
20161112A 中央環境保護視察団：内蒙古自然保護区 89の半数近くで法規違反（澎湃新闻） 

Translated on Nov. 17, 2016 

 
中央環境保護視察団：内蒙古自然保護区 89の半数近くで法規違反 
澎湃新闻 m.thepaper.cn 2016-11-12 13:17 来源：澎湃新闻 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

党中央、国務院の批准を経、中央環境保護監督視察団が視察をした地方に対する調査結果が相次ぎフィー

ドバックされた。 

 

11月 12日午前、内蒙古がそのスタートとなった。 中央第一環境保護視察団の翟青副団長がその視察結果

をフィードバックした際に、『一部の同志は、生態環境の脆弱性や環境保環境保護の緊急性とその巨大さへ

の認識がすこぶる不足している』と指摘、「内蒙古自治区の 89の国家及び自治区級自然保護区のうち 41ヶ

所で法律違反や規定違反があり、その企業数は 663にも及び、且つ鉱山の環境整備も未だに進んでいない； 

包頭市（ボグト市）の危険廃棄物綜合処理センターはその完成後長期に亘り正常なオペレーションがなさ

れておらず、全区で大量の非鉄金属冶金排出物（スラグ）の速やかな処理ができていない為に環境リスク

が存在している。 工業団地の迅速な整備が待たれるが、64の自治区級以上の工業団地中、29ヶ所では未

だに汚水処理の集中処理施設が建設されておらず、31ヶ所では未だに熱源の集中供給設備も建設されてい

ない。 大多数の工業団地では未だに正規のスラグ置き場も無い状態だ」とした。 

 

フィードバックされた意見の中で、「内蒙古のフル

ン湖（宮本注：フルン・ノール）やウランスハイの生

態機能回復任務はまだまだ不十分であり、岱海湖（以

下「泰海湖」）流域の生態退化はかなり深刻だ。 一部

の自然保護区の管理はいい加減なものであり、国家級

自然保護区の生体機能が基本的に失われてしまって

いる。 全体的に『良い水は減少し、汚れた水が増加

している』状態にあり、地下水の汚染が極めて酷く、

水質環境保護は極めて厳しい状況にある： 『大気汚

染防止対策行動計画』の推進活動が滞り、 北方製薬

社による環境汚染や、炭鉱における火の制御、危険な

廃棄物管理等の部分は、歴史的積み残しであり人々が

関心を持っているものであり、早期の解決が待たれる」

とされた。 

腐敗防止の他、汚染防止が視察団員の重要な切り口

であった。 

澎湃新聞（www.thepaper.cn）が環境保護部からきい

た情報によると、2016年 7月 14日から、中央第一環

境保護監督視察団が内蒙古入りをし、1 ヶ月にわたり

環境保護状況を視察したが、これまでに内蒙古では環

境問題で 1637 件の通報（密告も含まれているはずで

す）があり、違法取り締まりで営業停止になった企業

362社、処罰された件数 206件、拘留されたもの57人、

取り調べを受けたもの 238 人、問責を受けたものが

280人に上ったという。 

 

