒りを感じている。説明だと上告をしないということで、路線転換をし

なければいけないと思っている。そうすると、今の費用負担計画でいいのかどうかということが出

てくると思うが、これだけダイオキシン土壌汚染対策計画ということで北区が真剣になってやって

おり、環境審議会のみなさんにも御苦労しているということも考えると、やはり豊島五丁目の地域

の今後のまちづくりについての考え方、あるいは、バイオとか様々な化学が進化しているので、そ

れの費用がどれくらいかかる、あるいはどのくらいのスピードでそれがうまくできるのかなどの長

期的な展望にたった形でこの問題を考えていかなくてはいけないのではないかと思う。新たな視

点としては街づくり、それから汚染対策技術の進化のスピードがどうなのかということを、長期的な

プランにたって北区、ＵＲあるいは都と協力しながら、まちづくりにとって必要な、計画とうまくリンク

させた形でこの費用負担計画などを現実的な視点に立って考えるべきではないかと思っている。

原因者責任は日産化学だというベースは当然あるが、しかしながら２回負けてしまったということ

の事実が非常に残念だ。これを突破するための手立てがあるのかどうかということも含めて考え

ると、路線転換的なものも大いに加味して、専門部会の中で法律の先生も入れて、議論していた

だいた方が解決の光がでてくるのではないかと思う。 

 

○委員 

北区の他の地域でダイオキシンで汚染されている地域があるか。例えば王子桜中学校ができると

きに、都立高校の跡地も少し話題になったことがあり、ダイオキシンだったのか分からないが、豊

島五丁目以外は北区はそういうことはないのか。あるいはこの近隣の区で、このような係争の事

例はあるのか。 

 

○事務局 

まず、豊島五丁目以外で入ってきている情報をお知らせする。豊島五丁目の道路を隔てて豊島四

丁目という地域があるが、そこは今ＵＲ都市機構と株式会社日油で争いになっている。日油が、ダ

イオキシンをとったということでＵＲに売却したが、ＵＲ都市機構で詳細調査をしたところ不足して

いたので、その土地の取引の可否で裁判になっているという情報がある。そのほかで学校の跡地

では、他の物質、たとえば鉛だとかが検出されたというのはあると認識しているが、ダイオキシン

が直接的に検出されたというのは私の方には報告されていない。 

 

○事務局 

補足すると、ダイオキシン類については、裁判事例もあまりないと聴いている。東京近辺では大田

区で１か所あったと聞いている。それから関西か西日本の方でも１か所あったと聞いているが、こ

れについての裁判例もほとんどない。 

 

○委員 

今回の件は、日産化学に全く責任はなく負担はないという結果となるのか、それとも、日産化学工
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業に責任はあることはあるが１００％あるのを証明するのは容易ではく、請求が１００％要求してい

るから、不適切であるということなのか。 

 

○事務局 

区の策定した費用負担計画は、費用を負担すべき事業者につきまして期間を限定せずに王子工

場の操業を開始してから、終了閉鎖するまでの間に操業していた者を費用負担者とするという趣

旨で負担計画をしていた。その中には、大日本人造肥料と日本鉱業、それから日産化学工業の３

社がこれに該当するというのが、裁判所の認識である。私どもの処分の内容と費用負担計画が違

うのではないかというのが裁判所の見解である。 

 

○委員 

日産化学の負担はゼロということか。 

 

○事務局 

裁判上は、日産化学は区の処分、このお金を払いなさいという処分の取り消しを求めているので、

それが取り消された。さらに日産化学につきましては、区に納めたお金を返しているので現在のと

ころ費用負担はなしとなる。 

 

○委員 

振り出しに戻るということか。 

 

○事務局 

振り出しに戻るという形になる。 

 

○委員 

新たに、責任の割合と特定して、何％とかいう形での請求もあり得るということか、それとも１００％

を請求するということで、審議をしていくのか。１００％責任があると証明するのは非常にむすかし

いと感じるがいかがか。 

 

