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北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議

（第４６回）

議 事 録

日 時：２０１９年３月１３日（水）午後２時３０分開会

場 所：Ｐ Ｃ Ｂ 処 理 情 報 セ ン タ ー

資料 2

（第47回 監視円卓会議）
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１．開 会

【事務局】

定刻より少し前ではございますが、皆様おそろいでございますので、ただいまより、北

海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議を開催させていただきます。

本日は、皆様におかれましては、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありが

とうございます

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課の遠藤でございます。

本日の会議は、おおむね１６時半を目途に終了したいと考えておりますので、ご協力を

よろしくお願いいたします。

また、皆様へのお願いですが、本会議では議事録を作成して公表しております。ご発言

の際には、必ずマイクをご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

それでは、開催に当たりまして、北海道環境生活部環境局長の相田よりご挨拶を申し上

げます。

【相田局長】

北海道環境生活部環境局の相田でございます。

委員の皆様には、本日は、大変お忙しい中、雪も降っている中、ご出席を賜りまして、

まことにありがとうございます。また、近隣市からは、登別市、伊達市のほか、オブザー

バーといたしまして、環境省、北海道立総合研究機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、

ＪＥＳＣＯ本社からもご出席をいただいているところであります。

さて、本日は第４６回目の会議でございますが、ＪＥＳＣＯからは、トラブルの事象、

それから、前回の会議でご指摘をいただいておりました事柄のほか、長期処理計画などに

ついてご説明をいただくという形になってございます。

また、道からは、ＰＣＢ廃棄物の把握調査の進捗状況をご報告させていただきますとと

もに、調査結果を踏まえました今後の措置といたしまして、これまで検討し、前回の第１

回定例道議会で議決を経て成案となりました北海道循環型社会形成の推進に関する条例、

これは改正条例でございますが、これにつきましてご説明をさせていただきたいと考えて

ございます。

なお、この監視円卓会議でございますが、委員の任期が２年となってございますことか

ら、現在の委員につきましては今年度内の任期ということになってございます。現委員で

の会議は今回で最終ということになる予定でございます。

改選につきましては、別途ご案内をさせていただきますが、２年間にわたりまして非常

に熱心にご議論やご助言をいただいたことにつきまして、深く感謝を申し上げます。

ありがとうございます。

本日は、限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し

上げまして、開会に当たりましても私のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いを
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いたします。

【事務局】

続きまして、本日、オブザーバーとしてご出席いただいております環境省廃棄物規制課

の成田課長よりご挨拶をいただきたいと思います。

【環境省】

環境省廃棄物規制課長の成田でございます。

眞柄座長を初め、委員の皆様におかれましては、日ごろよりＰＣＢ廃棄物の処理の推進

にご指導、ご協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。

ＪＥＳＣＯ北九州事業所におきましては、変圧器、コンデンサー等について、いよいよ

本年度末の計画的処理完了期限が半月余りに迫ってきており、処理はほぼ完了に近づいて

おりますが、最近になって新たに見つかり、自治体において速やかに代執行を進められて

いるという事案もございます。

ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所の処理対象物につきましては、変圧器、コンデンサ

ー等の処分期間を平成３３年度末まで、安定器、汚染物等の処分期間を平成３４年度末ま

でとしております。

北九州事業地域の取り組みも参考としながら、残された時間を意識して、早期処理に向

けた取り組みを計画的に進めていく必要があります。

環境省といたしましても、引き続き関係者と連携しつつ、安全の確保を大前提として、

ＰＣＢ廃棄物の処理が一日も早く進むよう、全力で取り組んでまいります。

本日の会議でも、皆様からご指導を賜ることで、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所の

安全確保の徹底やＰＣＢ廃棄物の期限内の処理に向けたさらなる取り組みの推進につなげ

たいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。

【事務局】

ありがとうございました。

２．議 事

【事務局】

それでは、議事に入らせていただきます。

ここからの進行は眞柄座長にお願いいたします。

【眞柄座長】

眞柄でございます。よろしくお願いします。

それではまず、配付資料の確認をしたいと思いますので、事務局から説明してください。
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お願いします。

【事務局】

それでは手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。

まず、資料番号が漏れておりますけれども、資料１としまして、北海道のＰＣＢ廃棄物

処理事業監視円卓会議（第４５回）議事録を１部つけております。それから、資料２－１、

中間貯蔵・環境安全事業株式会社におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の現況、資料２－２、北

海道事業の進捗状況、資料２－３、稼動状況、資料２－４、トラブル事象等について、資

料２－４の別添１ということで１枚物がついております。資料２－５、平成３０年度北海

道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタリング測定結果、そして、資料２－６が資料２

－５のホチキス留めの一番最後についておりますけれども、資料２－６として、中間貯蔵

・環境安全事業株式会社北海道ＰＣＢ処理事業所に対する立入検査実施状況、資料３－１、

作業従事者の経験年数及び教育訓練について、資料３－２、災害時の危機管理対応につい

て、資料３－３、前回の監視円卓会議での課題に対する報告、資料３－４、北海道ＰＣＢ

廃棄物処理事業に関する通報連絡及び公表基準、資料４－１、北海道ＰＣＢ処理事業所長

期保全計画について、資料４－２、プラズマ溶融分解炉への負荷低減に向けた取り組みに

ついて、資料４－３、北海道ＰＣＢ処理事業所長期処理計画について、資料５、北海道Ｐ

ＣＢ処理事業所内部技術評価結果について、資料６、北海道によるＰＣＢ廃棄物の把握調

査等についてという資料があります。

あとは、参考資料として、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（Ｎｏ．４２）という１

枚物がついております。

それから、部数が足りない関係で委員の皆様だけにお配りしておりますけれども、北海

道の把握調査で使用しておりました、「放っておけないＰＣＢ」というパンフレットと、

そのときの調査票を参考までにつけております。

資料は以上でございますが、足りないものなどはありますでしょうか。

それでは、引き続きお願いします。

【眞柄座長】

それでは、早速、議事に入りたいと思います。

まず最初は前回の議事録ですが、あらかじめ委員の皆様にお送りして見ていただいてお

ります。

特にご意見がなければ、この形で議事録とさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

それでは早速ですが、具体的議事に入りたいと思います。

資料２が進捗状況等についてであります。これについてご説明ください。
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【ＪＥＳＣＯ】

ＪＥＳＣＯ北海道事業所の松本でございます。

ＪＥＳＣＯから報告させていただきます。

資料２－１をご確認ください。

ＪＥＳＣＯにおけるＰＣＢ廃棄物処理事業の現況でございます。

全国５事業所の状況について説明しておりますが、こちらの資料は、前回からの変更が

特にございませんので、詳細の説明は省略させていただきます。

続きまして、資料２－２をご確認ください。

北海道事業の進捗状況になります。

前回の円卓会議以降追記した、最後のページ、１０ページ目になります。

前回、１１月１９日に監視円卓会議がございまして、その後の出来事を３行ほど追加し

ております。その中で、１月８日に区分Ⅳのトラブルが発生しております。これは、後ほ

ど詳細を説明させていただきます。

それから、最後の行でございますけども、２月４日にフェリーを利用した道外廃棄物の

搬入再開（宮古－室蘭）と書いております。皆さんご存じのとおり、昨年６月に宮古－室

蘭間のフェリーが始まりました。このフェリーを利用した廃棄物の搬入が今年の２月４日

に初めて行われたということで追記させていただいております。

資料２－２は以上になります。

続きまして、資料２－３をご確認ください。

稼動状況になります。

まず最初に、当初施設の関係です。

１ページ目が受け入れ状況の表です。

これ以降、ことしの１月末までの集計数字でご説明させていただいております。

２ページ目は、当初施設での処理の状況になります。

表の下の黄色い網かけ部分になりますが、変圧器類で１月末までで３，８０９台、コン

デンサー類で５万８，３８６台ということで、ＪＥＳＣＯの登録数に対する処理の進捗率

はそれぞれ９１．４％、９２．６％という実績になってございます。

右側の３ページの変圧器、コンデンサー類のこの１年の各月の処理台数、処理重量のグ

ラフの実績となっております。

４ページ目は、当初施設での純ＰＣＢ油の処理量になります。

５ページ目は、有価物としての払い出し実績ですが、ＪＥＳＣＯでお金をいただいて、

鉄や銅、アルミなどを払い出した実績となっております。特にコメントすることはござい

ません。

６ページ目は、産業廃棄物として払い出した実績ですが、一番下がＰＣＢ濃度５０００

ｐｐｍ以下の無害化認定施設への払い出し実績の表となります。

続きましては７ページ目が増設施設の実績になります。
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受入状況の表ですが、道内、１５県、１都３県と分けて記載してございます。

８ページ目が処理の実績になります。

下に小さな表がございますけれども、１道１５県内でここまで処理してきた重量が３，

０５６トン、１都３県で１，５５７トン、それぞれＪＥＳＣＯの登録重量に対する進捗率

が７６．１％、２５．７％となっておりまして、合計すると４５．８％、ほぼ５０％に近

いところまでやってきたというところです。

９ページのグラフが増設施設のこの１年間の各月の処理重量のグラフになります。そし

て、その下が増設から払い出されます産業廃棄物の表になります。

この表の中に、スラグの払い出し実績ということで、平成２９年９月のところが赤字に

なっています。８６，７４８キログラムという数字が赤字になっております。この数字は、

前回、１１月の説明の際に桁を間違えて記載しておりましたので、今回、訂正させていた

だいた形で表に記載してございます。

続けて、資料２－４の説明をさせていただきます。

【ＪＥＳＣＯ】

資料２－４、トラブル事象等について、安全対策課の鈴木より報告させていただきます。

トラブル事象等について、１.前回監視円卓会議以降のトラブル事象について。

前回の監視円卓会議平成３０年１１月１９日開催以降、北海道及び室蘭市に報告し、公

表したトラブル事象は以下の１件でした。

事象１（当初）第２ＴＣＢ除去塔塔底ポンプ吸込みバルブ開放操作中に指を切創

発生月日は平成３１年１月８日、区分Ⅳの微傷災害でございます。

内容につきましては、後ほど詳細を報告させていただきます。

また、前回の監視円卓会議で最終報告をさせていただきました平成３０年２月１６日、

５月２２日、９月１日発生の２系プラズマ溶融分解炉排気（セーフティネット活性炭前）

オンラインモニタリングＨＨ警報発報による排気漏洩防止設備（セーフティネット活性炭

１段から２段）の起動についても、ＪＥＳＣＯのホームページで公表しているところでご

ざいます。

２.不具合事象等の公表件数について。

前回の監視円卓会議以降、北海道及び室蘭市に１５件の不具合事象と１１件の不具合事

象未満を報告し、ＰＣＢ処理情報センターにて公表しております。

１０、１１、１２、１月の各件数を表にまとめておりますので、ご確認ください。

また、その下に年度別報告状況を記載しております。

なお、平成３０年の件数は、平成３１年１月末時点のものとなります。

１枚おめくりください。

こちらは、トラブル事象概要の報告となります。

区分Ⅳ、微傷災害、件名、当初施設第２ＴＣＢ除去塔塔底ポンプ吸込みバルブ開放操作



- 1 -

中に指を切創。

発生日時、平成３１年１月８日火曜日、１６時５２分。

発生場所、当初施設蒸留エリア１階。第２ＴＣＢ除去塔塔底ポンプ周り、管理区域レベ

ルは１でございます。

概要でございます。

設備の点検補修により停止していました第２ＴＣＢ除去塔の立ち上げのため、運転会社

の作業員が閉止していた塔底ポンプの吸い込みバルブを両手でハンドル回しを用いて開放

していた際に、ハンドル回しがバルブから外れ、その反動で右手の薬指が近くの別のバル

ブのスピンドルに接触し、１．５センチ程度の切創をしたものでございます。

被災しました作業員は、液処理グループで４８歳、経験年数が６年でした。

なお、当該作業員へのＰＣＢの接触はなく、操業への影響もございませんでした。

下の写真をごらんください。

左側の上下でございますが、まず、上がバルブ開放作業状況の写真でございます。

また、下は、今回の切創の原因となりましたハンドル回しになります。金属製でＦ型の

形のものとなっております。

上の図を見ていただきたいのですが、ハンドル部にＦ具のスリットの部分を差し込み、

これで矢印方向に押して回す形のものになります。

この際、ハンドル回しが外れ、同じく写真左上に四角で囲われたところにバルブがござ

います。その中心にスピンドルが出ており、ハンドルからハンドル回しが外れ、手がぶつ

かって切創したという事象でございます。

なお、現在、その場所では、右下にございますように、突起物を緩衝材で保護しており

ます。

時系列にて報告いたします。

１月８日１６時５２分、ハンドル回しがバルブから外れ、その反動で右手の薬指が近く

のスピンドルに接触し、切創。

１６時５６分、処理棟から管理棟へ移動し、応急手当を開始しております。

１７時１０分、運転会社よりＪＥＳＣＯへの報告がありました。

１７時５０分、日鋼記念病院に搬送、１８時４５分、診察開始ということで、治療とし

まして消毒と止血を行っております。

なお、止血については、縫合ではなく、ばんそうこうでの処置となっております。

また、診察では、翌朝に出血がなければ再診の必要なしとの診断をいただいており、２

１時４５分、帰社し、仕事に復帰しております。

翌日の１月９日は、当該作業員は休暇であったため、本人より、ばんそうこうを外して

も出血はなかったとの報告を受けております。

臨検でございます。

こちらは、１月１０日１０時となっておりますが、１月９日の１０時ですので、訂正を
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お願いいたします。