環境保護監督視察団のフィードバックでは、内蒙古自治区の各級党委員会がフルン湖（宮本注：フルン

ノール）やウランスハイ、泰海湖などの重点的湖沼の総合整備と生態系の修復をきっちりとするようにと

要求。「生活排水の集中処理や汚水処理施設の改造、再生水の再利用などの活動を全面的に推進し、水資源

保護と水の環境整備により注目をし、地下水の大量汲上げ行為を抑制すること。 自然林資源の保護と北

京天津への砂塵の原因とならぬよう整備を更に強化し、草原破壊や森林破壊などの問題を適切に解決する

こと。 製鉄や電力、電解アルミなどの業界及び小規模ボイラーや石炭燃焼の拡散などの汚染問題を整備

すること； 鉱山における火の制御や危険廃棄物処理などの実施を加速すること； 歴史的に積み残され

7月 24日、中央第一環境保護視察団は現場を視察、ホロンバ

イル生力源肥料業社が北方製薬社から違法に廃棄物の違法処

理を委託されていたことを発見した 



たものと住民が注目している環境問題

の適切な解決をすること。 法規に基

づき厳正な責任を追求し、今回の視察

中に発見された問題に対する更なる調

査を関係部門に実施させ、責任の所在

を明らかにし、関連規定に基づききち

んと責任を問うことが要求された。 

このほか、視察団が発見した問題の

スクリーニングを実施し、関連規定に

基づき内蒙古自治区党委員会や政府に

引き継いだ。 

 『環境保護監督視察法案（試行）』の

要求を基に、内蒙古自治区党委員会と

政府は、整備プランを制定し、30日以

内に国務院に報告を挙げ、社会に対し

てはそれを公開する。 

 フィードバックの中で、中央第一環

境保護監督視察団の陸浩リーダーは、

視察による意見を実施し、整備改革をしっかりするようにと要求した。 

具体的通達内容は、以下の通り： 
 

一、 生態環境の脆弱性や環境保護の緊急性とその巨大さに対する認識の不足 

少なからぬ同志が、生態環境が臨んでいる厳しい状況を認識しておらず、逆に全地域における環境キャ

パシティーが大きくて環境問題の発生はないものと認識している。 2013年以来、半数の盟市における環

境保護研究が極めて少なく、甚だしいところではこの一年間環境保護問題の研究がなされていない。自治

区の党委や政府のリーダーとの談話の中で、多くの同志が、実に多くの地方幹部が『美しい水や山が宝で

ある』ことを認識しておらず、一部地区での生態破壊の状況は心を痛めるとした； 石炭化学や電解アル

ミ、火力発電などの産業の発展は資源の持つ優位性を発揮するが、産業空間配置や持続可能な発展及び生

態環境保護に関する研究は不足しており、産業の環境リスク制御面での措置が少ない、既に生態環境に悪

い影響が出ている。 

フルン湖やウランスハイ、泰海湖における生態機能回復は依然としてまだまだ不十分だ。 視察団が検

査に来た時点まで、2016年 2月に国家が批准しているフルン湖総合整備実施計画の資金はまだ調達できて

おらず、整備任務の 2016年完成はすでに難しいものとなっている。 ウランスハイ整備工作は主に氷が溶

けて急に水位が上昇することで水を補うことを通じたものだが、総合整備計画はまだその実施が批准され

ておらず、農業面の整備は不十分で、保護区内の 5000ムー以上を占める養殖及びその関連工程の環境アセ

スメントはまだ通過していない。 泰海湖流域では生態の退化が著しく、湖面が急激に縮小、水質は年々

悪化しているが、現時点、関連市県では未だに有力な措置が講じられていない。 自治区ではまだ泰海湖

総合整備計画が批准されていないのだ。 

 

二、 自然保護区内における違法開発が多く見られる 

国家と自治区級自然保護区 89 のうち 41 ヶ所で法規違反が存在しており、関連している企業数は 663も

あるが、鉱山の環境整備は未だに進んでいない。大青山や西オルドス甘草自然保護区など国家級自治区級

の自然保護区内では大量の鉱工業企業が 2016年上半期にまで生産を停止しようとしなかった。 自治区の

関連職能部門が、自然保護区内での鉱物採取を違法に認めており、著しいものでは、2015 年 5 月に 10 の

部・委員会が『自然保護区の開発建設活動の管理監督を更に強化することに関する通知』を連合で発布し

た後ですら、関連部門が甘草保護区の企業 25社に鉱物の採取許可が更新されていた。 

このほかに、シリンゴル草原国家級自然保護区にある 3 企業は自治区環境保護庁の立ち退き命令に従っ

ておらず、ホロンバイルやオルドスでは自然の草地を違法占拠するという問題が存在している。遺鷗国家

級自然保護区の生態機能は、既に基本的に消失してしまっている。 

 

三、 水と大気の汚染防止活動の推進が停滞している 

全域で『良い水が減少し、汚水が増加する』問題が存在していた。 2015 年、全区域 90 ヶ所の地表水

で、基準を満たしたものは前年に比べ 7.7％減少、劣 5類（中国の『地表水の環境品質基準』によると、水

中央第一環境保護監督視察団が 7月 25日にフルン湖で環境整備状況を検査 



質は 5 分類され、第 1 類は、「上等な水、国家級の自然保護区」の要求に合致するもの、第 5 類は、「農業

用水及び一般の景観要求に合致するもの」とされるが、これに『劣』がつくと汚染度合いが第 5 類を上回

る『悪水』となる）とされたものは、3.1%増加していた。うち、黄河支流の 12ヶ所では 5ヶ所の水質悪化

が、西遼河流域の 14ヶ所では 7ヶ所の水質悪化が続いている。 全区域における地下水採取が突出した問

題となっており、通遼（トンリャオ）やフフホト、ボグト市など多くの盟市の地下水の水位下降が明かに

なっている。 多くの企業が水資源を違法使用しており、町や村の生活排水処理が基準を満たしていない

等の問題があり、全区域の水環境保護をより厳しいものとしている。 

一部地区において大気汚染防止任務が停滞しており、全区域ではまだ 10の企業が脱硫装置のない火力発

電施設 22基を稼働させており、うち、ホルンバイル市の多数の企業では長期に亘り基準超えの排ガスを放

出していた。 2015年末までの時点で、全区では、蒸気量 10トン/時以下の老朽ボイラー645台が未だに撤

去されていないままであった。また、7企業では火力発電装置を違法に使っており、その総発電量は 511万

キロワットに達していた。 

 

