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  １．開  会 

【事務局】 

 定刻となりましたので、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、皆様には、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 私は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課環境保全担当課長の遠藤で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、監視円卓会議委員の改選後、第８期目を迎えて初めての開催

となりますことから、議題に入る前に、本日出席いただいている委員の方のご

紹介をさせていただきます。その後に、座長、副座長の選出を行った後、座長

により議事を進めていただきます。 

 会議は、概ね１６時３０分を目処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公表しております。

ご発言の際は、必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。 

 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山田よりご挨

拶を申し上げます。 

 

【山田局長】 

 皆様、こんにちは。 

 私は、この６月の異動で環境局長としてＰＣＢ廃棄物を担当することとなり

ました山田と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中をご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、処理施設の視察をしていただいた委員の方々には、引

き続きのご出席となりまして、お疲れのところとは存じますが、どうかよろし

くお願いいたします。 

 本日は、近隣市から登別市と伊達市、オブザーバーといたしまして、環境省

廃棄物規制課、北海道地方環境事務所、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から

もご出席をいただいております。 

 さて、本日は第４７回の監視円卓会議ということになりますが、会議の委員

につきましては、この４月からは第８期目の委員といたしまして、改めて委嘱

をさせていただいておりまして、その前の期から継続の委員のほか、新たに３

名の委員の方々に加わっていただきまして、全部で１４名の方に委員をお引き

受けいただいたところでございます。 
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 円卓会議につきましては、室蘭市内で行われているＰＣＢ廃棄物処理事業が

安全かつ確実に進められますよう監視するとともに、地域住民の方々や関係者

が事業に関する情報を共有し、相互理解を深めるための場としての役割がござ

います。 

 委員の皆様には、およそ２年間の任期となりますが、貴重なご意見をいただ

きまして、処理事業の円滑な推進に役立ててまいりたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議では、事業の進捗状況とかトラブル事象等のほか、前回いただい

たご意見に対するご説明などをさせていただくこととしております。限られた

時間ではございますけれども、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、簡単ですけれども、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 続きまして、本日、オブザーバーとしてご出席を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ます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【環境省】 

 皆さん、こんにちは。環境省廃棄物規制課長の成田でございます。 

 皆様には、日ごろより、ＰＣＢ廃棄物の処理の推進にご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 ＰＣＢ廃棄物の処理につきましては、ＪＥＳＣＯ北九州事業地域におきまし

て、全国で最も早く、本年３月末に変圧器、コンデンサー等の計画的処理完了

期限を迎え、計画どおり処理を完了いたしました。ここでの先行的な取り組み

や事例を他の地域にも展開し、我が国全体のＰＣＢ廃棄物処理事業をさらに推

進していきたいと考えております。 

 本日は、早期処理の実現に向けた安定器のさらなる処理促進策についてもＪ

ＥＳＣＯからご説明いたします。 

 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、皆様からご意見を賜ることで、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処

理事業所の安全確保の徹底や、ＰＣＢ廃棄物の早期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。 
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【事務局】 

 ありがとうございました。 

 