○事務局 

私どもとしても原因者に日産化学が入っているということについて確信はもっている。ただ、それに

ついて今後どういう形で割合を決め直すのか、１００％にするかどうか含めて専門部会の先生方

にご検討を願いたいと考えている。 

 

○会長 

費用負担計画について、前と同じように専門部会を設置し、諮問を付議して部会で審議した結果
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を部会長から審議会に報告してもらいたいと思うがいかがか。 

 

○委員  ― 異議なし ― 

 

○会長 

また、部会長につきましては前回と同様に細見委員にお願いしたいと思うがよろしいか。 

 

○委員  ― 異議なし ― 

 

○会長 

ご了解いただいたので、部会の設置を決定する。なお、諮問の部会への付議、及び部会の委員

の選任については会長に一任していただいてよいか。 

 

○委員  ― 異議なし ― 

 

○会長 

部会長の細見委員、一言ご意見、気持ち等を。 

 

○部会長 

今回の判決に関して、この審議会のメンバーの各委員の先生方から、原因者に関して日産化学

であるというのは皆さん強い思いを抱かれているが、結果的に裁判としての肩すかしだとか、門前

払い的なところがあって、私自身も今回化学的にダイキシンの濃度が高い表層から２ｍから４ｍ

あたりのダイオキシンには、明らかに戦後しか作られていない農薬が含まれているということがわ

かり、常識的に考えて原因者というのは、その当時戦後その時点で操業していた日産化学に責任

があるだろうというふうに思った。ところがそういった問題が全く議論されずに、最初の入り口のと

ころで、話が終わってしまったということで、いくつか委員の方からご指摘があったとおり、法律的

にもう少し立て直すということと、今後のことを考えると、あそこの地域をどうしていくかということが、

委員も言われたとおりまちづくりのこともある、従来の路線ばかりではなくて、違う方向での議論が

必要かと思う。原因者に対しては、法律的にクリアしていかなければならない課題があると思うの

で、法律的な専門の方を強化してやっていかなくてはならないだろう。 

私自身は、東京都の大田区のダイオキシン汚染土壌のときに東京都の環境審議会のメンバー

だったので、あそこで費用負担計画を決めて、実際裁判があって、最終的に勝訴した。そういうこ

とも踏まえると、今回で原因と結果というのが、現象的にははっきりした。問題はその形式的な会

社の営業譲渡とか資産譲渡だとかいくつか私にもよくわからないようなところの議論に関しては、

より法律的な専門家に力を借りながら、やっていきたいと思う。確かにこの公害防止事業費事業

者負担法というのは、土壌汚染で使われてきている法律。たとえば農用地のカドニウムの汚染は
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この法律で対応しているので、いろんな事例もある。しかし裁判にはなっていないケースがほとん

どで、こういう計画を決める県とか市とか審議会が決めて、対象となる原因者と折衝するとそうい

う形で、今までは済んできた、なので本当に裁判になったというのは恐らく大田区の事例、それか

ら富山県でもダイオキシンの汚染に絡んで今、負担割合等を議論しているところ。そういうところも

あるので、この事例というのは原因者がこれほどはっきりしているのに、このままで済まないように、

なんとか専門部会でも、いろいろな方のご協力を得て、もう一度たてなおしてきたい。専門部会に

対してもご意見、ご支援を賜ればと思う。 

 

○会長 

今後ともよろしくお願いする。それでは、部会審議の公開について事務局から。 

 

○事務局 

審議会は規則によりまして公開を原則としている。ただし、専門部会については、個別の企業名

や金銭の負担など利害関係に係る問題などがあるので、事務局としてはこれまでと同様に、非公

開の方が望ましいと考えている。 

 

○会長 

従来非公開だということなのでそれを持続した形で、審議の方をできればと思うがよろしいか。 

 

○委員  ― 異議なし ― 

 

○会長 

以上で本日用意されました議事はすべて終了した。これで平成２４年度、第三回東京都北区環境

審議会の議事を終了する。 

 

―閉会― 
 


