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サハリン州における環境保護~現状、課題、その解決手法

ナターリヤ・タラノTロワ

はじめに

サハリン州は、ユーラシア大陸の東岸、大陸と太平洋の中間に位置し、オホ

ーツク海の南端を囲む。州は東西南北に広く、地理、自然、気象、環境、経済の

多様性がある。

経済活動の舞台として、島々だけに限らず、大陸棚を含む広大な海水面があ

る。その面積は陸地より大きい。周りを海に囲まれているため、水産資源の利用

や今後のサハリン大陸棚鉱物資源の利用を目指す産業にとって優位的好条件が揃

っている。

環境に最も大きな影響を与える燃料エネルギー部門、食品産業、サービス業

(運輸、商業、住宅公共サービス)が発展している乙とがサハリン経済の特徴。

環境は地域の社会経済発展の度合いに大きく左右される。州の持続的発展、

住民の生活の質や健康は、自然や素晴らしい環境を守ってとそ達成できる。その

ために環境保全や天然資源の合理的利用を目指した統ーされた政策を策定し、着

実に実現する必要がある。

環境政策の戦略的目標は、社会の持続的発展、住民生活の質向上、健康増進、

人口動態の改善と環境安全を確保するため、自然システムの保全やその統ーで性と

生命維持機能の保持に努める。

自然と人間活動の様々な要素が混じり合って、州の環境が形成される。自然

資源を利用している全ての施設が無条件又は一定の条件の下、環境に対する危険

性を有しているため、環境基準遵守や環境安全を確保するための公的な監視の責

任が大きい。

この報告ではサハリン州の環境保全に関わる 3つの主法課題を検証したい。

1、大気汚染と保全

2、水質汚濁と保全

3、産業廃棄物と一般廃棄物(家庭ごみ)の処理



1 .大気汚染と保全

極東管区全体の大気汚染物質排出量に占めるサハリン州の割合が、過去 15 

年で4分の l減少し、ロシア全体では 2分の lに減少じている。 2006年極東管

区の排出量に占めるサハリン州の割合は 4.4%、ロシア全体では 0.4%だった。

いくつかの産業では、生産増加とガス浄化装置の不足により、大気汚染物質

の排出量増大が見られる。大気の汚染源は燃料エネルギー産業と住宅公共サービ

ス団体である。

都市部の自動車台数の増加と質の惑い燃料の燃焼による大気汚染も深刻であ

る。大気汚染に占める汚染源としての自動車の割合は、州内に登録されている全

ての汚染源による排出量の約 50%になる。

昨年の州民一人当りの平均有害物質量は 168kg。州内の市や地区によって大気

汚染度は大きく異なる。大気汚染が深刻なのがユジノサハリンスク、ポロナイス

ク地区、ノグリキ地区。州の単位面積当たりの平均汚染物質量は1.03t!km2。
2006年サハリン州の大気汚染物質排出量は約 18万トン。内、固定汚染源が約:

10万トン、移動汚染源が約 8万トンであった。

昨年固定汚染源の企業で除去した汚染物質は 40万トンで、その内 4400トン

を処理した。排出量に比較すると、固定汚染源では 85.2%が除去されたことに

なる。除去率の最も高いのが電力企業で、最も低いのが住宅公共サービス部門で

あった。

大気汚染問題の解決に向けて州行政府が実施している対策

サハリン州のエネルギー産業に対する環境評価を実施した。その結果、環境

に最も危険な施設は石炭火力発電所と燃料採掘企業である乙とが判明した。

エネルギー産業の発展で深刻な影響を受けるのが大気である。排出量の削減

はボイラーのガス化や最新の集塵機を取り付け・ることで達成することができる。

大規模な発電所であれば捕捉性能 99%以上の集塵機や 70%以上のガス浄化装置

の設置により可能である。

環境に対する人間活動の負荷を下げるために、最新の浄化技術を導入し、エ

ネルギー資源の利用効率を高める。

0全ての大規模エネルギー企業で最新の集塵・ガス浄化装置を導入する。

0燃料の合理的な切り替え(小規模の排ガス浄化度の低い石炭ボイラーの

ガス化、または石炭ボイラーへの最新の集塵機の設置)