  ２．委員紹介 

【事務局】 

 それでは、本日ご出席の委員の皆様をご紹介いたします。私から見まして左

側の方から順にお名前をお呼びしてご紹介いたします。 

 まず、公募委員の方でございます。 

 山本委員です。 

 橋本委員です。 

 村上委員です。 

 山内委員です。 

 続きまして、公益財団法人給水工事技術振興財団理事長の眞柄委員です。 

 室蘭工業大学理事副学長の船水委員です。 

 ＰＣＢ処理の安全性を考える会代表の河野委員です。 

 室蘭市女性団体連絡協議会幹事の時田委員です。 

 環境ネットむろらん代表の西畑委員です。 

 室蘭市町内会連合会常任理事の小林委員です。 

 また、本日残念ながら欠席されておりますが、室蘭工業大学大学院准教授の

吉田委員、室蘭商工会議所工業部会長の永澤委員、特定非営利活動法人室蘭地

域再生工場理事長の藤当委員、室蘭漁業協同組合代表理事組合長の室村委員が

選任されております。 

 また、当会議では、近隣市のご意見を伺うために登別市と伊達市に参画いた

だいております。また、オブザーバーといたしまして、環境省、中間貯蔵・環

境安全事業株式会社、北海道立総合研究機構にもご出席いただいております。 

 最後に事務局でございますが、室蘭市の杉本生活環境部長、きょうはまだ来

られておりませんが、和野経済部長を初め、担当の職員の方々、道からは、先

ほどご挨拶を申し上げました山田環境局長以下担当職員が出席しております。

よろしくお願いいたします。 

 

  ３．座長及び副座長選出 

【事務局】 

 続きまして、議事を進行いただく座長、副座長の選出を行います。 

 お手元に資料１として配付しております監視円卓会議の設置要領をご覧くだ

さい。 

 設置要領第４条において、座長と副座長の選任について規定しており、座長
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につきましては委員の互選により選出することとなっております。 

 それでは、座長の選出をお諮りいたします。ご推薦がございましたらお願い

いたします。 

 

【○○委員】 

 今までの経緯もありますので、眞柄委員にお引き受けいただくのが一番スム

ーズに行くのではなかろうかと考えます。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。 

 ただいま、○○委員より、座長は眞柄委員にとのご推薦がございました。 

 眞柄委員、いかがでしょうか。 

 

【眞柄委員】 

 ご推薦をいただいたのですが、そろそろ引退させていただこうかと思ってお

りました。個人的には船水委員がいいのではないかと思っておりますが、今回

は座長を務めさせていただきます。次回以降は、ぜひ後任の方を選んでいただ

ければと思います。 

 色々な事情がありまして、それは個人的な事情もありますけれども、ご承知

のように、先ほどご紹介をいただきました給水工事技術振興財団という水道技

術関係の国家資格をやっている財団法人でして、先日もＮＨＫでやっていまし

たが、水道事業に民間が関与するということで、昨年の１２月に水道の法律が

通ったものですから、その関係で仕事も大分混んできたという事情があり、今

回限りということで、ぜひ次回からは違う方になっていただきたいなと思って

おります。 

 次回以降、ぜひお考えいただければと思います。ひとつよろしくお願いいた

します。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。 

 ただいま、○○委員からのご推薦を受けまして、眞柄委員から、今回に限り

座長をお引き受けいただけるというお考えを示されましたが、皆様、いかがで

しょうか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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【事務局】 

 ありがとうございます。 

 特にご異議等ございませんようですので、今回の会議につきましては眞柄委

員に座長をお願いし、次回以降は改めて座長を選出する形をとらせていただき

たいと思います。 

 それでは、眞柄座長に、一言、ご挨拶をいただければと思います。 

 

【眞柄座長】 

 色々と申し上げましたが、思い返せば、北大の教授をしていた時代に、ＰＣ

Ｂの処理施設を道内につくろうということで、最初は室蘭市にお話があって、

そのときは室蘭市に北海道内のＰＣＢをということで、市長を初め、市の施設

で市民にご説明をしたことがありました。それ以来、随分進んできて、最初は

１都３県を除いた関東から東北地方だけだったのですが、知らない間に１都３

県までやるようになってしまって、考えてみたら、日本の半分以上のＰＣＢを

室蘭が処理するようになったということです。 

 ＰＣＢ処理の特措法が通って、期限が切られていますので、環境省もＪＥＳ

ＣＯもそうですし、室蘭あるいは胆振の方々にご協力をいただいて、その目標

に到達するようにぜひ進めていただきたいと思っております。よろしくお願い

します。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 それではここからの議事進行につきましては、眞柄座長にお願いいたします。 

 

【眞柄座長】 

 それでは、先ほどの設置要領にございましたように、副座長を私が指名する

ことになっておりますので、船水委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。では、一言お願いします。 

 

