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国務院調査 G： 天津大爆発調査 結果は一定過程が必要 
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事故調査にはプロセスが必要であり、特に今回の事故の危害が重大であり、波及面が大きく、関連する状

況が複雑であることから、調査の結論は、科学面法律面及び歴史面の検査を経る必要があり、調査活動は

一刻を争うもので全力を挙げて調査に当たるが、高精度で高品質なものが保証されねばならない。最終の

調査報告は国務院に上奏されるが、社会に対しても公開し、国民の監督を受ける予定だ。 

新華社ネット 8 月 22 日情報は、これまで国務院が批准成立させた天津港『8.12』瑞海公司の危険品倉庫特

別重大火災爆発事故調査グループにより天津で活動が展開されている。 22 日、国務院調査グループの責任

者は、調査活動の進展状況について新華社記者の質問に答えた。 

 

Q： 『8.12』事故がもたらした多くの死傷者と財産の喪失は、極めて重大な教訓となるが、調査グループ

はどんな問題を重点として調査をしているのか？ 

A： 党中央や国務院は、『8.12』事故調査処理活動を高度に重視している。 8 月 20 日、中国共産党中央政

治局の常務委員会で、習近平総書記は重要な発表を行った。 「国務院事故調査グループは事故の原因

をしっかり調査し、事故の性質と責任を明らかにせよ、疑問点は一切のこしてはならない」と。国務

院調査グループは、中央政治局常務委員会会議の決議事項と習近平総書記の重要発表の精神を貫き、

国務院常務会が提出した活動指示に基づき、調査活動の原則と厳粛性を強化し、関連する事故原因と

事故責任者の問題について、事故により明らかにされた制度メカニズムの問題について、あいまいさ

を残すことなく、ずるずると引き延ばしをせず、更に完全な調査内容と要求を調整完成するというも

のだ。 

Q：現時点では、調査グループはどのような具体的活動を？ 

A：調査グループが設立した 5 つの専門グループは、スタッフが全員揃い、みな具体的な活動プランを制定

しており、調査の重点や手順、方法等が明確化され、既に現場調査やデータ収集、証拠採取及び関連

物品の痕跡等の収集検査や関連者からの聞き取りと法律や法規制度の研究活動が展開されている。 

Q：事故の調査結果は何時社会に公開されるのか？ 

A：事故調査には、特に今回の事故の被害が酷いことや波及面が広いこと、関連する状況が複雑であること

から、一定のプロセスが必要で、調査結果を科学面や法律面更に歴史面からチェックすることが必要

だ。調査活動は一刻を争うもので全力を挙げて調査に当たるが、高精度で高品質なものが保証されね

ばならない。最終の調査報告は国務院に上奏されるが、社会に対しても公開し、国民の監督を受ける

予定だ。 

 

澎湃新聞 総合報道 2015-08-22 

新華社クライアント 8 月 22 日情報 同日午後、天津港『8.12』瑞海公司危険品倉庫特別重大火災爆発事故の

第 13 回記者会見が開発区の万麗泰達ホテルで開催された。スポークスマンは、「同日午後 3 時時点で、121

名の犠牲者数が出ており、うち、身元確認ができたものは 119 人である。この 119 人中には、公安消防隊

員が 19 人、天津港消防隊員が 48 名、民警が 7 名、その他 45 名が含まれている。消息不明の 54 人には公

安消防隊員が 5 人、天津港消防隊員 32 名、民警 4 人、その他 13 名が含まれている」と発表した。 

 

その後、新華社中国網の微博情報では、本日（8 月 22 日）午後、天津市公安消防総隊開発区支隊の SWAT

退院陳博文の身元が判明し、消防官兵の犠牲者数が 20 人となった。これまでに、公安消防隊員 4 名と天津

港消防隊員 32 名、民警 4 名、その他 13 名の消息が判明していない」と伝えられている。 

 

中新網報道によると、天津市環境観測センターの鄧小文主任が、「この時点で全ての基準越えのシアン化物

廃水は、『8.12』爆発事故地点に封じ込めされており、未処理のものは排出されていない。事故区域の近隣

海域にある海水観測点 6 か所では基準を超えるシアン化物は 21 日時点で検出されていない」と語ったと報

じた。 

 