0ガス幹線沿いのボイラーステーションのガス化とユジノサハリンスク熱

併給発電所のガス化。
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州都における有害物質の大気排出量の削減を目指して大気の状態を改善する

ために、 「気象条件悪化時における有害物質大気放出調整作業実施規則に関す

るJサハリンチN行政府条例案が策定された。この条例によっていくつかの大企業

に対して悪気象条件時における制限が行われる。気象条件悪化碍の負荷量の削減

計画は企業側が作成し、関係機関の同意を得る。サハリン州水利気象環境モニタ

リング局は気象条件悪化の到来を企業に通知する。

サハリン州の大気に対する人間活動の圧力を低減させる方法の一つが、交通

部門における汚染物質の排出削減である。交通機関は大気排出合計で画定汚染源

とほとんど肩を並べている。ここで車両の状態や使用する燃料の質の管理を強化

する予定になっている。また燃料についてはモーターオイルの国際基準に近づけ

る予定である。

サハリン州行政府は、ユジノサハリンスク熱併給発電所をはじめ、自治体の

公共ボイラーステーションの天然ガス切替のための、あらゆる努力をしている。
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2、水質汚濁と保全

2006年、内水面や土壌に集約的に排水された下水は 2億 8420万nf。その内、，

内水面に 2億 8037万111、それ以外は土壌である。

内水面を著しく汚しているのは、充分な浄化もせず下水を出し続ける住宅公

共サービス部門である。

住宅公共サービス関連企業はすべての下水を河川や海、土壌に捨てている。

企業のほとんどが下水排水基準を守っていない。排水基準遵守に向けた事業がき

ちんと行われないか、全くお乙なわれていない。下水処理場は定期的な修理も実

施されず、長年放置されているため、運転効率が年々低下している。

雨水排水溝が設置されていない場所からの未処理雨水や不良住宅群の未処理

下水の排水が、貯水池の水質汚濁を深刻化させている。

地方自治体は下水道整備に対して充分な配慮をしていない。また下水網の計

画的取替作業を行っていない。

下水によって飲料水やレクレーションのための貯水池が汚染されている。

州の総排水量の中で基準値を守って排水されているのは全体の 83%である o そ

れは発電所や石油採掘企業、海上運輸が使用した海水を指す。様々なタイプの処

理施設で浄化された下水は全体の 11.6%に過ぎない。

下水を最も多く発生させているのは、電気、ガス、蒸気、温水の製造一輸送

ー供給に関わる部門で、その内 93.8%が基準値をクリアーしている。

島として産業配置の特徴や海岸線が長いことから、オホーツク海はより多く

の汚染にさらされている。昨年に比べても発電能力や大陸棚の開発が規模を拡大

した影響で排水される量も 812万nf増加している。

水質汚濁の主な汚染物質はフェノール、合成界面活性剤、酸化しやすい有機

物 (BOD) 、メタル化合物、アンモニウム窒素、亜硝酸塩窒素その他特殊汚染

物質等である。

石炭露天掘り、炭鉱、精錬所、石油採掘施設から出される排水によって、い

くつかの河川で水産資源の再生産が減少している。汚染がピークになるのは主に

春先で、雪が溶け、河岸の土壌など浄化作用を持つ塊が壊されるときである。汚