【船水副座長】 

 この４月からこの会議に加えていただきました船水です。どうかよろしくお

願いします。 

 私は、眞柄先生がおられたときに隣の隣ぐらいの講座の教授をしておりまし

て、眞柄先生の環境に対する考えをいろいろお教えいただきましたので、それ

をきちんと引き継いでいければと思っております。よろしくお願いします。 
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  ４．議  事 

【眞柄座長】 

 それでは、早速、次第に従って議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず初めに、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、資料１の設置要領です。それから、資料２の北海道ＰＣＢ廃棄物処理

事業監視円卓会議の前回、第４６回の議事録をお配りしております。それから、

資料３－１、ＪＥＳＣＯのＰＣＢ廃棄物処理事業の現況、資料３－２、北海道

事業の進捗状況、資料３－３、稼動状況、資料３－４、トラブル事象等につい

て、資料３－５、ＪＥＳＣＯの北海道ＰＣＢ処理事業所に対する立入検査実施

状況、資料４、前回監視円卓会議での課題に対する報告について、資料５、プ

ラズマ溶融分解炉の効率的な運用について、資料６－１、平成３０年度北海道

ＰＣＢ廃棄物処理場に係る環境モニタリング測定結果、資料６－２、環境中の

ＰＣＢ濃度の経年変化です。それから、参考資料としまして、北海道ＰＣＢ廃

棄物処理事業だより（Ｎｏ．４３）をつけております。 

 資料に不足等ございませんか。 

 

【眞柄座長】 

 それでは、早速ですが、議事（１）は監視円卓会議についてということで、

資料１の設置要領がございます。円卓会議の委員に初めてなられた方もいらっ

しゃいますので、改めて、円卓会議の設置要領についてご説明をいただきたい

と思います。お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、資料１について説明させていただきます。 

 監視円卓会議の経過、趣旨についてご説明しますと、資料１の設置要領第１

条にも記載がありますとおり、ＪＥＳＣＯ、環境安全事業株式会社が室蘭市に

おいて行うＰＣＢ廃棄物の処理事業を監視し、また広く情報提供等を行うこと

により、安全で適正なＰＣＢ廃棄物処理を推進すること。 

 その上で、道民、事業者、行政の信頼関係に立脚した処理事業を推進するこ

となどを目的として、北海道と処理施設立地市である室蘭市が連携して設置し

たものでございます。 

 円卓会議設置までの経過ですけれども、平成１５年に北海道ＰＣＢ廃棄物処

理事業の実施計画、室蘭市での処理が認可されまして、最初は監視市民委員会
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という形で同様の趣旨で開催されておりました。 

 その後、東北等１５件の受け入れ処理という拡大の要請がございまして、受

け入れを受託するという流れの中で、事業地域の拡大等による一層の安全性を

考慮した処理事業の推進が必要であるということで、市民委員会の構成をベー

スとして参加者を拡充する形で、学識経験者、各種団体、公募委員を１５名以

内ということで平成１７年から設置されております。 

 平成１７年９月の第１回の開催以降、年三、四回を基本としまして、本日を

含めて計４７回開催されておりまして、設置要領第２条の監視事項であるＪＥ

ＳＣＯ事業の状況や処理事業における環境モニタリングの状況、その他安全性

の確保に関する事項等についてご審議をいただいているところでございます。 

 委員の皆様には、北海道地域におけるＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を

推進するために、今後も円卓会議において専門的な立場から、安全性の確保等

に関する方策の提言、助言等をいただくようお願いしたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

【眞柄座長】 

 ＰＣＢ廃棄物の処理施設は、北海道以外にもございまして、それぞれの事業

所で監視円卓会議と同じようなものが設置されております。 

 ただ、設置要領の第２条の１から６までかなり詳細に書いてある円卓会議や

監視委員会は他のところではございません。そういう意味では、北海道の円卓

会議に書かれていること、あるいは、円卓会議が扱っている内容というのは、

北海道並びに関係者にとってみれば、それなりに重たいものと私は承知してお

りますので、今後とも、新しく円卓会議の委員になられた方々には、ぜひ積極

的にご意見、お考えを披歴していただければ、道なりＪＥＳＣＯなりがそれな

りに対応することと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、前回の監視円卓会議の議事録につきましては、あらかじめ各委員に

