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公害審議会の発足i乙当って

深谷守平

厚生大臣の諮問機関である公害審議会が設置され，9月27円に初会合が聞かれた。

最近における産業の発展はめざましく，人口の都市への集中，交通の編楼と相まっ

て各積の公害が発tj::＿ し，国民から太陽や新鮮な2主気や緑を奪っており，早急に解決せ

ればならぬ問題となっている。厚生省においてはこの事態に対処するため，昭和39年

度に公害課を設置し，また本年度公害防止事業開会発足させたが，公手干の範囲（立大気

汚染，水質汚濁，騒音，振動，悪臭等と極めて広く z しかもこれらの一部について法

的規制が絡についたばかりであり，ここにjよく生活環境施設の整備をも含めて，抜本

的な解決策の確立をはカ・るべく，公害審議会の設置となったわけである。

ニのように公害審議会は，公害対策をはじめとし，広く国民生活環境の保全，生活

環境胞設の整備等，国民の切実な願いとなってい~問題ーを審議することとしているの

で，その委員も各界の学識経験者，有識者があてられており ，いわば国民的な審議会

となっているのである。さて第 l回総会において会長にじ和遥消犬氏（凶立防災科学

技術センF一所長）が選（まれ，同時に公害，水道，下水 ・清掃，生活環境の 4部会が

設置され，メ、ノパーと部会長がきめられたがこれらについては表に示すこととする。

公害審議会の所掌事務；ニ関しては政令の第 1条に「公害審議会は，厚生大臣の諮問

に応じて，次に掲（ずる事項を調査審議する。たどし，公共用水域の水質の保全に関す

る法律第13条第 2項の規定により水質審議会の権限に属された事項（土行なわないもの

とする。 1，環境衛生に係る公害に関する重要事項。 2，水道， i出帰路設，下水道の

終末処理場その他環境衛生；こ係る生活環境に関する重要事項」とうたってある。すな

わち，前に述べたごとく，公害問題を広義にとりあげ，広く生活環境全般を含めるこ

ととしているが，これに，各種の公害問題の具休的な解決策を講じていく段になる

と，水道あるいはご人，し尿処理胞設，下水道といった生活環境胞設の整備が必然的

に要求される二とになゐので，公害の根本的対策にはどうしてもとり上げなくてはな

らない問題なのである。

審議会令第2条以降の要旨を述べると次のごとくであるつ

〔組織〕 委員は 40人以内とし，必裂に応じ専門委員若干人をおくニとがで主

る。委員の任期（ま 2勾ーとし，専門委員は専門事須の調査が終了したときは退任する。

〔会長〕 会長は委員の互選によってこれを定める。
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〔部会〕 審議会は，その定めるところにより部会をおくことができる。部会の

委員および専門委員は会長が持命する。部会に部会長をおき，その部会に属する委員

の冗遂によって これを定める。審議会は，その定めると ころにより部会の決議宏もっ

て審議会の決議とすることがでさる。

（庶務〕 審議会の庶務は厚生省環境衛生局環境衛生課で処理する。

ここに専門委員についてうたってあるが，この審議会の包含している分野は非常に

広し専門的事項の審議にあたってはどうしてもその道の専門家の協力をうる必安が

あり，よってもって審議の万全を期することとしているわけである。

総会の席上，厚生大臣I！審議会に対し10項目からなる諮問事項を提示した。詰問事

Jjljおよびその理由は次のごとくである。

1 公害に関する基本的施策について

公害（;J:現在（心、：践と水質汚濁のみが法的l二規制されているが，その他騒音，振動な

ど未規制の公害が多く，またz 規制！の対象となっている公害も法律的，技術的に種々

問題を含んでL、るので，これら問題の所在を解明し，それに対するぷ本的施策、会樹立

する必要がある。

2. 環境基伊ー設定の方策について

』Ji!行の（王L、煙規伽j法

されているカ：地域の生活環境基準：こについて（ま規定がなL、。これ（土生活環境基準が技

術的に容易に設7主し難いことなどカ：理由となつているので，これらの問題を早急に明

確化し基準設定の実現をはかる必要がある。

3. 公害（衛生）に関する試験研究施策について

公害写の特殊性からみて人体に対する影響を直接に把握することが技術的に困難・cあ
り，まだその研究が極めて不十分である。また，し尿処理，汚水処沌施設，とf寄場な

ど公害の発性j僚となるものもあり，しかもその公害防止のための適当な設備が開発さ

れていない事業が多L、。したがってこれらの公害（衛生） の問題を技術的に解明する

ための研究の方法， 研究の組織，財政等を確立する必要がある。

4. 水道の広域化方策について

歳近各都市において深刻な水不起の問題を生じており ，今後ともこの傾向は一層激

化するものと恩われるが，現状では水道用水の確保やその効果的使用，さらには配水

系統の合埋的配置等の諸点について問題が多いので， これらの点、につき広域的観点か

ら対処するための方策を検討する必要がある。

5. 水道の経営，特に経営方式について

引在の水道事業l土主として市町村単位で経営されているが， 現状では水道用水の合

問的，効率的利用の点で問題があり ，また，水道料金に格差を生ずることともなって

いる。このため水道の広域化方策とも相応じて氷道の経営特にその経営方式について

桜本的に再検討する必要がある。
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6. 清掃事業の改善方策について