染物質が融雪水と一緒に地面をったい水利施設に流れ込む可能性がある。しかし

ウグレゴルスク地区については、炭露天掘り施設からの排水が処理されるように

なったため、河川の状況は改善されている。コルサコフ地区の石炭露天掘りが閉

山された結果、サフニロの専門家の評価によると、河川!湖沼の魚の産卵が 2倍に

なった。

河川の上流で行われている木材伐採は、河JI/水を汚すばかりでなく、河川全

体に悪影響を与えている。間伐の名の下で、河川水保全区域の森が切り倒されて

いる。集材道や木材搬送用の規則違反の河川横断道路が作られている。

農業生産の落ち込みは、河川には良い影響を与えた。サイレージ作りの時期

に産卵河川の両岸で植物が切られるとともなくなり、産卵河川の近くでの牛の放

牧もなくなった。
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3.産業廃棄物と一般廃棄物の処理

廃棄物の形成、利用、無害化、貯蔵、埋立の状況は現実的な問題であり、こ

の問題を無視すれば、住民の健康や子孫への脅威となり、環境にも非常に悪い影

響を与えてしまう。産業廃棄物と一般廃棄物の取扱いは州全体の環境状況の安定

と改善と資源力の合理的利用にとって最重要課題である。

サハリシ州は天然資源を大々的に利用している地域である。経済の中心は鉱

物原料、水産資源、その他資源の採取加工の産業である。それは石油ガス、石炭、

食品(魚類を含む)、建設、電力などで、とれらの産業の発展はすなわち大量の

廃棄物の発生につながる。

あらゆる地域で共通の問題のひとつが一般廃棄物である。一般廃棄物の総量

は.30万トンを超える。一般廃棄物は、そのほとんどが家庭、商j吉、工場、住民

サービス企業から出る。

一般廃棄物の分布は人口密度と地区の経済発展に関連している。

サハリン州人口一人当りの廃棄物発生量は非常に多い(年間一人当たり 55ト

ン)。廃棄物はその僅か 10%が再利用されているだけである。ナN内にはほとん

ど廃棄物処理施設がない状態か、あってもわずかで、効率が悪く、環境に危険な

燃焼であったり、住民への譲渡が行われたりしている。

産業廃棄物と一般廃棄物の利用が進んでいないことから、現在、そのほとん

どが埋立や長期保管地に集積されている。

数を把握するために作成された「サハリン州廃棄物集積施設帳簿j によると、

276の廃棄物集積所があり、内、保管用が 166、埋立用が 110である。

サハリン州の産業廃棄物保管のために以下のような施設がある:

オイルスラグ堆積場、ぼた山、製炭かす堆積場、灰貯蔵場、伐採廃棄物堆積

場、使用不能農薬保管所、使用済み水銀ランプ集積場、畜産養鶏廃棄物集積場、

灰スラグ保管場、汚泥集積場、スクラップとポリマー廃棄物保管場。

サハリン州では市町村のゴミ捨て場が主な埋立地になっている。すべての行

政地区でゴミ捨て場があり、全部で 2，820万トン以上の廃棄物集積能力を持つ。

多くの施設は満杯に近い状態で、全施設の 3分の lだけが 35年以上の使用期限

を有している。現在使用中のゴミ捨て場のほとんどが面積が小さく、 5ヘクター

ルを超えるのは全体の 18%しかない。

このようにサハリン州の戦略的発展のためには、廃棄物問題は総合的な問題

であることを考慮して、計画的事業の総合的な実施が不可欠である。
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そこでサハリン州では