確認をしていただいておりますので、特にご意見があればお出しいただくこと

にしたいと思います。 

 なければ、これで承認をさせていただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

【〇〇委員】 

 初めてこの会議に出席をさせていただきました。 

 これは第４６回の資料なものですから、それまでの経過がほとんどわからな

いです。 

今日ではなくて結構ですが、ＰＣＢをここに立地させる以前から関心がござ
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いまして、その後、例えば札幌の工業団地などでも現地視察をさせてもらった

りして、きちんと保管、保全をしていただいているのかどうかということにつ

いては、いささか疑問がありました。 

 そういった中で、平成２０年からですから相当の年数がたっていますけれど

も、今日、初めて中にも入らせていただいて、本当にしっかりと処理をしてい

ただいているのではないかと思います。 

 もちろん、議事録あるいは資料を見ますと、相当程度、トラブルがなかった

わけではありませんけれども、大きなことにはなっておりません。 

 少しお聞きしたかったことは、ずっと心配していたのですけれども、いわゆ

るネオン管というか、ネオンのサインの中に安定器が入っています。例えば、

ネオンがあるところは、建物が古くなってどこかで廃棄されてしまったり、倒

産をしたり、経営者がかわったりといろいろなことがあるわけですが、そうい

ったことも含めて、行き先についてどの程度の調査をしたか、今日でなくて次

回で結構なので、どこかに議事録があるのかもしれませんけれども、この件に

ついてだけ後に教えていただきたいと思っております。 

 

【事務局】 

 わかりました。 

 これまでの監視円卓会議でネオン管の議論が出ていたかどうか、私も承知を

しておりません。ただ、全国的な処理事業の中で、ほかのエリアでもネオン管

の安定器をどうするのかという課題は提示されていたと思います。そのあたり

も含めて確認した上で、またご提示させていただきたいと思います。 

 