四、 一部地区では歴史的積み残し及び人々の注目を集めている問題の解決が待たれる 

ホルンバイル北方製薬有限公司の異臭問題は住民を長期に亘り悩ませてきたが、2013年以来、自治区の

各級環境保護部門では北方製薬に対する 143 県の訴えを受けていた。 現場視察時、工場内では腐臭が鼻

をつき、生力源肥業は、北方製薬が排出した廃液残渣を違法に埋め立てるという悪質な行為を行っていた。 

烏海及び周辺地区にある炭田（炭鉱）の自然環境汚染問題も深刻であり、2012年来、自治区の炭田（炭

鉱）消滅プロジェクトが停滞状態にあり、同プロジェクトの廃土管理及び鉱区埋め戻し等の生態系回復旧

作業は無管理・無監督状態にあった。 

ボグトにある危険廃棄物総合処理センターでは、建設後も長期に亘り正常なオペレーションがなされず、

全区域で大量の非鉄金属の冶金廃棄物が未だに速やかな処理が行われていないため、環境リスクが存在し

ている。 工業団地では、清浄化と再整備が待たれるが、自治区級以上の工業団地 64ヶ所の中で、29ヶ所

では未だに集中式の汚水処理施設がなく、31ヶ所では集中供熱設備が設置されていないままだ。 多くの

工業団地では正規の廃棄物保管場が設置されていないままになっている。 

 
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1559957 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

经党中央、国务院批准，中央环保督察组近日起陆续向第一批被督察地方反馈结果。 

11 月 12 日上午，内蒙古成为督察反馈的第一站。中央第一环保督察组副组长翟青在通报反馈督察意见时指出，

“一些同志对生态环境脆弱性、环保紧迫性和艰巨性认识仍有很大差距”，内蒙古自治区 89 个国家和自治区级自然

保护区中有 41 个存在违法违规情况，涉及企业 663 家，且矿山环境治理普遍尚未开展；包头危废综合处置中心建

成后长期不能正常运行，全区大量有色金属冶炼废渣未得到及时处置，存在环境风险。工业园区亟待清理整治，64

个自治区级以上园区中，29 个未建设集中式污水处理设施，31 个未建设集中供热设施，大多数园区未配套建设正

规渣场。 

 

（图片１：7 月 24 日，中央第一环境保护督察组现场检查发现，呼伦贝尔生力源肥业公司违规填埋北方药业公司

委托处置的废菌渣） 

 

反馈意见中指出，内蒙古的呼伦湖、乌梁素海生态功能恢复任务仍十分艰巨，岱海湖流域生态退化严重。部分自

然保护区管理严重不到位，遗鸥国家级自然保护区生态功能已基本丧失。全区“好水减少，差水增多”，地下水超

采严重，水环境保护形势严峻；《大气污染防治行动计划》推进落实工作滞后；北方药业环境污染、煤矿火点治理、

危险废物管理等部分历史遗留及群众关心问题亟待解决。 

反腐败之外，反污染将成为考察官员的又一个重要抓手。澎湃新闻（www.thepaper.cn）从环保部获悉，自 2016

年 7 月 14 日，中央第一环保督察组进驻内蒙古开展了为期一个月的环保督察后，截至目前，内蒙古共办结环境问

题举报 1637 个，关停取缔违法企业 362 家，立案处罚 206 件，拘留 57 人，约谈 238 人，问责 280 人。 

 

（图片 2：中央第一环境保护督察组 7 月 25 日现场检查呼伦湖水环境治理情况） 

 

督察反馈要求，内蒙古自治区各级党委要切实抓好呼伦湖、乌梁素海、岱海湖等重点湖泊综合治理和生态修复。统

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1559957


筹推进生活污水收集处理、污水处理设施提标改造、再生水回用等工作。更加注重水资源保护和水环境治理，坚决

遏制地下水超采行为。进一步加强天然林资源保护和京津风沙源治理，妥善解决草原破坏、毁林开发等问题。加快

钢铁、电力、电解铝等行业以及小锅炉、散烧煤等污染问题整治；加快实施煤矿火点治理、危险废物处置；妥善解

决历史遗留和群众关心的突出环境问题。要依法依规严肃责任追究，对于督察中发现的问题，要责成有关部门进一

步深入调查，厘清责任，并按有关规定严肃问责。 

此外，督察组还对发现的问题线索进行了梳理，将按有关规定向内蒙古自治区党委、政府进行移交。 

根据《环保督察方案（试行）》要求，内蒙古自治区党委和政府将制定整改方案，并在 30 个工作日内报送国务院，

向社会公开。 

反馈会上，中央第一环保督察组组长陆浩就落实督察意见、抓好整改提出了要求。 

具体通报如下： 

 