現在の清掃事業については，経営上， 技術上多くの問題をかかえているので，今後

の清掃事業のあり方，特に労務管理や適正料金の確立などを含めた経営の合理化と最

近の技術開発に応じた清掃施設の構造や維持管理基準について検討する必要がある。

7. 下水道終末処理の合理化について

現在，河川や水の水質汚濁の一因となっている工場廃水ゃ家庭下水の処理を行なう

ため，工場廃水と下水との合併処理の方法および河川の流域別下水道の処理や小規模

集落に対する下水道の普及に応じた小規模下水道処理施設の構造などを定め，下水道

終末処理の合同化をはかる必要がある0

8. 水洗化の推進方法につし、て

わが国の水洗便所の普及率は，諸外国に比して極めて遅れてし、るので，この際 1億

水洗化を目標に水洗便所の普及に伴う施設，設備の整備や財政的問題等に対する基本

的方向を定める必要がある。

9. 健康的な居住水準の設定について

現在，住宅の建設は主として量的な面が重視され，質的な面についてはあまり考慮

されていないが，住宅（土国民が健康な生活を送る うえの基本的なことなので，健康な

生活に不可欠な住宅の施設， 設備，二世代ないし三世代家族の住まい方， コミュ ニテ

ィーの形成に必要な住居のあり方等を検討し，健康的な居住水準を設立する必要がん

る。

l 0.環境衛生よりみた都市整備の基本的方策について

現在大都市では生活環境施設の遅れが目立b，また各種の公害に悩まされる事例が

多くなってきており ，さらに最近建設されつつある都市周辺の衛星都市や新産業都市

などについても環境衛生上の基本計画を作成しなけれ（まならないので，ニれらの都市

の実態lニ即した都市整備の基本的万策を早急に策定する必要がある。

諮問事項は結論のまとまったものからその都度答申を求めることとしているが，公

害基本法に関連するもの等は特に審議を急いでほしい旨要請している。

なお，以上に関連して厚生省における公害対策七 主として公害謀の41年度予算要

求面からみると次のごとくである。

l. 公害部の設置

厚生省は昨年 4J1公害課を新設したが，公害行政の対象が多岐にまたがり ，さらに

生活環境施設の問題点にみられるがごとく，市町村，府県単位をこえた広域の言｜蘭に

も夕、ノチする必要がある ことなどから， 公筈行政の一元化合はかるため新たに公害部

の新設を要求する。同部には公害課と環境整備課を含め，さらに企画課を新設して 3

諜制をとる。

2. 公害衛生研究の推進科学技術（土公害対策の大きな柱であり ，これを強力に推進す
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(l）公害調査研究の委託