１月９日１０時、胆振総合振興局３名及び室蘭市２名による環境保全協定に基づく立入

検査を受診してございます。

今回の事象の原因でございます。

本作業において、綿手袋、インナー手袋のみでは手の保護が不十分であったこと、バル

ブにかけたハンドル回しのかかりが甘かった可能性があること、ハンドル回しが外れる方

向に危険な突起物、今回はバルブのスピンドルがありました。

対応策でございます。

このハンドル回しは、人力でハンドルが回らない、または、手締めでは液の流れが完全

にとまらない場合に使用することになっており、使用の際は、綿手袋、インナー手袋の上

に革手袋を装着して操作する保護具の適正な使用。ハンドルに対し水平にハンドル回しを

かける、道具の正しい使用方法。

ハンドル回しが外れた場合に、突起物が当たらない立ち位置で操作し、各人が安全を確

保します。

ただし、どこに立っても突起物が当たるような場所におきましては、緩衝材等で保護す

ることとしております。

これらのことについて、運転会社で教育を１月１０日から１８日の間に実施しておりま

す。

トラブル関係の報告は以上でございます。

【眞柄座長】

ありがとうございました。

２－１から２－４まで、ご質問、ご意見がありましたらどうぞお出しください。

【○○委員】

稼働状況については理解できるのですけれども、それが全体の生産輸入量にどれだけか

かわっているのか、日本全体ではどの程度のものになっているのか、何％かわからないけ

れども、不明なものもあるだろうし、今後、限られた期間の中で再調査をする部分の中に

おいては、実数の調査と乖離している部分があると思うのです。

その辺のところを今後どのようにして詰めていって短い期間にやろうとしているのかと

いうことと、先ほど言いました、国内における全体の生産輸入量の中で、今、どの程度の

割合でここまで来ているのか。これではちょっと見通しがつかないので、その辺のところ

をちょっと説明していただければ助かります。

【環境省】

ご指摘の全体の生産輸入量というのは、かつて、何万トンというものがございましたけ
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れども、その後、ＰＣＢを処理できず、３０年経過していく中で、かなり紛失がなされて

おります。その後、２００１年にＰＣＢ処理特措法を国として制定いたしまして、その中

で、まず、量の把握とＪＥＳＣＯによる拠点的な処理施設の整備ということをして、今、

地元の皆様のご理解のもとに進めているところでございまして、もともとの量の何％かと

いうと、その３０年の間にかなり紛失されてしまっていて、その量の現状を把握できない

ところでございます。ですので、我々としましては、今、ＰＣＢ特措法制定以降に届け出

がなされました物の量は、各自治体に届け出がなされておりますし、それがＪＥＳＣＯに

処理ということで、高濃度のものについては登録がなされておりますので、それを処理対

象物として計画を立てて処理をしているところでございます。

では、この後に出てこないのかというところに関しましては、掘り起こしの調査を自治

体にお願いしておりまして、環境省もそれを全力でサポートして、一緒にやっているとこ

ろでございます。

いずれにしましても、期限より十分先立って掘り起こし調査をしております。もともと

持たれていた方は、早く処分してほしいということで届け出になり登録なりがなされてい

るわけですけれども、それから漏れていて、認識されていないとか、処分期間までに全て

処分になっていないものが本当にないのかという調査を、変圧器、コンデンサー、安定器

等をやっているところです。

ですので、まずはそれをしっかり早期に終わらせることによって最終的な量を確定して、

処理を期限までにしっかり終わらせていきたいということで進めているところでございま

す。

【○○委員】

不明になったものがわからないというのがまず第一です。今まで登録されているものを、

それは処理したものも含めて、全体の生産量が５万４，０００などと言われていますけれ

ども、今、どの程度の進捗状況になっていて、既に何百トンかの不明も明らかになってい

るようですが、今、これだけのものが明らかになくなっていると。例えば、大震災のとき

に流れてしまったとか、そういうことも含めてどの程度把握されていて、今後については

詰めていこうということで、早急に調査をしていこうということで進められているのか、

それが果たして間に合うのかどうか、一番心配しております。その辺についてはどうなの

でしょうか。

【環境省】

どれだけなくなったかということは、正直、把握できていないところでございます。し

かし、我々としては、しっかり把握されて、届け出なり登録なりがされているものをしっ

かり期限までに処理していくということで、今後ふえていく可能性があるものがある中で、

その量を早期に確定するための掘り起こし調査を早く進めていって、量を確定させると。
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それと並行して、期限までにしっかり終わるような対策を考えながら進めていくというこ

とかと思っております。地元の皆様にご心配をおかけしないように、しっかりやっていき

たいと思っております。

【眞柄座長】

今、届出量に対して、これまで、北海道の事業所も含めて何％ぐらいがもう処理されて

いるのか。そして、残りの量に対して期限までにこれまでのペースでいったら必ずできる

かどうかということをもう少し具体的に聞きたいということですので、それに答えてくだ

さい。

【環境省】

失礼いたしました。

今、正確な数字が手元にございませんけれども、まず、北九州事業地域、西日本の中国、

四国、九州、沖縄地域では、変圧器、コンデンサーの処分期間が既に昨年３月に終わって

おりまして、今月末が計画的処理完了期限でございます。そちらについては、変圧器は１

００％処分が完了しております。

コンデンサーにつきましても、ほぼ９９％以上の処理が完了しておりまして、残り半月

で処理を終えるという計画になってございます。

そして、北海道を含めたほかの四つの事業所で行っている変圧器、コンデンサーについ

てですが、まず、北海道事業所については、先ほど松本所長からご説明がありましたとお

り、変圧器、コンデンサーについては９割以上処理が進んでいるということでございまし

て、ほかの三つの事業所についても、８割以上の処理が進んでいるということで、残りの

処分期間まで２年、３年、それから、計画的処理完了期限まで３年、４年とございますけ

れども、処理を終わらせていくという計画になっております。

安定器、汚染物についても、後ほど資料４－３のほうで長期処理計画をご説明いたしま

すけれども、計画的処理完了期限内に処分が完了する見通しに現状なっておりますが、先

ほど申し上げたように、まだ掘り起こし調査が進捗中のところもございますので、これか

ら出てくる量がないということはございません。そういうものが出てきたときに、期限内

にしっかりおさまるような対策を並行してしっかり講じていく、それについても後ほどご

説明したいと思っております。

【○○委員】

○○委員が質問している内容に的確に答えていると感じないのです。それは、ここで何

回も質問されていることなのです。それは何かというと、最初にお話があったように、日

本で生産されたもの、輸入されたものの総量は把握されているはずです。現在、現存して

いるもの、あるいは、処理されたものも正確に把握されているはずです。そうすると、そ
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の差の中に、どう考えても、合理的に考えても、これは紛失したと思われるものの確定作

業をしていないのかどうかということです。そこが確定していれば、残りの差というのは

いわゆる不明ということになります。この不明の量が幾らなのかということです。

その不明の中身も、ここの会議の中で、途中、コンデンサー関係ですごい量が出てきた

ということがありました。実はそこは余り考えられていなかったのだけれども、何百万個

も出てきたことがはっきりしてきて、それもつくり方が違うということです。ですから、

東京ではできないけれども、こっちではできるなど、いろいろな話が出てきましたね。

そのように、具体的にやれば、不明な部分の種類とか、いろいろなものをある程度絞っ

ていけるはずです。そうすると、調査するにしても、調査の仕方がある程度絞られてくる

と思うのですが、その不明の部分が幾らなのかということを繰り返し聞いているのです。

そこがいつも曖昧なのです。そのためには、これは完全に事故とかいろいろなことがあっ

て、もうありません、自然界の中に消えてしまいましたという確定しているものがあるの

だったら、それをきちんと出して、その上で不明が幾らなのかということを求めているの

です。

これは、○○委員ばかりではなくて、我々みんなその気持ちで、繰り返し、繰り返し質

問しているのですが、いつも処理します、処理しますという言葉で逃げてしまっているの

です。そこをはっきりしてほしいのです。それが国民にとっては不安の原因なのです。東

京都の東京湾のＰＣＢの濃度が長年にわたって低下しないという問題が提起されているわ

けです。それは、逆に言うと、自然の中に漏れたものは自然の流れの中で東京湾に流れて

いっているという現象で、新たに漏らしたと考えるか、考えないかという問題があります

けれども、そういう絞り方がはっきりしていなくて、何となくぼやっとした回答なのです。

○○委員が言っているのは、そこではっきりしているのは、今まで処理したものははっ

きりしているのだけれども、５万４，０００トンのうちの幾らだと。それから、これは明

らかになくなったというものが、これは何ぼだよと、不明はこういう形で考えられますと

いうことを求めているのです。そこをお願いしたいのです。

【眞柄座長】

おっしゃることは、私もよくわかっています。環境中のＰＣＢの調査は、環境基準もあ

りますし、この後、モニタリングステーションでＰＣＢの値も報告をされておりますが、

そういう数値を国全体で統計的に解析した結果が報告されていないのが現実だと思いま

す。

そういう意味で、どこかの段階で特措法の範囲内ですが、日本の国土の環境中にどれぐ

らいＰＣＢが低濃度で存在しているかという具体的な、もちろんある程度の誤差は含んで

いますが、それを整理して提出されることが大事かと思います。

それについては、今、環境省のほうで答えるのは無理な話ですので、どこかの段階で環

境省で調査をされるように、私からも機会を捉えて、意見として、北海道の監視円卓会議



- 1 -

の委員の方々の意見としてお伝えしたいと思っておりますので、どこかの段階で環境省の

調査で出されると期待をしております。

私も、昔から、ＰＣＢのカネミの事件が起きてからずっと関係しています。その段階で、

とにかく小さな漁船の船底塗料にまでＰＣＢが使われた時代がありまして、環境中にどん

どんばらまかれたと思いますし、習字用の筆だけではなくて、お化粧に使う筆をつくるの

にもＰＣＢが使われていました。とにかく、いろいろなところでＰＣＢが使われていまし

たので、ＰＣＢの環境規制が始まって、それが生体濃縮で具体的に問題が生じるというこ

とで、今日の規制の状況になるまでの間、随分と期間がありましたので、その間に流出し

て、まさに不明になっているものがどれくらいあるかということはわからないわけです。

ただ、ＰＣＢというのは、分解しないものですから、環境中に残っている量を調査して、

ラフではありますが、推計すれば、どれくらい残っているかということがわかります。ま

た、海外へ輸出されたものもありますが、ある種の物質収支を国として求めておくという

ことは大事なことだと私も思っておりますので、そのようなことを環境省にしかるべきと

ころで申し上げたいと思います。このことについてはご了解をいただきたいと思います。

それ以外のことで何かございますか。

（「なし」と発言する者あり）

【眞柄座長】

それでは次に、モニタリングの結果と立入検査のことについて、道からお願いします。

【事務局】

事務局から、資料２－５、平成３０年度北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタ

リング測定結果について報告させていただきます。

１ページ目は、周辺地域環境の道と室蘭市の実施分になります。

いずれも、環境基準から大きく下回っております。

２ページ目は、周辺環境で、ＪＥＳＣＯの実施分になります。

こちらも、いずれの項目に関しても環境基準値を十分に下回っております。

３ページ目は、排出源です。上が当初施設のＪＥＳＣＯの実施分、下は道の実施分です。

こちらに関しても、いずれも排出管理目標値を下回っております。

次の４ページ目は、増設施設の排出源モニタリング結果になります。

上がＪＥＳＣＯ実施分、下が道実施分です。こちらも排出管理目標値を十分に下回って

いる結果となります。

５ページ目は、排出源のＪＥＳＣＯ実施分ですけれども、ボイラーの排ガス、騒音、振

動、悪臭になりますが、いずれも排出管理目標値を十分に下回っている結果になっており

ます。
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６ページ目も排出源のＪＥＳＣＯ実施分で、上が浄化槽最終出口、下が増設施設の浄化