一是对生态环境脆弱性、环保紧迫性和艰巨性的认识尚不到位。 

不少同志不仅没有认识到生态环境面临的严峻形势，反而认为全区环境容量大，环境不会出问题。2013 年以来，

半数盟市党委常委会很少专题研究环保，有的甚至一年间没有研究环保问题。在与自治区党委、政府领导同志谈话

中，多位同志表示，很多地方干部没有认识到绿水青山就是财富，一些地区生态破坏情况令人心痛；发展煤化工、

电解铝、火电等产业有利于发挥资源优势，但在产业空间布局、可持续发展和保护生态环境方面研究不够，在产业

环境风险控制方面措施不多，已对生态环境造成不良影响。 

呼伦湖、乌梁素海、岱海湖生态功能恢复任务仍然十分艰巨。截至督察进驻时，2016 年 2 月国家批准的呼伦湖

综合治理实施方案项目资金尚未落实，2016 年治理任务难以完成。乌梁素海治理工作主要通过凌汛补水，综合治

理规划尚未批准实施，农业面源治理不力，保护区内未经环评审批擅自上马占地达 5000 余亩的养殖及其配套工程。

岱海湖流域生态退化严重，湖面急剧萎缩，水质逐年恶化，但目前相关市县尚未采取有力措施，自治区尚未批准实

施岱海湖综合治理规划。 

 

二是自然保护区内违法违规开发问题仍然多见。 

89个国家和自治区级自然保护区中有 41个存在违法违规情况，涉及企业 663家，且矿山环境治理普遍尚未开展。

大青山、西鄂尔多斯、甘草等国家或自治区级自然保护区内大量采矿企业直到 2016 年上半年才停止生产。自治区

有关职能部门违规在自然保护区内办理采矿证，甚至到 2015 年 5 月十部委联合印发《关于进一步加强涉及自然保

护区开发建设活动监督管理的通知》后，相关部门仍对甘草保护区 25 宗采矿权审批续证。2014 年和 2015 年，国

土部门和环保部门违规审批位于蒙格罕山自然保护区的采石场项目。 

另外，锡林郭勒草原国家级自然保护区 3 家企业未按自治区环保厅要求启动退出机制。呼伦贝尔、鄂尔多斯存在

违规占用天然草地问题。遗鸥国家级自然保护区生态功能已基本丧失。 

 

三是水和大气污染防治工作推进滞后。 

全区存在“好水减少，差水增多”的问题。2015 年，全区 90 个地表水断面中，达标断面同比下降 7.7 个百分点，

劣 V 类断面同比上升 3.1 个百分点。其中，黄河支流 12 个断面中 5 个，西辽河流域 14 个断面中 7 个水质持续恶

化。全区地下水超采问题突出，通辽、呼和浩特、包头等多个盟市地下水水位下降明显。大量企业违规使用水资源，

城镇生活污水处理不到位等问题突出，进一步加剧全区水环境保护严峻形势。 

部分大气污染防治任务进展较慢，全区尚有 10 家企业 22 台火电机组未建设脱硫设施，其中呼伦贝尔市多家企业

长期超标排放。截至 2015年底，全区城市建成区仍有 654 台每小时 10 蒸吨及以下老旧锅炉尚未淘汰。7 家企业自

备火电厂违规上马，总装机容量达 511 万千瓦。 

 

四是部分历史遗留及群众关心问题亟待解决。 

呼伦贝尔北方药业有限公司异味扰民问题长期存在，2013 年以来，自治区各级环保部门共收到关于北方药业的

投诉达 143 件。现场督察时，厂内腐臭扑鼻，生力源肥业违规填埋北方药业产生的废菌渣，性质恶劣。 

乌海及周边地区煤田（煤矿）自燃污染环境问题严重，2012 年以来自治区煤田（煤矿）灭火工程基本处于停滞状

态，灭火工程排土场管理和矿区回填等生态修复工作处于无人监管状态。 

包头危废综合处置中心建成后长期不能正常运行，全区大量有色金属冶炼废渣未得到及时处置，存在环境风险。

工业园区亟待清理整治，64 个自治区级以上园区中，29 个未建设集中式污水处理设施，31 个未建设集中供热设施，

大多数园区未配套建设正规渣场。 
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