【眞柄座長】 

 ありがとうございました。 

 では、次回に安定器に関してまとまった形でご説明をいただくようお願いし

たいと思います。今日も若干関係することが話題になっているかと思いますが、

よろしくお願いします。 

 それでは、前回の議事録をお認めいただいたということにして、私も４６回

の議事録を全部覚えていないので、どこかの段階で、きょうも資料の最後のと

ころに廃棄物処理事業だよりというものはあるのですが、数字だけなので、も

う少しまとまったものをいずれかの段階で整理して、記録として残ればいいな

と思います。その辺もお考えいただければと思います。 

 続きまして、処理事業の進捗状況について、資料３に基づいてＪＥＳＣＯか

ら説明をお願いします。 
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【ＪＥＳＣＯ】 

 ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所所長の松本でございます。 

 まず、ＪＥＳＣＯから資料３－１から３－４まで説明させていただきます。 

 それでは、お手元の資料３－１をご確認ください。 

 ＪＥＳＣＯにおけるＰＣＢ廃棄物処理事業、５事業所の現況になります。 

 最初にお詫びで大変申しわけないのですけれども、表の右肩に日付が書かれ

ておりますが、平成３１年でございませんので、令和元年と訂正をお願いしま

す。大変失礼いたしました。 

 この資料の中身に関しては、５事業所について、前回の円卓会議から特に進

展ございませんので、省略させていただきます。 

 続きまして、資料３－２をご確認ください。 

 こちらも、重ね重ね申しわけございません。１ページ目の右上の日付は令和

元年６月１１日現在ということで訂正をお願いいたします。 

 北海道事業の進捗状況ということで平成１５年から記録しております。最新

のものとして、１０ページ目をご確認ください。 

 前回、３月１３日に第４６回監視円卓会議がございまして、その翌日に広域

協議会、早期処理連絡会という対外的な会合が開催されております。 

 令和元年５月２３日に、ここＰＣＢ処理情報センターの消防訓練を実施して

おります。 

 資料３－２は以上になります。 

 続きまして、資料３－３の稼働状況になります。 

 １ページ目は当初施設の受け入れ状況の表になります。平成３１年３月末ま

での集計となっております。 

 ２ページ目が当初施設での処理の状況の数字になります。 

 表の下の方の黄色の網かけの部分、変圧器類で、操業開始以降、変圧器で３，

８２３台、コンデンサー類で５万８，７５５台ということで、ＪＥＳＣＯに登

録していただいている数に対する処理の進捗率は、それぞれ９１．８％、９２．

９％というところまで来ております。 

 続きまして、３ページ目は、この１年間の各月ごとの変圧器、コンデンサー

の処理重量、台数のグラフになります。 

 ４ページ目が純ＰＣＢの処理量、５ページ目が有価物の払い出し実績となり

ます。特にコメントする事象はございません。 

 さらにめくっていただきまして、６ページ目が産業廃棄物としての払い出し

実績、ＰＣＢ濃度５，０００ｐｐｍ以下の無害化認定施設への払い出し実績の

表になります。 

 次に、増設施設の状況になります。 
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 ７ページ目が増設の受け入れ状況の表になります。 

 ８ページ目が増設施設における処理の状況です。真ん中に小さな表を書いて

ございますけれども、１道１５県内の処理重量３，１０４トン、１都３県で１，

６９２トンということで、それぞれ登録重量に対する処理の進捗率７６．９％、

２７．８％、双方合計すると４７．４％というところまで来ております。 

 その下はこの１年間の安定器及び汚染物等の処理重量のグラフになります。 

 最後の９ページ目は、増設施設から払い出されますスラグ等の固形物（ばい

じん）の払い出し実績となります。 

 いずれも順調に処理を進めているところでございます。 

 資料３－３は以上で、次は３－４になります。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 安全対策課の鈴木より、資料３－４のトラブル事象等について報告させてい

ただきます。 

 まず、トラブル事象等についてです。 

 前回の監視円卓会議、平成３１年３月１３日開催ですが、それ以降、北海道

及び室蘭市に報告し、公表したトラブル事象はありませんでした。 

 続きまして、不具合事象等について報告させていただきます。 

 同じく、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８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。 

 下の表に各月ごとの件数、２月、３月、４月の不具合事象、不具合事象未満

の件数及び施設ごとの件数を表にしてございます。ご確認ください。 

 また、その下の表には、各年度別の件数も記載してございますので、あわせ

てご確認いただければと思います。 

 トラブル事象についての報告は以上でございます。 

 

【事務局】 

 それでは、資料３－５につきまして、北海道ＰＣＢ事業所に対する行政の立

入検査実施状況を報告させていただきます。 

 １枚目は、昨年度、平成３０年４月からの表になっておりまして、ページを

めくりまして一番下ですが、平成３１年４月２４日に、協定及び廃棄物処理法

に基づく立入検査として、モニタリング調査の立ち入りを行っております。前

回の報告から増加した立入検査の実績の報告はこの１件のみとなります。 

 以上です。 
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【眞柄座長】 

 ありがとうございました。 

 久しぶりに何もなくて、結構だと思います。 

 次は、資料４で、前回の円卓会議で課題として残された事柄について説明を

してください。お願いします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 安全対策課の鈴木より、資料４、前回監視円卓会議での課題に対する報告を