槽排水結果になりますが、こちらに関しても十分に下回っているという状況でございます。

最後は資料２－６ですけれども、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所に対する道と室蘭

市の立入検査状況になります。

ページをめくっていただいて、２ページ目の下の太枠部分ですが、１１月２７日と１月

９日に立入検査をしております。

協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査として２回しておりまして、下の１月９日のと

ころでは、先ほどＪＥＳＣＯより報告のありました切創トラブルの件で、作業員の安全確

保を第一に、再発防止策の検討をするように指摘をしております。

説明は以上です。

【眞柄座長】

それでは、モニタリングの調査結果について、ご質問やご意見がありましたら、どうぞ

お出しください。

気温に影響された変化が毎年のように起きているということで、特出した値は出ていな

いようですので、今後ともモニタリングを継続していただきたいと思います。

【○○委員】

いつも、第１回目にこれまでのトレンドを見せていただいていると思います。先ほど、

環境中のＰＣＢに対する意見で、どのくらい紛失するかということで、紛失したものはそ

のまま環境中に出るということなので、結局、それが私たちの健康に影響するかというこ

とを市民は非常に気にされていると思います。今回のモニタリングは海域などのデータが

出てきているのですが、この１年の季節変動ではなくて、１０年以上のモニタリング結果

があると思いますが、長期的なトレンドですね。環境中に分解するので、変動しながら下

がると思うのですが、長期間の、室蘭周辺のＰＣＢの、こちらの水域とか底質のトレンド

を見ていただいて、環境中の濃度が確実に下がってきて、処理を完了すれば環境中への影

響は非常に減らすことができるということです。

その点を次回以降で結構ですので、少し長めのトレンドの表示と説明をお願いできれば

と思います。

【眞柄座長】

それでは、次回には長年の傾向がわかるように、データの工夫をしてご紹介ください。

次に、前回の円卓会議で話題になっていました作業従事者の教育訓練等について説明し

てください。

【ＪＥＳＣＯ】



- 1 -

資料３として、前回の監視円卓会議での課題に対する報告ということで、資料３－２か

ら３－４まで続けて報告いたします。

まず、資料３－１でございます。作業従事者の業務年数及び教育訓練についてです。

１.運転会社職員の業務年数です。こちらは、平成３１年１月１日現在、運転会社の職員

数は２３７名でございます。

業務年数で比を出しております。１年未満が２７名の１１．４％、１年から３年未満は

３４名で１４．３％です。３年以上は１７６名で７４．３％です。構成比を図にしており

ます。

２.北海道ＰＣＢ処理事業所での労働災害と業務年数です。

こちらは、操業開始以来の件数をあらわしております。

操業開始以来の件数としましては、７件の労働災害と、前回報告いたしました不具合事

象未満の１件を加えております。

こちらですが、当初施設の操業開始は平成２０年５月２１日でございます。

操業開始１年以降のものにつきましては、いずれも３年以上の業務年数という結果でご

ざいました。

ページをおめくりください。

運転会社における安全確保のための教育について報告いたします。

１.新人教育 １）教育の内容等です。

運転会社（室蘭環境プラントサービス株式会社（以下「ＭＥＰＳ」）においては、新規

採用者に対し社内で教育計画を立て、一定期間、基礎知識（共通・専門）、新人実技（Ｏ

ＪＴ）等の教育を実施し、現場に配属しています。

２）教育期間です。

研修期間は３カ月です。３カ月後に、見極め（習熟度評価）を実施しております。

不合格であれば、合格するまで１カ月ごとに追加教育を実施しております。

なお、合格・不合格は、５段階評価の２以下が不合格となっております。

２.通常時の技術評価及び技術向上策です。

ＭＥＰＳでは、毎年、プラント設備能力、環境保全性能、作業環境性能を十分に発揮で

きるよう、運転員の技能習熟度評価を実施しております。

対象は、当初施設が受け払い、解体、液処理、操業技術、分析の各グループ、増設施設

は、受け払い、前処理、溶融分析の各グループとなります。

評価時期ですが、当初施設は毎年９月に評価を実施し、増設施設は毎年３月に評価を実

施しております。

なお、途中での配属先異動につきましては、異動３カ月後に実施しているところでござ

います。

評価方法でございます。

評価方法は、１から５の５段階評価とし、ただし、５段階評価中、２以下の場合は、単
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独作業は行なわせず、評価が３以上になるまで教育訓練を継続しております。

教育内容ですが、運転に関する習熟度評価ということで、基礎知識、技術、実技につい

て各グループごとでの必要な内容で実施しております。

以上より、実務経験年数の浅い作業従事者が災害を起こしている傾向は特に見られてお

りません。

新人教育は適切に実施されていると判断しています。

なお、新人以外の通常の習熟度評価についても適切に実施されていると判断しておりま

すが、状況に応じて常に効果的な手法を検討して、適時、反映できるよう連携を図ってま

いりたいと考えております。

続きまして、資料３－２、災害時の危機管理対応について報告いたします。

北海道胆振東部地震において、複数の通信手段が使用できなくなる事象が発生いたしま

した。このため、北海道事業所では、現在、下記の対策を準備し、通信手段の改善、確保

を図ります。

１.ＮＴＴの災害時優先電話の登録です。

ＪＥＳＣＯ事務室（当初施設、増設施設各１台ずつ）、ＭＥＰＳは、当初施設、中央制

御室、控え室各１台の固定電話４台を優先電話としてＮＴＴに登録いたしました。

今後は、この電話には通信制限がかからず、優先的に電話をかけることができるように

なります。

２.衛星回線携帯電話の準備です。

昨年９月の北海道胆振東部地震発生直後は、各社の携帯電話の通話がつながりにくくな

り、その後、各携帯電話会社の基地局の電源停止により、携帯電話が使用できなくなりま

した。そのため、今回、衛星回線携帯電話の導入を決定いたしました。

衛星回線携帯電話の導入により期待できる効果をまとめております。

一つ目、行政、官公庁、関係官庁、ＪＥＳＣＯ本社等、緊急連絡先との通話連絡が可能

となること。

二つ目、メールによる収集運搬車両からの緊急通報連絡が受信可能となること。

三つ目、産業廃棄物情報管理システム（ＧＰＳによる収集運搬車両追跡）の使用が可能

となること。

四つ目、写真、図表等の画像データの送受信が可能となること。

五つ目、ＪＥＳＣＯ本社とのテレビ会議が可能になること等の効果を期待しております。

３.非常時の電源確保です。

昨年、長期の停電が発生し、業務に支障が発生いたしました。それを踏まえ、現有社有

車２台、ガソリン車がいずれも更新時期にあったため、非常時の電源として利用可能なハ

イブリッド車を導入いたしました。

２０１８年１２月に１台導入し、２０１９年４月にもう１台導入予定となっております。

この結果、非常時には非常用発電機による発電、さらに、社有車からの電源利用が可能
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となります。

ページをおめくりいただきまして、資料３－３ 活性炭交換時期決定に係る検討です。

昨年秋以降、第１活性炭吸着槽Ａ、Ｂ、第２活性炭吸着槽Ａ、Ｂの活性炭を新品に交換

いたしましたので、これらの槽を利用して、活性炭交換時期決定に係る検討を実施いたし

ます。

次のページに、活性炭についてまとめております。

まず、今回試験を行う第１活性炭吸着槽ですが、こちらは、排気第１系統、大型車載ト

ランス解体エリア、真空加熱分離エリア、汚染物メンテナンス室の排気のセーフティネッ

トに使用している活性炭となります。

また、第２活性炭吸着槽Ａ、Ｂですが、こちらは排気第２系統、小型トランス解体エリ

ア、コンデンサー解体エリア、攪拌洗浄エリア、真空超音波洗浄エリア、基幹物流エリア

の排気を処理するセーフティネット活性炭となります。

１ページにお戻りください。

第１活性炭吸着槽Ａ、Ｂ、第２活性炭吸着槽Ａ、Ｂの活性炭の交換時期を表に示してお

ります。いずれも、平成３０年９月より平成３０年１月までに全て新しいものと交換して

おります。

第１活性炭吸着槽Ａ、Ｂ、第２活性炭吸着槽Ａ、Ｂで溶剤含有量等の分析を定期的に実

施することで、使用初期からの活性炭の性状を経時的に確認することができ、あわせて、

排ガス中の溶剤濃度等の測定も実施いたします。

実施内容でございます。

１.活性炭・排ガスの採取を定期的に行う。

２.採取した活性炭の性状分析ということで、分析項目は乾燥減量、充塡密度、アセトン

吸着能、揮発分、溶剤含有量、ＰＣＢ含有量ですが、これを実施し、経時変化を把握いた

します。

３.活性炭吸着槽の上流、中間、下流の３カ所で採取した排ガス中のＰＣＢ濃度、溶剤濃

度を測定いたします。

下の図に、上流、中間、下流の採取位置を示しております。

１系、２系の活性炭は、現在、第１側にＢ槽、第２側にＡ槽を配置しております。

４.第１活性炭吸着槽Ｂの各測定点で風速を測定し、各ブロックの風量を調査する。

風量調査で、活性炭層の各ブロックの負荷を推計し、溶剤含有量等の分析結果と比較検

討する。

図に、活性炭吸着槽のブロックを示しております。ガスの流れは左から右になります。

左から入ったガスは、片側三つ、両側で６ブロックの活性炭槽を通し、右側に流れる形

となります。

その中の黒丸が活性炭の採取点、赤丸が今回風速を測定する点となっております。

結果につきましては、改めて報告させていただきます。
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ページを２枚おめくりください。