天津広播情報では、環境保護部緊急センターの田為勇主任が、「既に封じ込められている廃水のために、タ



ンク車 24 両が手配されており、3000 トン以上の廃水を処置のために輸送している、明日（23 日）から爆

心地の水溜りからの抽水処置が開始され、専門技術者も追加肺部されており、現在環境保護部門からは、

シアンを含む排水の処理専門家等を中心に 550 人以上が加わっている」と語ったと報じている。 

 

人民網情報では、記者による瑞海以外に 2 社が住民の居住する区画の近くに危険品倉庫を持っているとい

うことに関して、浜海新区の張勇区長が、「現在海浜新区の安全部門や建設交通局、市場監督管理局、捜狐

某部門、市交通委員会と天津港が、合同で調査をしており、既に危険品企業 275 社を検査し、安全生産条

件を備えていないものや存在する安全を隠ぺいしていた危険化学企業 70 社を営業停止にしているが、我々

は更にその中に質問に上がった危険品倉庫があるか実証してゆく」と語ったと報じられた。 

 

環境モニタリング情報 

天津市環境観測センターの鄧小文主任は、8 月 21 日、事故現場周辺には大気環境観測点 18 か所、水質環境

観測点 42 か所、地下水観測点 1 か所、海水環境観測点は 6 か所に増設され、土壌環境観測点は 13 か所に

配置されていると紹介した。 

（この後は「20150822A 天津政府： 基準越シアン化合物は全て事故地区に封入と（中新網）」で翻訳紹介

しているので割愛しました） 

 

中新網 2015-08-22 

2015 年 8 月 14 日天津 現地の学校の運動場が犠牲者の臨時避難所に（CFP 図：写真のキャプション） 

 

天津港『8.12』特別重大火災爆発事故の後、天津経済技術開発区管理委員会は 22 日に通知を発表し、開発

区管理委員会は、浜海新区人民政府の統一手配に基づき、被災により居住不能となった地区の家屋の持ち

主たちに一時的な臨時避難補助をするとした。 

通知によれば、第一次臨時避難所は、万科金域藍湾、万通新城国際、匯景苑（万科ツインタワー）、旺角居

（旺角ファッション）の四つの集合住宅の部屋。 入居者には 3 か月ごとに 6000 元の補助が出るという。 

通知内容は以下の通り： 

一、支給範囲 

第一次の臨時補助の支給範囲は、万科金域藍湾、万通新城国際、匯景苑（万科ツインタワー）、旺角居

（旺角ファッション）の部屋とする。 

第二次の支給についての具体方法は別途通知する 

二、補助支給金額 

6000 元/3 か月/戸 

三、支給対象 

家屋地権者 

四、支給時期 

8 月 22 日～8 月 27 日万科金域藍湾 

8 月 28 日～8 月 30 日匯景苑（万科ツインタワー）、旺角居（旺角ファッション） 

8 月 31 日～9 月 10 日万通新城国際 

8 月 22 日受給時間 13：00～17：00 

8 月 23 日～9 月 10 日受給時間 9：00～17：00 

五、受取地（原文では四となっていますが、五の誤記です） 

天津経済技術開発区第五大街 80 号、中国工商銀行黄海路支店 問合せ電話： 25202737、25201111 

六、受取に必要な証明書類 

居民証（もし外国籍の場合は、不動産登記手続時に提供された本人の身分を証明するものを携帯） 

その他：もし地権者が居民証を遺失した場合、天津市浜海新区の人口サービス管理センターが身分証明書

を発行する。 住所：天津経済技術開発区新城西路 52 号 問合せ電話：65310575 

 

天津港爆発事故犠牲者 101 人の名簿公開＠天津日報 

天津日報は、その微博で、8 月 23 日、天津港『8.12』瑞海公司危険化学品倉庫火災爆発事故の犠牲者リス

トを公開、第一次公開されたのは、101 人で、その他の犠牲者の身元は現在調査中だ。 リスト上の各位に

哀悼の意を表す。（犠牲者名簿は中文ページからご覧ください） 

 

http://www.chinaelections.org/article/587/238900.html 

http://www.chinaelections.org/article/587/238900.html
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国务院调查组：公布天津爆炸调查结果需要一个过程 
中国选举与治理 www.chinaelections.org 2015-08-23 来源：新华网等 
--------------------------------------------------------------------------------  