させていただきます。 

 前回の会議において、３項目にわたって課題をいただき、下記の表により整

理させていただいております。 

 まず１件目は、作業従事者の業務年数等についてご指摘いただいております。 

 こちらについては、資料４、別添１表に記載しております。 

 １ページおめくりください。 

 前回、運転会社員の業務年数につきまして、１年未満、１年から３年未満、

３年から５年未満、５年以上との区分けをしておりました。今回、それに加え

まして、５年から８年未満、８年以上としております。 

 構成比ですが、１年未満は１１．４％、１年から３年未満が１４．４％、３

年から５年未満が１１．８％、５年から８年未満が３１．２％、８年以上が３

１．２％の構成比となっております。 

 ２番目として、運転会社別の教育訓練体制について記載してございます。 

 運転会社では、毎年度、教育実務計画を策定し、計画的に教育を実施してい

ただいております。 

 また、運転員のプラント設備運転管理能力等を、毎年度、技能習熟度評価を

実施して確認していただき、これにつきましてはＪＥＳＣＯでも確認するとい

うことでございます。 

 ２０１９年度の重点実施項目を記載してございます。これは、現在、計画ど

おり進めていただいているところでございます。 

 １枚お戻りください。 

 課題の２件目です。災害時の連携と貢献についてです。 

 当事業所は、他事業所の連携ということで、室蘭市石油コンビナート等特別

防災区域協議会へ加入しております。こちらは、室蘭港を囲む企業、日本製鉄、

日本製鋼所、ＪＸＴＧ等の１２社が加盟している協議会でございます。 

 災害時につきましては、こちらで情報を共有しながら対応することとなって

おります。 

 続きまして、地域連携と貢献についてです。 
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 当事業所では、現在、室蘭市防災課と連携について現在検討中でございます。

こちらが整いましたら、また改めてご報告させていただきます。 

 続きまして、活性炭交換の基準についてです。 

 前回会議でご説明した内容に沿って、現在、データ収集中ですので、改めて

報告させていただきたいと考えております。 

 続いて、前回会議で委員より排ガスの流れに対して、活性炭層の上流、中流、

下流での採取、測定の要望のほか、過去の実施例についてもご指摘いただいて

おります。 

 過去の実施例としては、平成２４年の定期点検の際に活性炭吸着層の上部を

開放して採取した例がありますが、通常操業下で採取可能なのは、既存の測定

孔からのみとなるため、上流、中流、下流の３点の採取は困難な状況でござい

ます。 

 会議後、この旨を説明の上、改めてご相談させていただいた結果、操業停止

中の実施を検討することとさせていただいております。 

 前回の課題に対する報告は以上でございます。 

 

【眞柄座長】 

 前回から、作業従事者の業務の経験年数のことや、災害時の地域の企業との

連携、活性炭の交換に関する事柄、この三つが宿題として残っておりましたが、

これについて何かございましたらどうぞ。 

 

【○○委員】 

 前回、説明を少し聞き間違ったところがありました。確かに、通常操業中に

は１カ所、上流、中流、下流の３カ所であったのは操業が終わった後であると

いうことは納得しました。終わった後にきちんとやっていただいたらわかるだ

ろうということで納得しました。 

 

【眞柄座長】 

 経験年数のデータを見せていただくと、かなり熟練の方々が多いというのは、

率直なところ、驚いています。あと何年かして操業が終わったら、この人たち

はどこに行って働くことになるのか、かえってそっちのほうが心配になってい

ます。せっかく経験年数があって熟練した方々が多いのに、その人たちの将来

はどうなるのかと感じないわけではなかったのです。現状は、きちんと経験を

持たれた方がやられておりますし、ＯＪＴもきちんとおやりになっていて、安

心して仕事を続けていることがよくわかりました。 

 ありがとうございました。 
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 続いて、資料５のプラズマ溶融分解炉の効率的な運用についてです。 

 これについても説明をお願いします。 

 