「サハリン州産業廃棄物及び一般廃棄物・升113的プログラム」

の策定が決められた。

プログラムの主たる目的は、サハリン州の環境と生活の質の改善、産業廃棄

物や一般廃棄物による環境汚染の低減である。

0計画事業は以下の課題の解決を目指す

・産業廃棄物と一般廃棄物の発生量の低減

・産業廃棄物と一般廃棄物の 2次資源としての再利用率の向上

・今までに蓄積されてきた産業廃棄物を含む産業廃棄物と一般廃棄物の環境

に安全な保管と無害化の推進

・環境汚染による悪影響を取り除くための事業へのファイナンスの円滑化

0計画課題の解決への道筋

・産業廃棄物と一般廃棄物に関する州政策を担当するすべてのレベルで法令

規則や技術基盤を作る

・ 産業廃棄物と一般廃棄物の取扱い管理体制の創設

・ 産業廃棄物と一般廃棄物の加工処理や無害化に関する最優先プロジェクト

の実施

。プログラムに盛り込まれる主な解決方法

・分別収集の実施

・一般廃棄物の収集場，所からの 2段階除去

州全体で廃棄物処理を大規模に発展させる

.廃棄物の安全な集積

.廃棄物取扱い問題の投資先としての魅力の向上

プログラムのプロジェクト実現のため、現在ユジノサハリンスク市では新し

い一般廃棄物集積場と分別施設の設計が行われており、古いゴミ捨て場の土壌改

良事業の計画作りが行われている。

ユジノサハリンスク市の一般廃棄物取扱い基本構想によると、収集され分別

されていない一般廃棄物は、廃棄物処理場に送られる。処理場で資源ごみが分別

され、 1次処理される。再利用できない残り部分のみ圧縮され埋立地に送られる。

一般廃棄物の発生量とコンパクトな市街地構造を考慮して、ユジノサハリン

スクの廃棄物処理場は、現在計画されているゴミ集積場のすぐ近くに、処理能力

年間 10万トンの施設を作る予定である。

ホルムスク、マカロフ、ネベリスクでも一般廃棄物集積場の建設を予定して

いる。それらの都市ではロシアの環境関連法に合致した一般廃棄物集積場建設予

定地の選定が終わっている。
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O自動車用タイヤについて

サハリン州に使用済タイヤの特別な収集システムはない。ほとんどが企業

の敷地内に放置されるか、ゴミ捨て場に捨てられている。一部は沿海地方や

ハバロフスク地方の特殊な工場に輸送されているが、その量は僅かで環境に

好影響を及ぼす程ではない。

自動車用タイヤの加工施設の設置が予定されている。加工してゴム屑やゴ

ム粉にしたり、高度加工のため別な工場に送られる。

Oプラスチックごみについて

プラスチックについては、加工施設はあるが、規模が小さく、すべてのプ

ラスチックを処理できない。プラスチックごみを一箇所に集めることは行つ

でいない。ほとんどが無害化され一般廃棄物と一緒に埋め立てられている。

様々なタイプのポリマーの総合加工場の建設が計画されている。

0石油系廃棄物の取り扱いについて

石油系廃棄物の取扱いについては、現況の改善のため、 ζ の種の廃棄物の

環境に安全な加工処理と処分をおこなう企業の創設を予定している。その企

業は廃棄物の中の図形物、液体物、スラグを別々または一緒に加工処理をで

きる技術を導入する予定である。

0使用済みバッテリー・水銀ランプについて

サハリン州の一部企業が使用済みバッテリーを収集蓄積し、 2次加工のた

lめコムソモーリスク・ナ・アムーレバッテリー工場に輸送している。

使用済み水銀ランプは各企業が少量ずつ保管し、その後州外の処理企業に

送られている。

071<産系の廃棄物について

水産業由来の廃棄物の総量は 2万 7千トン。この数字には海産物の漁獲加

工時に発生する廃棄物も含まれる o

少量ではあるが、この種の廃棄物の加工は行われている。しかし再利用に

よる新しい製品の製造は行われていない。よって廃棄物はその量が増えるこ

とで環境問題を起こしている。そこで押出し成型技術を使って、廃棄物を加

工し飼料用添加物を生産する工場をつくる計画がある。

0医療廃棄物について

医療廃棄物の問題もある。この廃棄物の取扱いについては分別収集や安全

な処理など慎重さが要求される。必要な基準を守るために医療廃棄物の数量

管理、収集、輸送、処理の体制作りが必要である。

サハリン州では医療バイオ廃棄物の収集、輸送、処理を行う特殊企業を創

設する計画である。
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特殊廃棄物処理機で医療バイオ廃棄物の加工を行う特殊企業を作る予定で

ある。経済的なメリットを高めるために、加工処理だけでなく、収集と搬出

も一緒に行う必要がある。

0禁止農薬等について

サハリン州行政府が確認しているデータでは、州内の 38万 2400トン

の禁止農薬と使用不能農薬の集積がある。

今後とも処理不能な有毒物質を完全になくすことはできないので、既存ま

たは形成されつつある有毒物質の安全な隔離のためコンクリート製の堆積場

の建設が予定されている。

有毒廃棄物のための特別なコンクリート製集積パンカーの建設が提案され

ている。危険な化学物質の収集保管の一極集中体制は、これらの廃棄物の保

管の信頼性と安全性を確保する。

ご静聴ありがとうございました。
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