続きまして、資料３－４です。

平成３０年２月１６日、５月２２日、９月１日発生の２系プラズマ溶融分解炉排気オン

ラインモニタリングＨＨ警報発報により、通報連絡及び公表基準の見直しが必要となりま

したので、報告させていただきます。

変更をお願いする箇所でございますが、区分Ⅲの１の③、施設外へのＰＣＢ等法令で定

める有害な物質の排出を伴わない排気漏洩設備の起動、こちらに※１０の追記をお願いし

ております。

備考の一番下になります。※１０、ＰＣＢ濃度に異常はなく、夾雑成分、夾雑信号等に

よる検知やオンラインモニタリング設備自体の異常が判明した場合は除く。との項目の追

加をお願いしております。

あわせまして、同じく区分Ⅲ、１の①、修復に設備停止が必要なＰＣＢ等法令で定める

有害な物質の施設内での漏洩に、同じく下の備考の赤字部分※７を見ていただきたいので

すが、ドラフトチャンバー内に留まったものですが、増設施設において、通常、ＰＣＢを

扱うエリアとなっており、こちらのことも除外の中に含めていただきたいと考えておりま

す。

３－１から３－４の説明は以上でございます。

【眞柄座長】

今ご説明をいただいた３－１から３－４までは、いずれも前回の円卓会議で話題になっ

たことについてご説明をしていただいたということです。いかがでしょうか。

【○○委員】

資料３－３の活性炭です。

実施内容のところで、３は排ガスの場所が明示されておりますが、２の採取した活性炭

の場所が明示されていません。どこでやるかということを明らかにしてほしいのです。活

性炭層の上流、中流、下流ということです。それを何カ所やるのかということです。

それから、乾燥減量という言葉がわかりませんでしたので、説明してください。

【ＪＥＳＣＯ】

まず、活性炭の採取場所ですが、第１活性炭層Ｂの図となります。Ａも同じ構造で、中

は、それぞれ片側３ブロック、両側で６ブロックございます。こちらのブロックの中央で

高さ方向に上中下の３カ所から採取したものを等量混合して測定したいと考えておりま

す。

こちらは、同じく第１活性炭のＡ槽についても同じでございます。

なお、第２活性炭につきましては、６ブロックではなくて、片側２個ずつの４ブロック
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となりますので、同じようにそれぞれのブロックの中央から上中下という３カ所の高さか

ら採取したいと考えております。

乾燥減量についてですが、採取しました活性炭を１１５℃の恒温槽の中に置き、重量が

恒温となるまでの変化量を見るものとなります。

以上です。

【○○委員】

確認ですが、一番下の図は、ガスの流れと書いてあるところも、活性炭が詰まっていな

いところなのか、ちょっとわからなかったのですが。

【ＪＥＳＣＯ】

こちらは空洞でございます。中央から入ったガスは、真ん中を流れることとなります。

その両側に活性炭層がございますので、そちらを通過し、両サイドの方向に流れる形とな

ります。

【○○委員】

これだと、私がこの前に話したこととは違うのです。これだったら、わかりません。

つまり、上流、中流、下流ということをきちっとやらないとわからないと私が言って、

それで納得してもらったと思ったのですが、これ見ると、ただ測定しているだけで、多分、

意味がないと思います。これをやってもわからないと思います。こういうのはやめたほう

がいいです。

きちっとやってくださいということです。やめたほうがいいというのは言い過ぎですけ

れども、きちんとやってください。

上流、つまり活性炭層の流れ行くところの取っつきですね。それから、少し中のほう、

活性炭の終わりのほうです。そういうところをかっちりはからないと、活性炭層の中で何

が起こっているのかということはわからないのです。

以前は、ちゃんと上流、中流、下流ではかっておりましたので、それをできないはずは

ないと思っています。

この策定の意味をわかっていないのではないですか。

【ＪＥＳＣＯ】

今のことにつきましては、後ほど、再度お話を伺わせていただいて、検討させていただ

きたいと思います。

【○○委員】

黒い点が真ん中にあるのですが、それを上下に１カ所、要するに、活性炭が通過する前
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面のところで１カ所、中で１カ所、出ていった後に１カ所ということです。

【ＪＥＳＣＯ】

補足説明をさせてください。

今、○○委員がおっしゃっていることは、黒い点の前後ということだと思います。

現実には、活性炭槽の各ブロック、風の流れ方向の長さが約４０センチくらいという非

常に狭いチャンバーになっております。

なおかつ、サンプルを採取する穴が黒い点の１カ所ということで、矢印方向に３カ所と

るのはちょっと難しいかなとこちらでは考えております。

前後の関係としましては、ＢとＡという形で流れますので、マクロ的に大きくなる形で

はありますが、今一番下にある表が右側にもう一つあるということです。そして、Ａ槽が

すぐ右側にありますので、その前後の関係で同じようにデータをとって、流れ方向に対す

る活性炭の各性状という形でサンプルを分析したいという意図でございます。

【○○委員】

それは後でやっていただいたほうがいいと思います。

私からは、風速の測定で、右側の壁に流れがぶつかって左右に分かれる形なので、圧力

を計算すると、壁側にぶつかって、流速は、そこが大きくて、手前の左側のほうは余り大

きくなく、速度分布がちょっと出るのだと思うのですが、真ん中の点の赤いところの流速

というのは、風向をはかれるのか、中で渦を巻くような形で流れた場合に、風速のはかり

方が難しいのかなと思います。

風速は、前面で１カ所というイメージですか。先ほど、活性炭は縦方向に上中下とおっ

しゃったのですが、流速の測定はどんなイメージなのですか。

【ＪＥＳＣＯ】

風速につきましても、採取孔は１カ所しかございませんので、その中で上中下をとりた

いと思っております。

【○○委員】

その流れ方向といいますか、縦方向よりも、こちら側に分布ができると思うのです。了

解いたしました。

【○○委員】

以前から問題になっているのは、活性炭層で、上流部につくよりも下流部につくというこ

とが問題になっていたわけです。そういうことはここではかれないのですか。

そうしたら、この実験をして、上流部から下流部に向かってどういうふうに付くか。
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なぜそういうことが起こるかということは、この実験でわかりますか。

場所も違ったらだめですよ。同じカラムでやらないとね。今まで、おたくで何回かデー

タを出しているわけですね。それがなぜできないのか、ちょっと理解できないのです。こ

れでは、前の問題に対する回答が出ないと思います。

【眞柄座長】

○○委員がおっしゃるように、完全混合の六つのセルに分配されて、洗浄剤なりＰＣＢ

なりが完全混合の炭の吸着槽にどうついているかということはわかる。ただ、○○委員が

おっしゃるように、活性炭の押出し流れとしたときに、押出し流れの入り口側と途中側と

後段のところと、今までのデータから言うと、洗浄剤の分配の仕方が違うでしょう、それ

とＰＣＢの分配の仕方が違うでしょう、それを実際の装置で、この測定でわかるかと言わ

れたら、よくわからないわけです。わかるとすれば、第１段目と第２段目があるので、第

１段目の六つの完全混合の炭に吸着したものと２段目の炭に吸着したものとどれくらい差

があるかぐらいしかわからないのではないか、そのとおりです。

そして、○○委員がおっしゃるようなデータをとろうと思ったら、吸着槽を改造して、

押し出し流れに近いような片側３段の完全混合が３セルある押し出し型の流路になるよう

に改造しないと出ないのです。それはやろうと思ってもなかなかできないから、どうする

のかということですね。

○○委員がおっしゃるものはよくわからないけれども、とりあえずやってみましょうと

いうことと、完全混合で空気ですから、圧縮流体なので、ヘッドロスがあるところで空気

量がそれなりに差が出てくるので、先ほどの説明のときに、黒い点、一つの点の吸着層の

ところで、上中下の３カ所とると言ったでしょう。それを混合すると言ったでしょう。混

合しないで、上中下でそれぞれ測って、一つの完全混合の吸着セルの中で３カ所別々には

かったら、濃度分配が起きているかどうかということがわかるのです。

○○委員のご希望に合うデータがとれるかどうかわからないけれども、混合するよりは

上中下でやって、一つの吸着層の中で濃度分配が起きているかどうかですね。多分、圧縮

流体だから、気流の量が変わっているはずなので、それなりの濃度勾配が出ると思います。

濃度勾配が出ますというデータは出るだろうと思うので、そういう方向で少し検討してみ

たらいかがでしょうか。僕もそれ以上は言いようがないです。

【○○委員】

今までは、上流と中流と下流でＰＣＢの濃度が違った、下流に多くなったということが

問題となっていたけれども、それがこれとどう関係するのですか。よくわからないのです。

【眞柄座長】

前のときの上流、中流、下流を測定したものは、これでやったわけではないのでしょう。
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カラムでしょう。

【ＪＥＳＣＯ】

実験室で、カラムでやってお示ししています。

【○○委員】

そうではなくて、実機でやったもので、初めにおかしいものができて、次にやったらや

っぱりおかしいと出たから、私は実機でそれができるものという頭だったのです。それは

できないのですか。実機でやったというあの報告は何ですか。

調べたデータがありますよ。

【ＪＥＳＣＯ】

装置そのものの構造はこのような形になっておりますので、流れとしては、真ん中から

入って、六つのセルにほぼパラに出るという構造の中で測った結果でしか多分お出しでき

ていないと思います。それは、上段、中段、下段という場所を変えたデータは確かお出し

したことがあると思います。

ですから、今のシリーズになったときは、唯一、私どもが外部の機関にお願いして、カ

ラム試験で三槽をつなげてやったのみということです。

【眞柄座長】

実機でやったときは、新しいときとか古いときという時系列的なデータが混ざっていた

ような気がします。

【○○委員】

実機でやったもので、ひょっとしてクロマト現象ではないかということが問題になった

のです。

【眞柄座長】

実機でクロマト現象に類するようなものが出ていたのは、使い始めてしばらくたってか

ら、後ろのほうでぼんと高い値が出たと。今までは出ていなかったのに、なぜ出たのか、

そのときに、先生がクロマト現象だとおっしゃって、僕もそうだろうというふうに思った

ので、クロマト現象で出てきているから、確認のためにカラムを並べてやってくださいと

言ったら、やっぱりそうなっているのです。

【○○委員】

そのときも実験したのですか。
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【眞柄座長】

カラムで実験したのです。私の記憶が間違っているかもしれませんが、最初に高い値が

ぼんと出たわけです。ぼんと高いデータが出たときに、これはどうだといったら、前のと

きは出ていなかったが、このときにぼんと出た。そして、前のほうの炭をはかったら低か

ったということです。後ろのほうの炭は濃かったということです。ですから、炭の中でク

ロマト現象が起きているでしょうということです。それはそのとおりだったのです。

そこで、それがどういう形でクロマト現象になっているかということについて確認をす

るために、外部の方にカラムを並べて流してもらったら、やっぱり後ろのほうに出ていた、

こういう現象があったということで、クロマト現象が起きているのではないかということ

だったのです。

そして、今回、実機で活性炭を取り換えてやるから、新しい活性炭でやってみて、これ

は前段も後半も同じ時期に換えるので、その状態で流してみて、クロマト現象が起きてい

るかどうか確認をしましょうかというので測定系を考えて、こうやりますという説明だと

私は理解しました。

先生がおっしゃるように、完全混合の装置だったら出てこないだろうと。出てこないか

ら、せめて一つ、セルの吸着の部分で起きるか起きないか、あるいは、一つの中でガスが

均等に通じるわけはないですから、この吸着の一つの部屋の中で濃度勾配が起きているか

どうかというのは、上中下の３カ所ではかってみたら、起こっているか、起こっていない

かがわかるのではないかと申し上げたのです。

もし空気が均等に入っていなくて、ある部分は量が多くてある部分が少なければ、分配

の差が出ていますので、濃いところにクロマト的な現象が結果的に起きている可能性はあ

るかと思います。

【○○委員】

結果、何もわからない実験をやってもしようがないです。こんな実験をやっても意味が

ないですよ。何の結論も出ないと思います。それにお金をかけるのですか。

【ＪＥＳＣＯ】

委員が再三おっしゃっているクロマト現象の解明という点は、改造しても、この規模で

仕切り板をつけて六つなり、三つなりが直列にしなければできないということで、以前、

検討のテーブルにも上げたことがありますが、操業しながらですので、なかなか難しいと

いうことがございました。

今回、溶剤の濃度とその影響という中で、交換タイミングは何をもって判断すればいい

のかということです。クロマト現象という後段になると濃度が濃くなるということも含め

て、後段に濃くなるというのは、大きな層の中でＡとＢ、その順番の中で前段、後段とい
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うことになるのですが、そういった数字をつかまえることによって、従来はアセトン吸着