事故调查需要一个过程，尤其是这次事故危害严重、波及面大、涉及情况复杂，要确保调查结论经得起科学

的检验、法律的检验和历史的检验，调查工作既要争分夺秒、全力推进，更要精益求精、保证质量。最终的调

查报告将上报国务院，并向社会公布调查结果，接受群众监督。 

 

新华网 8月 22日消息，目前，经国务院批准成立的天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事

故调查组正在天津开展工作。22 日，国务院调查组负责人就调查工作开展情况回答了新华社记者的提问。 

 

问：“8·12”事故造成重大人员伤亡和财产损失，教训极其深刻。国务院调查组将重点围绕哪些问题开展调查？ 

答：党中央、国务院对“8·12”事故调查处理工作高度重视。8月 20日，中共中央政治局常务委员会召开会

议，习近平总书记作了重要讲话，明确要求国务院事故调查组要查清事故原因，查明事故性质和责任，不放

过一丝疑点。国务院调查组将坚决贯彻中央政治局常务委员会会议和习近平总书记重要讲话精神，按照国务

院常务会议作出的工作部署，切实增强调查工作的原则性和严肃性，进一步调整完善调查的内容和要求，对

涉及事故起因和事故责任的问题，对事故暴露出来的制度机制问题，全面深入开展调查研究，做到不含糊、

不拖拉、不打折。 

 

问：目前，国务院调查组已开展了哪些具体工作？ 

答：调查组设立的 5个专项小组，人员现已全部到位，都已制定了具体工作方案，明确了调查的重点、步骤、

方法等，并已开展了现场勘查、资料调取、证据采集以及相关物品痕迹采集检验、有关人员查找询问和法律

法规制度的研究等工作。 

 

问：事故调查结果何时向社会公开？ 

答：事故调查需要一个过程，尤其是这次事故危害严重、波及面大、涉及情况复杂，要确保调查结论经得起科

学的检验、法律的检验和历史的检验，调查工作既要争分夺秒、全力推进，更要精益求精、保证质量。最终的

调查报告将上报国务院，并向社会公布调查结果，接受群众监督。 

 

澎湃新闻 综合报道  2015-08-22 
新华社客户端 8 月 22 日消息，当日下午 ，天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故第十

三场新闻发布会在开发区万丽泰达酒店召开。发言人介绍，截止到今天下午 3 点，遇难人数 121 人，已经确

认身份 119 人。其中在已经确认身份的人中，公安消防 19 人，天津港消防 48人，民警 7人，其他 45人。失

联 54人，其中公安消防 5人，天津港消防 32人，民警 4人，其他 13人。 

 

稍晚时候，新华社中国网事微博发布消息称，今日（8月 22日）下午，天津公安消防总队开发支队特勤队战

士陈博文确认牺牲，消防官兵牺牲人数升至 20 人。目前，仍有 4 名公安消防人员、天津港消防人员 32 人，

民警 4人，其他人员 13人失去联系。 

 

另据中新网报道，天津市环境监测中心主任邓小文介绍，目前所有的氰化物超标废水仍封堵在“8·12”爆炸

事故区，未经处理达标，不外排。21日事故区域临近近岸海域六个海水监测点位氰化物检测均未超标。 

 

天津广播消息，环保部应急中心主任田为勇介绍，已经封堵的废水，安排了 24辆罐车运输废水，3000多吨废

水得到处置，预计中心坑明天开始抽水处置，增调专家技术人员，目前环保部门 550 多人参与，重点增加含

氰废水处理等专家。 

 

人民网消息，针对有记者询问瑞海之外还有两家贴近居民区的危化品仓库问题，滨海新区区长张勇回答，目

前滨海新区安全部门、建交局、市场监管局、消防部门、市交委和天津港正在开展联合检查，目前已经检查了

275 家危化品企业，对不具备安全生产条件、存在安全隐患的 70家危化企业实施了关停，将进一步核实其中

是否包括所述的危化品仓库。 

 