40年度， 2,000万円をもって，大気汚染の人体影響，測定分析法，公共下水道にお

ける工場排水の共同処理，有機水銀の中毒および迅速分析法，悪臭防止法等の研究を

大学，試験研究機関に委託したが， 41年度は委託研究項目をさらに拡大し促進する。

〔2）公害衛生研究施設の新設（国立公衆衛生院）

公衆衛生院においては大気汚染部，水質汚濁部，騒音娠動部の 3部よりなる公害衛

生研究施設を新設し，公害衛生の学問的発展とその応用を進める一方，高度の専門技

術者の養成を行なう計画である。人員（立初年度15人とする。

(3）ばL、煙等影響調査

39年度から，従来より大気汚染の甚しい地域として大阪，および石油産業という新

しい型の汚染地域として四日市をとりあげ，成人を対象に大気汚染の疫学調査を実施

してきたが，これを継続するとともに新たに2地域を加えて実施する。

(4）大気汚染測定網の設置

わが国における大気汚染の態様を全国的な視野で把握し環境基準設定の基礎資料を

うるため全国に20ヵ所，主として工業地域，大都市に測定点をおく測定網を数年中に

設置することとし，40年度の東京，大阪，尼崎についで41年度は神奈川，北九州，北

海道等にこれを設置する。

(5）水質汚濁防止研究プラントの新設

近年の急速な都市の過密化，工業化により上水道水源の汚染，流入水質の悪化に伴

なう終末処理施設の機能低下等が深刻な問題となっているので41年度新たに水質汚濁

防止研究プラント（パイオソープションプロセスプラントほか），ソフト型 ABS処理実

験プラント（急速P過プラントほか〉，と畜関係汚水処理プラン卜を設置し防止対策の

具体化をはかることとする。

3. 規制外公害対策

40年度にひきつづき，自動車排気カスの人体影響調金，騒音の笑態調査を行ない法

規制の基礎資料をうる。

4. 開発整備地域事前調査

新産都市，工特地域等，華街開発地域における公害を未然に防1l：するため，気象条件

地形，地勢，土地利用状況，立地予定企業規模，内容等を勘案して，工場地域，住宅

地域，公園緑地地域等を合理的に配置した都市計画を確立する必要があり ，環境条件

調査，拡散調金等を通産省と協同して笑施する。 40年度に大分 ・鶴崎，岡山県水島，

茨城県鹿島，千葉県市原地区の調査を実施したが，41年度（立愛知（知多〉，徳島，兵

庫（撚磨〕，福島（小名浜），堺 ・泉」ヒ等について行なう予定である。

5. 広域行政公害調査

先に述べたごとく公害問題は広域的，総合的に調査し，対策を確立する必要がある
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ので41年度において，首都悶（東京，神奈川，千葉〕，近畿圏（大阪，兵庫）の大気汚

染調査，多摩川および淀川の水質汚濁調査を行ない，これら汚染地区における根本的

な公害追放の方策を樹立する。

6. 既定行政の強化

ばL、煙規制法による指定地域（現在12地域）の拡大，特定有害物質（現在12種）の

追加。

7. 公害防止技術者の養成

国立公衆衛生｜境公害衛生研究施設における高度の妓術者の長期養成訓練と平行し

て，日本環境衛生協会に委託して地方公共団体公害関係技術者の短期講習を実施す

るつさらに，国内研修，海外研修の助成もはかる。

8. 公害防止事業団の強化

公害防止事業団は京浜，阪神，四日市などの産業が集中し，産業公害が著しい地域

を中心に長期 ・低利の財政資金を活用し，産業公害の防止施策，共同利用建物，工場

移転のための敷地などの設置，造成と譲渡の事業などを行なうもので，40年度（土財投

201.窓円をもって事業を行なうが，41年度は 100億円を要求し，造成建設事業に約 80億

円，貸付事業に約20億円， うち造成の部では，排水，廃油処f型施設費と して20億円程

度を考え，貸付の部では，とくに京浜，阪神，四日市地区を対象に， en、煙処理施設

排水処理施設用に予定している。なお，陣容としては，本年度本部現員40人をもって

発足したが，来年度（土本部23ノU 四日市出張所5人の増員を要求し，総計68人とする

計画である。

以上にみられるごとく，公害対策は極めて多岐にわたり ，しかも なお社会科学的な

問題等はほとんど全く子がつけられていない状態にあり，この.~，，公害審議会に期待ー

するところが極めて大きいわけである。

審議会の各部会は今後 1月1回位の割で開かれ，また第2回総会：土年内に開催され

る予定である。

〔公害審議会委員）

氏 H量

岩佐凱実 l全国銀行協会連合会長

パ 柳真 吉 1全国漁業協同組合連合会長

黒川真武｜高圧ガλ保安協会必

主主智 勇一｜麻布獣医科大学学長

（厚生省環境衛生局，公害課）

名｜所属部会

公害全委員

下水 ・1帰



氏 職

木川田ー降 t東京電力社長

五 島 貞 次 ｜毎日新聞論説委員

進藤 武左ヱ門 ！水資源開発公団総裁

高橋堆豹l読売新聞社副社長

細川隆元 t 政治評論家

高山英華 ？東京大学工学部教授

加 藤 一 郎 ！東京大学法学部教授

太宰博邦｜厚生田理事長

長野国助｜全国人権擁護委員連合会長

原島 進 ｜慶応義塾大学医学部教授

秋谷七郎｜東京大学名誉教授

大 川 鉄雄｜山陽パノレプ会長

上村英輔｜ 日本石油社長

木村健二郎｜東京生：子大学学長

都留重人｜一橋大 学経済学部教授

和田 保｜水質審議会委員

小林重一｜日本水道協会理事長

関根 隆｜東京水産大学学長

戸塚文子｜評 言者家

比企 能 達 ｜日本ガンセンター総長

八木 淳｜朝日新聞論説委員

赤痢四郎｜大阪大学学長

安藤鶴夫｜演劇 ・芸能 ・評論家

板倉 誠 ｜愛知工業大学教授

小木曽 定彰 1東京大学工学部教授

金利 不二太郎｜川崎市長

Aリ米達夫｜国立衛生試験所長

名

楠本 正康｜中央環境衛生適正化審議会委員

斎藤 潔｜国立公衆衛生院長

田中澄江！劇作家

田辺 弘 i日本技術士会水道部会長

丹下健三｜東京大学工学部教授

友納武人｜千葉 県 知 事

山田雄三｜社会 保 障 研 究 所 長

横山光雄｜；東京大学農学部教授

相違清夫｜国立防 災 科 学 技 術 セ ンF一所長
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