能という指標で交換していたわけですが、それとは異なる視点で、溶剤ということが出ま

したので、それも含めて性状を分析して、経時的な特性を把握することと、交換頻度を決

めたい、交換時期を決めたいというところに主眼を置いて今回の計画をさせていただいて

いるところでございます。

【○○委員】

これで測定しても、測定値から新しいことは何も求められないと思います。

【眞柄座長】

○○委員がおっしゃるように、私も余りいい結果が出ないだろうと思いますけれども、

前段、後段の部分についてある程度結果が出てくる可能性もあります。次回までにどんな

結果になるかだと思います。ただ、やってはみたけれども、これが新しい知見になるかど

うかということについては、あまり期待しないほうがいいと思いますので、それを覚悟の

上でされてください。

ほかのところでありますか。

【○○委員】

二つあります。

まず、今のことに関連して、素人なりに考えていたことをお話ししたいと思います。こ

れは、お答えをいただくというよりも、いわゆる溶剤が空気中にかなりの濃度であるから

いろいろな現象を起こしているということは言えるわけです。その点でいけば、溶剤の中

にＰＣＢが付着して移動していると考えれば、活性炭の活性をより効果的にやるためには、

溶剤そのものをその手前で一定程度回収することはできないのかと言ったことがあると思

います。その辺は検討されているのですか。

【ＪＥＳＣＯ】

溶剤が気体の中に相応の量があるということはご指摘のとおりかと思います。それが活

性炭で吸着され、同時にＰＣＢも吸着されるというのが事実でございます。

溶剤の量的には、第１、第２の系統で、以前の円卓会議のときだったと思いますが、洗

浄剤の影響についてというデータをお出ししたと思いますが、第１で０．９、第２で０．

３という数字は把握しております。活性炭手前で溶剤を除去するとなりますと、率直に申

し上げて現実的にかなり難しいです。設備的な問題もありますし、コストの問題もありま

すので、簡単にできないということで、そういうことも含めまして、活性炭の測定を行っ

て、溶剤の量などをあわせて再確認したいと考えているところでございます。
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【○○委員】

ぜひ検討していただきたいと思います。活性炭が本当に有効に使われている状況をつく

るという条件を考えるときに、ほかにも幾つかの提案があると思いますが、そこは検討し

たほうがいいです。

もともと、活性炭が１００％機能しているのかどうかという話は昔からかなり議論があ

りました。僕らは最初は油だと思っていたものが実は溶剤だったことがわかって、それで

あれば新しい条件の中で問題をどう解決するかということをしなければいけないと思いま

す。

また、ここで働いている人たちが健康に、その瞬間においては影響のない容量のように

見えるけれども、長期にわたってそれらを吸収することによってどういう影響が出るかと

いうことについては何も確認されていません。それらも含めて検討していただきたいと思

います。

二つ目は、私の質問から始まった作業従事者の業務年数及び教育訓練についてという回

答です。

これについては、結論として、業務経験年数が浅い作業従事者が事故を起こしている傾

向は特に見られないということです。それはそうなんでしょうね。そこで私はさらに疑問

が膨らんでいるのです。というのは、ここが操業する時点で、私はＭＥＰＳさんの存在に

ついて質問していると思います。

私も年をとってきたせいか、記憶がはっきりしないところがあるのですが、ＭＥＰＳさ

んは、ここまでいけば運転会社という位置づけになっていますね。これは曖昧な言葉で使

っていたような気がするのですが、九州のように運転会社がたくさんあって縦割りに、業

務別に分けられているという、室蘭ではちょっと考えられないようなことがありました。

これは、九州を調査すれば出てきたということです。室蘭はそうではなかったのです。

ところが、質問の過程で、ＭＥＰＳさんがこの処理施設の運転全体を完全に責任を持っ

て請け負っている状況なのかという点については疑問点が残りました。

その一つは、ＭＥＰＳさんが指揮命令系統を含めて、今、幾つかのグループ別になって

いますけれども、これはＭＥＰＳさんの中で完全に指揮命令系統が構築されて、ＪＥＳＣ

Ｏさんと連携していると考えるのであれば、運転会社というふうに文字どおり受けとめな

ければいけないと思います。

ところが、当時のことを思い出すと、派遣という問題が出てきたのです。派遣職員が一

定数いると聞いた。私は、事故を起こす上で、教育の問題を含めて不安定な要素だと考え

ていたのですが、この点はこの中では明らかになっていないのです。ＭＥＰＳさんという

のは、作業員だけをＪＥＳＣＯに派遣して、それをＪＥＳＣＯさんがまとめているという

構図なのではないかと不安を感じているのですが、具体的にお話ししていただけませんか。

【ＪＥＳＣＯ】
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端的に言いますと、我々ＪＥＳＣＯは運転会社と称する方々から人を派遣してもらって

いる実態は一切ございません。運転会社の中には、社長もいらっしゃいますし、各部長が

おりますし、運転する部門とか分析する部門とか、完全に一つの会社になっています。そ

れぞれの長がいて、それぞれの組織、ルールをしっかりと定めていまして、その指示のも

とに各運転員の方々が現場で作業をしています。

我々は、運転委託ですので、一つ一つの何をしなさいという形態の指示は一切しており

ません。あくまでも、安全に年何トンのものを処理してください、それから、いろいろな

教育をしてください、事故があった場合はこういうふうに対応してください、こういった

成果物をちゃんと出してくださいと、契約書のもとに、総括して一つの会社にお願いして

いるという実態です。

【○○委員】

私が心配していた部分は、かなり改善されて、払拭したと受け取っていいのかなと思っ

ております。

その点でいけば、３年から後ろの部分が詳細に分析されていないのです。正直なところ

は、ここを創業してから一定年数がたったわけですから、先ほどの結論との関係では微妙

な部分ではないかと思います。かなり初歩的な事故も多いということも含めれば、この結

論で納得いく話ではないと考えます。

【○○委員】

資料３－２の危機管理の対応について、私からも意見を出させていただいて、対応して

いただいてありがとうございます。

災害時には衛星で携帯電話を使うということで、この地域でもかなり高度なシステムを

持っているということなので、非常に安心しました。

あとは、ハイブリッド車での電源確保ということで、

もちろん、こちらの事業所が安全に運転することが第一ですが、今回の胆振東部の地震

でも、周辺の自治体同士の連携というか、支援がかなりあったと思うのですけれども、万

が一、この周辺で災害があった場合、ＪＥＳＣＯのほうで、こういう機器を持っていると

いうことで、何らかのバックアップですね。それは、地域にある事業所ということで、ほ

かにもいろいろな事業所があるのですが、そういうところの協力と同じだと思いますが、

もし何かあったときに、周辺自治体への災害時の対応について何らかの手助けをしていた

だくということを将来的には検討していただきたいと思います。

これは私の希望ということでお願いします。

【眞柄座長】

ほかにいかがでしょうか。
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【○○委員】

今出ました３－２についてです。

私は前に、２期計画というか、後ろの増設施設のときに発言したことがあります。今回

は、電源を確保するためにハイブリッド車を入れるということで積極的には見えるのです

が、万が一、東方沖で地震が起きたときにどのくらいの津波が発生するかということも想

定されています。ハイブリッド車は有効に使える話だと思いますが、津波が来たらアウト

です。

問題は、私は前に、非常用発電を上に持っていったほうがいいという提案をしたはずで

すが、それがそのままになっているのです。

しかし、もし津波が起きたときには、ハイブリッド車はだめになるし、今の非常用発電

機もだめになるというのは明確です。

工期が何十年もあるわけではないから、ここで変えるのは大変だという気持ちは、僕に

も隅っこにはあるのです。ただ、何らかの形でカバーできる方法はないかと考えたのです

が、本来であれば、非常用電源は津波の想定より上になければ役に立たないと思います。

【眞柄座長】

ほかはよろしいですか。

（「なし」と発言する者あり）

【眞柄座長】

それでは次に、長期保全計画等について説明してください。

【ＪＥＳＣＯ】

副所長の大島でございます。

長期保全計画の実施状況、その概要について報告をさせていただきます。

まず最初に、当初施設関連の保全計画の状況について説明いたします。

資料４－１をごらんください。

本資料の本文の１ページ目の２．長期保全計画策定の基本的な考え方は、長期保全計画

策定に当たっての基本的考え方であります。

また、２ページ目の３．長期保全計画の管理運用というところですが、こちらは、長期

保全計画の基本的な考え方に基づきまして、保全計画管理シートを作成して管理運用して

おりますが、その保全計画管理シートの主な特徴を示しております。

なお、これらについては、ちょうど１年前の昨年２月の本円卓会議でご説明した内容と

全く同一のものでありますので、説明は割愛させていただきます。
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２ページ目の下の２）をごらんください。

平成２７年度から３０年度の主な実施内容と平成３１年度の主な予定を記載しておりま

す。

詳細は、資料４－１の別紙１をごらんください。

当初施設の長期保全計画は、平成２６年１１月に最初に作成いたしました。別紙１は、

平成２７年度から平成３１年度までの保全の実施項目の概要を１枚にまとめたものとなり

ます。各処理設備、エリアごとに主な保全実施項目を記載しております。

来年度、平成３１年度の主な実施項目を赤字で示しております。

本日は、個別の説明は省かせていただきますが、直近の特記項目について幾つかご紹介

させていただきたいと思います。

まず、昨年度、平成２９年度の特記項目としては、本ページの真ん中、下の青い雲枠で

示した平成２９年の③オンラインモニタリング設備の更新工事です。Ａ、Ｂ、Ｃの３系統

あるうちのＢとＣの２系統の更新工事が平成２９年の特記項目として挙げられます。

また、平成３０年の特記項目としましては、真ん中やや右側の緑色の雲枠内に示しまし

た、昨年９月の定期点検時に実施した「熱媒ボイラー設備の熱媒油の全量交換」や下の真

ん中の緑枠で示した平成３０年の②、「非常用発電機、特高受電盤のバッテリー交換」と

いったところが挙げられます。

なお、赤字で記載されました来年度、平成３１年度の特記項目としましては、赤い雲枠

で示しました「３系統あるオンラインモニタリング設備の残りのＡ系統の更新工事及び、

ちょうど真ん中あたりになりますけれども、同様に赤色の雲枠で示しております攪拌洗浄

装置や真空加熱分離装置のモーターやインバーター等の重要部品の交換、あるいは、左上

の赤い雲枠で示しました基幹物流に記載されているクレーン等の電子部品の更新といった

ものが挙げられます。

続きまして、資料４－１の別紙２をごらんください。

本資料は、各処理設備で実施する主な保全内容と、表の右側に実施年度を示しておりま

す。

黒丸●と白丸○がありますが、黒丸●は業務と記載されておりますが、工事を伴う対応

ということでございます。白丸○は、予備品を購入しての対応ということになります。

こちらの詳細は省略しますが、右側の実施年度の黒丸●と白丸○を見てわかりますとお

り、保全項目は、平成２８年度から平成３０年度に集中しています。概ね、平成３１年度

には保全対応が完了に近づいてまいります。

また、予備品の購入につきましては、平成３０年度でほぼ完了となっております。

その後、平成３２年度以降は、一部設備の継続的な部品の交換が中心となっております。

このように、長期保全計画については計画どおり進めさせていただいておりまして、ほ

ぼ完了に近づいている状況になっております。

なお、長期保全計画につきましては、今後も日常運転や定期点検等の結果も反映しなが
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ら、毎年の見直しを継続して、安全・安定操業を継続してまいります。