环境监测情况 



天津市环境监测中心主任邓小文介绍，8 月 21 日事故现场周边共布设环境空气监测点位 18 个，水环境监测

点位 42个，地下水观测点位 1 个，海水环境监测点位增加至 6个，土壤环境监测点位 13 个，实施 24小时不

间断监测。 

——事故特征大气污染物方面，8 月 21 日 0 点至 24 点期间共现场采集空气样本 263 个，监测项目主要为氰

化氢和挥发性有机物，监测结果显示，事发地警戒区外 10个环境空气监测点位和 8个环境空气流动监测点位

均未检出新的特征污染物，各点位各项特征污染物浓度均未出现超标。 

——环境常规的污染物方面，8 月 21 日 0 点至 24 点期间，事故区域周边 5 个环境空气质量自动监测站，主

要是国家规定的六项常规污染物数据显示，事故周边环境空气质量处于二级良好的水平。 

——废水和水环境的检测方面，8月 21日水质监测点位共 42个，包括警戒区内的点位 26个和警戒期外点位

16 个。采样监测结果显示共有 27个点位氰化物检出，7个点位超标，超标点位均未于警戒区内，超标浓度为

0.91-27.8毫克/升，超标倍数为 0.82至 54.6倍，最大超标点位位于天津港明渠二号点位，警戒区外 8个地

表水监测点位中两个点位检出氰化物，最高浓度值相当于地表水 5类标准的 6%。 

 

此外，警戒区外 8 个污水监测点位中，3 个点位检出氰化物，最高浓度值相当于控制标准的 7.6%，目前所有

的氰化物超标废水仍封堵在事故区，未经处理达标，不外排。8月 21日，事故周边区域布设的一个地下水观

测点中，未检出氰化物。8月 21 日事故区域临近近岸海域六个海水监测点位氰化物检测均未超标。 

 

中新网 2015-08-22 
2015年 8月 14日，天津，当地一所学校操场成了灾民临时安置点。 CFP 图 

天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故后，天津经济技术开发区管理委员会 22日发布通告，称按照滨海新区

人民政府统一部署，开发区管委会将先行向部分临时确实已不能居住受灾小区的房屋产权人发放一个季度的

临时安置补贴。 

据通告，第一批补贴临时安置发放范围为万科金域蓝湾、万通新城国际、汇景苑(万科双子座)、旺角居(时尚

旺角)四个居民小区房屋。每户每季度发放 6000元补贴。 

通告如下： 
一、发放范围 

第一批补贴临时安置发放范围为万科金域蓝湾、万通新城国际、汇景苑(万科双子座)、旺角居(时尚旺角)四

个居民小区房屋。 

第二批发放的具体办法另行通知。 

二、发放金额 

6000元/季度/户 

三、发放对象 

房屋产权人 

四、发放时间 

8月 22日—8月 27日 万科金域蓝湾 

8月 28日—8月 30日 汇景苑、旺角居 

8月 31日—9月 10日 万通新城国际 

8月 22日领取时间为 13：00—17:00 

8月 23日—9月 10日领取时间为 9:00—17:00 

四、领款地点 

天津经济技术开区第五大街 80号，中国工商银行黄海路支行，咨询电话：25202737，25201111 

五、领取补贴所需证件 

居民身份证(如产权人是外籍人士，请携带办理房产登记手续时提供的本人身份证明证件) 

另：如产权人的居民身份证遗失，可至天津市滨海新区人口服务管理中心开具身份证明。地址：天津经济技

术开发区新城西路 52号，咨询电话：65310575 

 

天津港爆炸事故遇难者首批 101 人名单公布@天津日报 

天津日报微博 8月 23日发布天津港“8.12”瑞海公司危险化学品仓库火灾爆炸事故遇难者名单，第一批公布

101 人，其余遇难人员身份正在进一步核查中。为名单上的每一个名字，默哀。 

 
20150823B 国務院調査 G： 天津大爆発調査には一定過程が必要（選挙与治理） 