次に、増設施設の長期保全計画について、運転管理課長の田代からご報告させていただ

きます。

【ＪＥＳＣＯ】

運転管理課の田代でございます。Ａ４判資料の３ページになります。

（２）の１）管理運用という項目がございます。ただいま説明のありました当初施設と

増設施設で１点異なるところがありまして、プラズマ溶融分解炉の管理をしているという

点でございます。プラズマ溶融分解炉は、ご承知のとおり、中は非常に高温となっており

ますので、内部は耐火物で構成されておりますけれども、操業を進めるに従って損耗して

いきます。そのため、４カ月使用して、その後、中の耐火物の張りかえを行っておりまし

て、それに１カ月半程度かかっております。その結果、一つの炉に対して年に２回、耐火

物の更新工事が入るところがございます。

当施設には２炉ございますので、計４回の耐火物の更新工事を行っております。

その周辺設備と前処理設備、共通設備については、ただいまの当初施設と同様に、保全

方式と保全周期を定めて、長期保全計画を策定し、計画にのっとって適時見直しを行いな

がら、更新しているところでございます。

その具体例が２）の平成３０年度、今年の実績と来年度の予定になります。

図面にしたものが別紙３になります。

増設施設につきましては、今年度で５年目を迎えまして、５年目に更新するという設備

の更新を行っております。来年度は３年ごとに交換するものの２回目という更新時期に当

たっております。

具体例としては、別紙３の上に恒温チャンバーのところです。今年度につきましては、

下から数えて４スパン目から５スパン目に耐火物がございまして、こちらは５年ごとの更

新ということで行いました。来年度は、戻りまして、プラズマ溶融分解炉、バーナーとい

うところに近く痛みやすいところの１スパン目の耐火物の更新、これが２回目の更新とな

りますが、そちらに着手するという形で計画して行っております。

また、プラズマ溶融分解炉におきましては、今年度は、水冷ダクトと言いまして、分解

炉と恒温チャンバーをつなぐところのダクトの交換を行っております。来年度は、スラグ

を出滓するところの周りの保守を２年ごとに行っておりますので、３回目です。それから、

ケーブル類につきましては２回目の更新となります。

それ以外にも、その下の共通設備につきましても、適時、部品交換を行っております。

その中で、下の共通設備の真ん中の電気計装設備ですが、見直しの一例としまして、平成

３１年度の①プラズマ電源装置は７年で更新する予定でしたが、一部の部品、接点のとこ

ろに変色が見られたという事例がありましたので、前倒しで次年度にオーバーホールを行

うということで、適時、定期点検等の結果を見て、見直して、更新しているところでござ

います。
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１０ページの別紙４が全体的な計画でございまして、一部、網かけをしているところが

次年度に実施するところでして、丸がついていないところは状況を見て、更新時期はまだ

大丈夫だと判断して延ばしているところでございます。

また、先ほど一例として挙げましたプラズマ電源装置のオーバーホールにつきましては、

肌色のところでございます。こちらは、１年前倒して見直したという実例でございます。

そちらが２枚ありますが、１枚目がプラズマ溶融分解炉関係、２枚目がそれ以外の設備の

もので、これらに基づいて計画を立てて、安全・安定操業に努めているところでございま

す。

資料４－１については、以上で説明を終わらせていただきます。

【ＪＥＳＣＯ】

続きまして、資料４－２についてご説明させていただきます。

私は、本社安全操業課の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。

タイトルは、プラズマ溶融分解炉への負荷低減に向けた取り組みについてでございます。

まず、プラズマ溶融分解炉は、何度かご説明させていただいておりますが、この負荷を

低減させる取り組みを行っておりまして、監視円卓会議の第４２回と第４３回におきまし

て、廃安定器の仕分けというもののご説明をさせていただいております。

それを受けまして、平成３０年４月から試運転を開始いたしました。同年７月から事業

所内で受け入れた廃安定器のうち、ＰＣＢを使っていない安定器や、外づけ型安定器と呼

ばれている、コンデンサーすぐにとれるものがあるのですが、コンデンサーを取り出した

後の残部材、これを無害化処理認定施設へ払い出すといった作業を行っております。

１のところに概要の絵がございます。

流れといたしましては左側からいきますが、まず、ドラム缶の形で荷さばき室がありま

す。これは増設施設にございますが、荷さばき室にドラム缶を受け入れます。これを増設

の前処理作業室という部屋がございまして、ここのまず持ち込みます。ドラム缶から大き

くは仕分けをします。大きく分けると三つございまして、一番上側にＰＣＢ不使用安定器

があります。それから、コンデンサー外付型安定器と、ＰＣＢを使っている使用安定器の

大きく三つに分かれます。

真ん中にコンデンサー外付型安定器というものは、その下に写真がございます。右下に

ありますが、外付型安定器というのはこのような状況になっておりまして、ＰＣＢが入っ

ているコンデンサー部分のケーブルを切ると、すぐに取り外しができるものとなっており

ます。この外付型安定器は、コンデンサーを取り外したものと、我々が残部材と呼んでい

るものに分けられます。このＰＣＢの不使用安定器と残部材を無害化処理認定施設に払い

出しをするということを行っております。

なお、この払い出すときには、ＰＣＢが低濃度の５，０００ｐｐｍ以下であることの確

認をして、その後に払い出しをするということで、５，０００ｐｐｍを超えているような
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ものについてはプラズマ溶融分解処理を行うということで、必ずそこら辺をしっかりやっ

て処理をしているものでございます。

下の写真の写真１というのが安定器の仕分け作業というものです。これは、増設の前処

理施設ですが、テーブルを広げて、安定器それぞれの種類ごとに山をつくりまして、この

山がＰＣＢを使っている安定器だとか、外付型安定器だとか、不使用安定器だとか、それ

ぞれの山ごとに判断をするというものでございます。

また、この判断作業というのは、ある程度のノウハウとか専門性を有するというところ

から、現時点におきましては、産業廃棄物振興財団、仕分けの知見が一番高い者の協力を

得ながらこの作業を行っているところでございます。

裏面をごらんください。

表１になりますが、今年度の４月から１月までの安定器の仕分け実績をお示ししてござ

います。

列が二つございまして、４月から６月の試運転期間とそれ以降の１月までというところ

です。

表の見方としましては、Ａとして、仕分けをした缶がそれぞれ何缶あり、仕分けを実施

した缶の中に何ｋｇのものが入っていたのかがＢでございます。

最終仕分重量というのは、無害化処理認定施設に払い出すことができる重量です。いわ

ゆる分析も通ったものの物量でございます。

最終仕分け率というのは、最終仕分重量を仕分け前で重量で割り戻した数値でございま

す。

４月から６月の試運転期間につきましては、しっかり業務を覚えるといったところから、

仕分け実施缶につきましても、かなり少ない量を行ってきてございます。

また、７月以降は、試運転期間を踏まえた改善等々を踏まえまして、徐々に仕分け処理

量を上げております。

結果としましては、仕分け前重量が１６７トンで、約１３トンを無害化処理認定施設に

出しているところでございまして、最終集約率は７．６％という数値となっております。

１月までの仕分け前重量が約１９７トンとなってございまして、残り２月、３月にかけ

ましては、プラス４０トン、合計２４０トンを仕分ける見込みとしておりまして、平成３

１年度はさらに上積みをして３００を仕分ける計画としてございます。

現状の表１を見ていただいても、この最終仕分率は７．６％という数字でございますの

で、さらにこのあたりを上げられないかと我々も考えてまして、どういったドラム缶を選

定するのかといったところは非常に大事になってきますので、ドラム缶の選別の精度を向

上させて、さらなる仕分けの促進に取り組んでまいりたいと考えております。

２のその他でございますが、安定器の処理に当たりましては、今ご説明いたしましたよ

うに、仕分けを効率的に行うというものに加えまして、ＪＥＳＣＯにおきましては、さら

なる処理促進策を今検討してございます。
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具体的には、安定器をプラズマ処理が必要な部位、いわゆるコンデンサーがある部分と

それ以外の部分に分けるということです。それによって、プラズマ処理にかけるものを減

らして、減量化を図るといったことを検討してございまして、調査等を行ってございます。

その結果を踏まえまして、今後、実装に向けた具体的な検討に着手していきたいと考え

ている次第でございます。

上記のほか、安定器以外のことですが、処理が困難なＰＣＢ廃棄物が処理の終盤にかか

って出てきます。こういうものにつきましても、技術的な検討もしっかり行っていく予定

としてございます。

【ＪＥＳＣＯ】

続きまして、資料４－３、長期処理計画についてご説明いたします。

まず、１ページ目は当初施設の長期計画になります。

残りの期限までの処理対象物を書いております。昨年８月の時点での登録量から次年度、

３１年度以降の処理対象量を想定しますと、①番にありますが、北海道事業所で処理する

ものとして、大型トランスでは１２５台、小型トランスで３９９台という記載の残量があ

ると考えております。

②は、北海道事業エリアのものですが、ほかの事業所で処理していただくというものの

数値を記載しております。

（２）処理計画です。ここの表は、今年度の見込みの数字も含めております。

トランス類では、上から大型、小型、車載とありますが、これらの処理が終わるのは、

計画的処理完了期限が平成３４年度でございますけれども、それの１年前の平成３３年度

には終えるのではないかという計画としております。

一方、コンデンサーのほうは、まだ台数が残っております。徐々に数字は減っていくと

いう見通しを立てておりますけれども、こちらは期限の３４年度まで若干残るという計画

を立てているところでございます。

裏の２ページ目になります。

増設施設の安定器及び汚染物等の計画になります。

こちらに、平成３１年度以降の処理対象物を書いてございますけれども、もともと北海

道エリアで５６６トン、東京事業エリアで３，１３７トンという数字を想定しております。

（２）に処理計画を書いております。同じく、今年度の見込み重量もあわせて書いてお

ります。

こちらは、まだそこそこの量があるということで、処理は計画的処理完了期限の平成３

５年度までかかるという計画にしております。

表の下に※を書いておりますが、先ほど説明しました仕分けの減量も見込んだ数量とし

ております。

次に、（３）の早期処理の促進に向けてというところですが、資料２のその他の部分で
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説明したところと全く同じような記載になっておりますけれども、こういった策を講じな

がら、これらの効果が数字として見通しを得られるようになれば、適時、長期計画にも数

字を反映させていただきたいと考えております。

資料４の関係は以上でございます。

【眞柄座長】

それでは、今の４の関係でご意見やご質問がありましたらお願いします。

【○○委員】

資料４－２で仕分けのご説明をいただいたのですが、裏面の仕分け前の重量Ｂです。実

際の試運転期間を含めた去年の４月から今年の１月まで、大体１９７トンの実施というこ

とになっています。実際に増設施設で処理した量は８００トンくらいですか。そうすると、

大体４分の１くらい実施したという形だと思いますが、今後の見通しとしてはどうなりま

すか。

要するに、受け入れ量に対してどのくらい仕分けができるかということです。全量する

のか、中で仕分けできるものは全量に対して３割くらいとか、その辺の見込みはあるので

すか。

【ＪＥＳＣＯ】

現状は、ご指摘のとおり、４分の１程度です。２４０が３００に行っても４分の１程度

と変わらないところですが、基本的な方向性としては、事業所で仕分けられるものは全て

仕分けるという方向性で、いわゆる仕分けをふやす方向性で考えてございます。

ただ、ドラム缶で受けて、実際にドラム缶をあけたときに、漏えいがあるものについて

は作業員の作業環境上の観点から、そういったものは仕分けの対象にならないということ

で考えております。

【眞柄座長】

ほかにありませんか。

（「なし」と発言する者あり）

【眞柄座長】

それでは、続いて、資料５の内部技術評価です。

【ＪＥＳＣＯ】

資料５の北海道ＰＣＢ処理事業所内部技術評価についてご説明させていただきます。
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弊社におきましては、ＰＣＢ廃棄物処理事業の円滑な実施ということが一番大事でござ

いまして、ＰＣＢ廃棄物を安全、確実に処理するということと、事故等を未然に防止をす

るといった観点から、施設の健全性、運転操業の確実性を確保するということと、これを

維持、向上していくという観点から、五つある全事業所を対象に、年に１回ずつ、内部技

術評価を行っております。

北海道におきましては、昨年１２月に第１１回の内部技術評価をしております。

結果としましては、指摘事項はございませんでした。

施設の操業状況につきましては、先ほどご説明があったとおりでございます。計画的処

理完了期限内での処理完了に向けまして、長期保全計画を踏まえた施設の維持管理が実施

もしくは計画をされているということと、運転廃棄物や処理手間物です。先ほど、処理困

難物と申し上げましたが、ここら辺の処理の促進ということが着実に行われているといっ

たことを確認してございます。

また、内部技術評価の仕組みといったところがございまして、別紙の１があります。今

日は説明を省略させていただきますが、いわゆるＰＤＣＡサイクルに基づきまして、何を

確認していくのかということを毎年決めてきております。

２の内部技術評価の計画ということで、北海道でこの期間といったところでございまし

て、何を評価項目にしているのかというところが３番です。

１）のところですが、ベースとなるのは、例えば、各事業所の内部技術評価結果です。

これまで行ってきた内容や、２行目にございます操業上の共通課題、こういうことを考慮

しまして、評価項目と評価内容を決めてございます。

さらに、２）になりますが、特に重要と考えているものに対しては特記として項目を立

てております。平成３０年度は三つございまして、まず、①と書いてございますが、長期

処理計画に基づきまして、年度処理計画どおりに処理が進んでいるのか、いわゆる足元が

しっかりできているのかという確認でございます。

また、②になりますが、処理手間物というものがございまして、こういうものを含む未

処理品です。今後処理するものが計画にしっかり落とされているのかというところの確認

をしております。

裏面に参ります。

三つ目の③ですが、先ほどからもご説明しているように、プラズマ溶融分解設備を効率

的に使っていこうということで、今は、いわゆる運転廃棄物という５，０００ｐｐｍを超

えたものも処理をしてございますが、これを極力処理しないでほかのものに回そうという

ことで、運転廃棄物の事業所、ここで言うとトランス、コンデンサーの処理設備、当初施

設での処理の取り組みがどのようになっているのかといったところに重点を置きまして評

価を行ってございます。

３の内部技術評価の実施でございますが、評価実施日は１２月に行っております。

評価方法と評価区分の特に区分のところでございます。２）に表がありまして、評価区
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分は大きく三つございます。適合と指摘と所見とありまして、指摘というのは、何らかの

不具合とか改善点があるというもので、本社から事業所に対して、その改善の検討を要請

する場合に付するものでございます。

３番の評価結果でございますが、今回の内部技術評価におきましては、評価項目数は８

０項目ございました。これにつきまして評価を行いまして、結果としましては、①にある

とおり、指摘事項はございませんでした。適合事項につきましても、８０項目全てにおい

て適合していることを確認してございます。

うち２項目につきましては、こういったことをやれたらいいのではないかという所見を

付しております。

また、前回、昨年度の内部技術評価における指摘事項はなくて、このときには所見が２

件ございまして、この所見２件の状況も確認しております。これも、適切に対応されてい

ることを確認しております。

３ページをごらんください。

今年度の所見を二つ付しております。

一つは、処理状況ということで、プラズマでございます。溶融物ごとの溶融処理時間の

短縮や、処理物の投入パターンの変更等によりプラズマの処理能力の向上に努めていると

いうことなので、引き続き、こういった能力向上に向けた検討をお願いしたいというとこ

ろです。

二つ目は、先ほどからご説明している処理手間物です。

北海道はしっかり取り組んでいることを確認してございます。引き続き、既存設備を活

用した処理方法の幅広い検討を進めるということにあわせて、今後とも営業課との緊密な

連携によって効率的な処理を進めていただきたいと言っております。

処理手間物というのは、保管者によってさまざまです。なので、これをしっかり進める

には、現場の運転側と営業側がしっかりタイアップして、計画的に進めていくということ

が非常に大事になってきておりますので、そのあたりをコメントとして付させていただい

ております。

簡単ですが、以上となります。

【眞柄座長】

ありがとうございました

今のことについてご質問、ご意見がありましたら、どうぞお出しください。

（「なし」と発言する者あり）

【眞柄座長】

今後ともしっかりとやっていただきたいと思います。
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それでは次に、道庁から、ＰＣＢ廃棄物の把握調査、いわゆる掘り起し調査についてご

説明してください。

【北海道】

北海道庁から、資料６に基づきましてご説明をさせていただきます。

この説明ですが、いわゆる掘り起こし調査と言われる、未把握のＰＣＢ廃棄物の把握調

査を北海道で進めていますということで、平成２９年の１１月に前回、ご報告させていた

だきました。

そのときの内容は、１番目の下半分の平成２９年調査概要ということで、大型機器、ト

ランス、コンデンサーを主に対象とするものでありました。

この調査は、環境省からいただきました調査リストに基づいて、マニュアルに沿った形

で調査をしております。

ただ、一つ特徴としましては、プロポーザル方式という発注形態を用いて、民間業者の

提案、そしてデータベースを使いながらあわせて進めていったというのが北海道のやり方

として特徴的でございました。

結果については、この調査着手前は半分の進捗に行っていなかったのですが、そのとき

の年度末までに９割を超える成果が得られたということです。

この調査は、今ももっと深掘りを進めておりまして、直近の値でいくと約９６％程度の

進捗が得られている状況でございます。

これが大型機器のものでございます。

ページをおめくりいただきまして、主なものとしては、安定器のような小さいもの、汚

染物についても調査を始めました。

ただ、安定器の調査については、平成２９年当時は、まだかちっとしたマニュアルは完

成していなかったので、手探りの状況で進めていました。

まず、室蘭市のご協力をいただきまして、室蘭市内で先行調査を実施するとともに、環

境省のモデル調査にも共同で参画させていただきまして実施をしていきました。

ただ、室蘭市は意識が大変高い地域でありながらも、このときの回答率は３割を切るぐ

らいで、環境省のモデル調査でさらに胆振、日高に拡張して実施したものについても十数

％でありましたので、相当の工夫が要るだろうということで検討を重ねてまいりました。

特に、調査方法とか回答方法をよりシンプルにしなければいけないということで工夫を

凝らしましてつくったものが、お手元にお配りしているカラーのパンフレットです。余り

書き過ぎないように、シンプルにやろうということで進めていったところでございます。

その下半分の調査の状況ですが、全道のほぼ全事業者であります１１万件うち、ＰＣＢ

が入っている安定器を持っている可能性が高いところを重点的に、４万件にアンケートを

配っていきました。今のところ、６５％を超える回収率は得られている状況でございます。

これについても、引き続き進めていきたいという状況でございます。
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この調査ですが、安定器については、これから他県も取り組んでいくという途上の段階

です。北海道は、安定器については先進的に取り組みをさせていただいておりまして、他

県にも手法をご紹介するとともに、他県からも情報をいただきながら、連携を深めながら

進めさせていただいているところです。

次のページの下半分になりますけれども、適切な目標設定と進捗管理の必要性というス

ライドです。

大型機器の状況ですが、平均の進捗率としては、平成３０年６月時点で７６％です。北

海道は９０％くらいだったのですが、まだまだ低いところがあります。北海道事業を終わ

らせるためにも、処理対象物の量を確定させるためにも、エリア内でみんなで情報共有を

進めながら、確実に把握を進めていかなければならないと考えております。

ページをめくりいただきまして、会議等での他都県市への事例紹介ということで載せて

いただいております。

広域協議会や関東で開催している勉強会などに北海道からも出まして、北海道はこんな

ことをやっています、他県の状況はいかがでしょうかということで情報交換させていただ

きながら、お互いにいいところ取りをしていきませんかという呼びかけをしながら進めて

いる状況でございます。

平成２９年先行調査で判明した傾向を見ていただきたいと思います。

掘り起し調査で把握した後、期限内にＪＥＳＣＯまで持ってきてちゃんと処理していた

だかなければならないのですが、安定器を持っている方は、本当に１個、２個というとこ

ろも大勢ございます。ですから、ここは効率的に運搬という次の課題が見えてまいりまし

たので、そこの手当の準備を進めているところでございまして、その下地として、道内の

運搬体制はもうちょっと積み合わせでうまくできないかということを考えております。

一方で、道外から北海道のいろいろなところで無秩序に保管されるということも不適正

な処理につながりかねないということで、ある程度のコントロールが必要だという状況が

見えてまいりますので、今までの条例を若干変更しております。

１ページめくりまして、具体的に何をしているかというと、道外から道内に１回積みお

ろすということについては事前協議の対象としているということです。不適正処理が行わ

れないように適正に保管をするのか、持ち込みをするのかというところを事前にチェック

するため、条例の改正等も行いながら、適正かつ効率的に行うといった体制をつくりなが

ら進めていくということでございます。

この条例改正は、３月１５日施行の予定、今週末の金曜日に施行の予定ということで進

めている状況でございます。

以上でございます。

【眞柄座長】

今のご説明に対して、ご質問やご意見がありましたらどうぞ。
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【○○委員】

きのう、室蘭市の議員さんから電話がありまして、室蘭市は調査したのですね。これま

では抽出調査をしていたけれども、やはり全量を調べなければいけないということで調べ

たら、総数で３，０００件ぐらい調べたら、ＰＣＢの入ったものが十数件あるということ

で、それはそれでいいのですが、わからないものが九つあるということです。これはどう

したらいいのかね、それは困りましたねということです。こういう資料を見ていても、わ

からないというものが全然入っていません。これが一番困るのです。

結局、わからないから皆さん困っているのです。自分で調べろということでしょう。そ

れはめちゃくちゃです。それで一番心配しているのは、捨てる可能性があると思っていま

す。

蛍光灯というのは、どこにもわっとあって、大きな機械だったら大抵できるのですが、

蛍光灯の安定器というのは、非常に広範になっているから、これをきちんとするには、も

う一回、根本から考え直す必要があると思うのです。わからないものをどうするかという

ことですね。

【北海道】

おっしゃるとおり、安定器の難しさを感じております。

というのは、安定器は、個数が多いということと、持っている方が電気技術者への委託

ができるような大きいところではなくて、本当に個人商店などなので、調べる非常に大変

だと思ってます。

一方で、パンフレットを余りに厚くして、調査方法を詳細にやると、見る気にもならん

わということで見てもいただけないという難しさがございます。

これは、行政もそうなのですが、メーカー側で、製造者のこういうものは入っています

という簡単な見分け表も、行政は広くお知らせもするし、メーカーのほうでのサポート体

制が必要になってくるのかなと考えております。

なので、そこら辺の連携を図りながら、広く、かつ、個別に詳しくといったところの両

立がこれから課題になってくると感じています。やはり、メーカーとの連携というのはこ

れからますます重要になってくるなと思いながらやっております。

ワンストップ窓口みたいなものがあって、ＰＣＢが入っています、入っていませんとい

うのをスクリーニング的に簡単に何か示しできるものがあればいいなと考えております。

【○○委員】

インターネットでわからないものをどうしたらいいか、それを誰かに聞いていないかと

思って調べていたら、ある会社でちゃんと書いているのです。このため、ＰＣＢが含まれ

ているか不明なものについては、検査によりＰＣＢの含有を確認するのではなく、高濃度
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ＰＣＢ含有廃棄物と見なして、ＪＥＳＣＯに処分委託できるものとなり、そちらをお勧め

していますというのは、環境の仕事をしている大きな会社ですが、そこにはそう書いてあ

るのです。

これは正しいのでしょうか。

【北海道】

安定器については、法律上、解体が禁止されているのです。なので、穴をあけて分析す

るということになると、漏えいの心配があるので、それはできないことになります。です

から、安全側、安全側にというと、そういうことになります。

ただ、折衷案になるのですが、例えば、建物の年代がどうですかとか、でも、建物は古

くてわからないということであれば、複数の照明器具がついていたとしたら、ラベルでわ

かるものもあるのです。そして、同じ型だと見なせる場合は、ＰＣＢある、なしというの

がわかっているものと同様に判断するとか、そういうレベルでの絞り込みはあります。

ただ、いよいよになってくると、安全側に、ＪＥＳＣＯにという流れにはなってしまい

ます。

【○○委員】

ＪＥＳＣＯに委託できるというのでいいわけですか。

【北海道】

それは自体は、入っている可能性があるということで、分析もできないという状況であ

れば、ＪＥＳＣＯに委託という流れでいいです。

北海道でもそのようなＱＡで対応していますし、照明工業会でもそのような形で周知し

ております。

【○○委員】

ＪＥＳＣＯは、ＰＣＢ廃棄物の処分業の許可しかありませんので、処分委託契約前にＰ

ＣＢ廃棄物であることを確認の上、処理受託の契約をさせていただくことになりますと、

ちゃんと断っているのです。

【北海道】

やみくもに、何も調べずにＪＥＳＣＯという流れはないと考えております。それは、地

元自治体としては強く考えているところです。ただ、昭和５２年３月以前の建物でありま

すから、それにくっついているということは相当怪しいです。その中で、可能な限り、周

辺の状況から、これはＰＣＢが入っているかもしれないということで、追えるだけ追って、

それでも否定できないということであれば、ごみとしてポイされると困るので、それは安
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全側に、わからないものはＰＣＢが入っているかもしれないということでＪＥＳＣＯへと

いう流れになると思います。

【○○委員】

普通の人は、そういうことを知らないのです。皆さん、知っていましたか。ＪＥＳＣＯ

に行ったら何とかなるということを。

【北海道】

全部ＪＥＳＣＯにということではないです。詳細になってくると、いよいよわからない

ということになると、北海道には振興局がそれぞれありますので、実際にご連絡をいただ

きながら、今は写真をメールで送っていただく場合もありますので、そういった情報をい

ただきながら、ご説明をするということになると思います。

【○○委員】

やっている人はわかるけれども、まちの人は何もわかりませんよ。

そして、どこに相談したらいいかというのも、ＪＥＳＣＯも相談先になっていませんよ

ね。そうなのであれば、そういうこともちゃんと書かなければいけないです。

【北海道】

パンフレットの中に、まずは委託業者のところで相談を入れております。ただ、委託業

者で全てに答えられるわけではありませんので、それは我々のほうに、担当は私ですけれ

ども、私のほうに問い合わせをいただくということで、実際にお電話をいただく場合も結

構あります。

【○○委員】

わからないまま処理をした者なのですけれども、最近、新聞などを見ていますと、行政

が管理しているものも、国も含めて、事故が起こって漏えいがあって初めてわかったと、

そのときは、何年前にきちっと調査して報告をしていると。行政がそういう状態なので、

我々素人が、ましてや、あけて、中を取り出してということまでする人はいないのです。

私のようなばかな者以外はね。

多分、そうだと思います。蛍光灯が悪くなったといったら、そのままぼんと捨ててしま

いますよ。それが実態だから、どういうふうにしたらいいか、投棄されないようにするた

めの工夫をしてくださいということを、ずっと国にも環境省にもお願いをしているのです。

私のようなばか正直な者が１人でも２人でもふえていかないと、この世の中から無くな

りません。そのかわり、ポトンと投げてしまって、それで終わり、その責任を結局は誰も

とらない、地球上が悲鳴を上げるだけ、それが一番悲しい状況なのです。
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そうならないためにどうしたらいいかということを、我々は円卓会議の委員の中から、

もう少し具体的に聞いてもらえませんかと。誰も聞いてくれませんね。環境省のほうから、

どうしたらいいですかという相談を受けたことがないです。この会議があるからいいとい

うことではないのです。常日ごろの中でやっていかない限り、この世からＰＣＢはなくな

らないです。

そこで、この間、ＳＮＳを見たら、ＰＣＢのことが出ていました。これではわからない

何年何月以前の建物は注意しましょうと言ってくださいと言ったら、次の日にぱっと変え

てくれたのです。これはさすがだなと感心しました。

簡単にぱっとやれる人がいるわけですから、我々はそういう人たちと一緒になって動き

たいのです。これは、最初からずっと言い続けているのです。しかし、私に相談の一言も

ないです。それが実態なのです。偉い人たちが集まった中で、何年何月に技術何とか委員

会とか環境何とか委員会とか、こういう会議が決まりました、あなた方は知っておきなさ

いよというだけなのです。

そういう草の根の掘り起しをするためには、草の根の中で生きている人間からいろいろ

知恵を聞いて動くという仕組みができていかない限り、先ほどの行政ではないけれども、

１０年前に調べて、もうないから、それでもうないものだとしているのです。多分、民間

の一般事業者は、古くなった蛍光灯を器具ごと捨ててしまうのです。そういう状況がずっ

と続き、地球が悲鳴を上げる、一番弱い人たちにそれが蓄積されていく、それが第一です。

それから、この間、ネットを見ていましたら、愛媛県かどこかで、豪雨で少量のＰＣＢ

が流れてしまって、環境にも大したことないと、なくした人が堂々と言っているのです。

我々は、少量であろうと、何であろうと、大変なのだから何とかしましょうと言っている

中で、管理をしていて、なくしたところが、環境にも人体にも影響がありませんからとい

う言い方はないと思います。そういうふうな言い方を許している環境省、これはどうなの

かと思いますね。

いつも事例でありますね。なくなりました、こぼれました、そのこぼれたものを拭いて

処理をしました、それは高温で処理をしました、ＰＣＢ廃棄物としては処理していません

ということで、それに対してどういう指導がされているのでしょうか。その人たちは、Ｐ

ＣＢを拭いて、ごみに捨てて、そのままでよしとされているのです。それが問題だと思う

のです。

もう何年しかない残りわずかな中、本当に一丸となってやっていただきたいというふう

に思います。

【○○委員】

私は、○○委員のところへ行って、一緒に銘板を見て、調べて、結局、最後はＪＥＳＣ

Ｏにお聞きしてわかったのです。

○○委員がおっしゃるとおり、普通の方はなかなかわからないです。私もそのときに銘
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板をインターネットで見て、これは多分間違いないでしょうということで、ＪＥＳＣＯに

対して室蘭市に相談してくださいというお話をしました。

結局は横のつながりで、水平展開をされていると思います。ＳＮＳとか、今、ＣＭも流

していますね。その水平展開のいろいろなつながりのところがもっと広がらないと、期限

が近いですからね。私と○○委員は近いからつながったのですが、ＳＮＳだとかなり広が

りますし、グーグルで「北海道庁」「ＰＣＢ」と検索したときに、すぐに北海道庁のＰＣ

Ｂのことが出てこないで、ほかの人が書き込んだものがもし出てくるとしたら、だから、

インターネットのチェックも、間違った情報で、さっきおっしゃったように、そういう方

がいるままといいますか、そこに対して、そうではなくて、こういうふうに処理すべきだ

ということを誰かが書けばいいのです。どうしても議論が一方通行になってしまうので、

今の時代は、そういうところのチェックもせざるを得ないと思います。

それは、道庁でできるのか、委託業者のほうでできるのかわからないのですが、残り時

間が少ないので、インターネットで情報を伝えるときに、実際にどう伝わっているかとい

うチェックと……。

【眞柄座長】

ホームページではだめなのです。だから、今は、ＳＮＳ、ツイッターで、カメラを撮っ

て、ピッと送れば、これは入っている、入っていないというすぐに答えが出るでしょう。

だから、そのためのアドレスを入れておかなければだめなのです。

これはまだ役人が作っているパンフレットですよ。

【○○委員】

そういういろいろな意見があると思いますけれども、現場の方はなかなか時間がないこ

とは重々承知で、私たちがふだん見ているところで、例えば、あのＣＭを見て、本当に危

機感を持ってやられる方がどのくらいいるか、もうちょっと違う伝え方もあるのかなとい

うふうに思ったりもします。そこは、時代に合わせたＰＲの仕方を少し考えいただきたい

というのが希望です。

【○○委員】

あした、広域協議会がありますね。きょう、○○委員がおっしゃったように、室蘭市の

結果が、前の調査が抽出調査だったということがわかったのです。我々も、今までいろい

ろなことがあって、たまたま破裂したから見つかったという程度の認識だったのだけれど

も、実は調査そのものが抽出でやられていたのです。

もしかしたら、環境省や道や行政が抽出調査を認めていたか、方向づけていた可能性が

あると推測したのです。あした、広域協議会があるわけですから、もし反省すべき点があ

るのなら、はっきり反省すべき点として、抽出調査をやっているようなところがあるのだ
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ったら、改めてくださいということをはっきり言っていかなかったら、今、皆さんが言っ

ていることがそのままになって進む可能性があります。何か事があって初めて、あっとい

う話になると思います。

二つ目は、今、入っているか入っていないかわからないものはＪＥＳＣＯへという結論

が出ましたね。これは、ＪＥＳＣＯが受けなければいけないのです。そして、受けたらど

うなるかといったら、出す側としたら、重量で料金が取られるわけだから、入っていない

ものをおそるおそる出すよりも捨てたほうが得だという計算もあるわけです。だから、も

し入っていないものが発見されたら、それは返金するというぐらいの処置をとらないと、

これは促進できないです。だから、どんどん持っておいで、見てあげるからと。その中で、

たまたま入っていなかったというものが出たら、それは料金から引きましょうと。

そういうふうにしなかったら、重量がふえるだけふえて、おっかないものは全部出すの

かという話になってしまいます。ＪＥＳＣＯはそこをきちんとしたほうがいいと思います。

道はそれをかばうことはないです。ここまできたら、ＪＥＳＣＯが腹を決めるしかないの

です。

【眞柄座長】

いろいろとご意見がありますけれども、国民全体で協力し合って、世の中にあるものを

整理できるように、お互いに知恵を出し合ってやってください。

やはり、サイトを見ると、みんなスマホの写真で、あら、いいわねとやっているのだか

ら、それと同じように、あら、これにＰＣＢが入っていなくてよかったわというネットワ

ークも、本当にソーシャルネットワークサービスでやるような工夫をしていただきたいと

思います。

いろいろなご意見があって、期限もあることですし、大変なことはお互いに承知の上で

すけれども、ぜひ滞りなく仕事が進むようにしていただきたいと思います。

また、内部評価で、今年は重大な指摘事項もなかったですが、ＪＥＳＣＯのほうも今後

とも気を引き締めて、粗相のないように努力をしていただきたいと思います。

きょうの議事を終わりたいと思います。

最後に、その他ということで、事務局からお願いします。

【○○委員】

任期が切れるときに、いつも北海道さんにお願いしているのですが、多分、全国の円卓

会議や監視会議の中で、我々だけが無料・奉仕なのです。別にそれに文句を言っているわ

けではないのです。環境に金をかけましょうということです。我々にお金をいただければ

いいですけれども、それは北海道の財政等もありますからね。そのかわり、我々がきちん

と活動しやすいようにお金を入れていただきたい。それをいつも言っているのです。

そして、ほかの事業所との交流をしてください。考えますと言ったまま、結局はなされ
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ていないです。最近ちょっとあったのは、どこかから助成事業か何かあったから、それで

何とか実現しただけで、それは環境省にも考えていただいて、北海道はお金を持っていな

いのだから、交流事業などに関しても、この事業が本当に大切なものであると思っている

のだったら、予算をつけていただきたい。

多分、そうなのです。私も、いろいろな審議会とか、北海道を含めていろいろな審議会

に出ていますが、重要な会議であれば、きちんとお金が出てきます。重要でない会議と言

ったら語弊がありますが、そう思わざるを得ないような部分というのはお金が出ません。

全部ボランティアです。それに行政が甘えないでほしいと思うのです。やはり、これは非

常に大切なものであると認識されているのであれば、これにお金をかける。

最後に言いたいことはこれだけです。よろしくお願いします。

【眞柄座長】

今、回答は要りませんが、よく考えておいてください。前から何回も話題に出ているこ

とですからね。

【事務局】

今、改選のお願いをさせていただいておりまして、推薦や公募もいただいておりまして、

ありがとうございます。

公募についてお知らせさせていただきたいのですけれども、今週末の１５日までが締め

切りとなっております。金曜日までの締め切りでありますが、お知り合い等で委員への応

募予定の方がいらっしゃるということでありましたら、お声かけ等をいただければありが

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

３．閉 会

【事務局】

委員の皆様におかれましては、本日は、限られた時間の中で貴重なご意見をいただきま

して、大変ありがとうございました。

冒頭の局長挨拶にありましたとおり、今回の会議をもって委員の任期が満了となります。

２年間にわたり、熱心にご議論やご助言をいただきまして、まことにありがとうございま

した。

次期委員の就任を問わず、今後ともそれぞれのお立場から引き続きご指導くださいます

よう、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の会議を終了いたします。

どうもありがとうございました。

以 上