【環境省】 

 ＪＥＳＣＯの説明に先立ちまして、環境省から、今回の安定器処理促進策を

講じる背景についてご説明させていただきたいと思います。 

 安定器及び汚染物等につきましては、前回、３月の円卓会議でご説明しまし

た長期処理計画におきまして、現時点でＪＥＳＣＯに登録されている本年度以

降の処理対象量がその時点で約３，７００トンであり、１年間の処理可能量が

約８５０トンであることから、約５年間で処理できる計画となっておりました。 

 しかしながら、安定器につきましては、自治体による掘り起こし調査が実施

中でありまして、今後、処理対象物量が増加する可能性がございます。 

 早期処理を実現するためには、今後の処理対象量の増加の可能性も考慮し、

現段階からできる限りの処理促進策を講じておく必要があります。 

 このため、ＪＥＳＣＯにおきまして、これまで実施してきました安定器の仕

分けに加えまして、安定器をプラズマ処理が必要な部位とそれ以外の部位に分

離して処理をすることにより、プラズマ処理対象物量を削減するなどの処理促

進策を検討してまいりました。 

 北海道ＰＣＢ処理事業所におきまして、安全性を確保しつつ、こうした処理

促進策を講じていきたいと考えておりますので、皆様のご理解を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 詳細につきましては、資料５に基づきＪＥＳＣＯから説明いたします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 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。 

 それでは、資料５に基づきましてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、前回の第４６回円卓会議のときですが、その際は平成３０年度、昨年

度から行っております安定器の事業所内仕分けの実施状況をご報告させていた

だいております。 

 これにあわせて、３行目に記載がございますが、安定器をプラズマ処理が必

要な部位とさらにそれ以外の部位に分けるということで、減量化を図ると、我

々は分離処理と呼んでいるものでございますが、これを目的とした調査等を実

施しているというご説明をしております。 

 また、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さ

せていただきたいというご説明させていただいているところでございます。 

 今回は、昨年１年間の事業所内仕分けの結果、分離処理の検討状況、さらに
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は、その他の負荷低減に向けた取り組みにつきましてご報告をしたいと考えて

ございます。 

 まず、（１）のプラズマ溶融分解炉の負荷低減策についてです。 

 これは、もう少し具体的に言いますと、プラズマの処理対象量を減量化する

という取り組みでございます。 

 まず、１）の一つ目ですが、いわゆる事業所内仕分けというものでございま

す。 

 安定器は、ＪＥＳＣＯで処理をしなければならないものとそうではないもの

が保管場所で混在しているという状況でございます。 

 そのため、まずは保管場所でしっかり仕分けてきていただくということがあ

りまして、さらに、そこで仕分けられなかったものをＪＥＳＣＯで仕分けると

いうルールで我々の方で行っております。 

 表のところを見ていただくと、昨年度、ＪＥＳＣＯにおける事業所内仕分け

の①としまして、仕分け前重量というところがございます。これを昨年度は約

２５０トン仕分けをしてございます。その結果、いわゆるＪＥＳＣＯで処理を

しなくていいものにつきましては、下の②の仕分け重量というところですが、

１６トン出てきたということです。この１６トンは、ＪＥＳＣＯではなくて、

外部に低濃度ＰＣＢを処理する施設がございますので、そちらにＪＥＳＣＯか

ら処分委託をしているということです。 

 これをしますと、ＪＥＳＣＯの中の③の仕分け率ですが、約６．４％という

数字となってございます。 

 この仕分けにつきましては、先ほどもご説明いたしました保管場所における

仕分けです。これもなかなか数値化しづらいのですが、保管場における仕分け

とＪＥＳＣＯの中における仕分けとあわせまして、そこそこ減量の効果が出て

いると判断してございます。 

 平成３１年度と記載してしまって申しわけございません。今年度、令和元年

度になりますが、昨年度は２５０トンのところに対しまして、今年度は約３０

０トンを仕分ける計画としております。 

 昨年度の仕分け実績に基づきまして、保管場における仕分けが徹底されてい

ないものを調査しまして、それを対象に重点的に仕分けをしたいと考えており

まして、さらに効率的に仕分けができないかといったところに努めております。 

 二つ目は、先ほどもご説明がありました廃安定器の分離処理の検討状況につ

いてです。 

 裏面を１枚めくっていただくと、右肩に添付という記載がございますので、

添付の資料とあわせてご説明をさせていただきます。 

 まず添付の資料ですが、タイトルが廃案定器の分離処理の検討についてです。 
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 具体的に何をするのかということを１番の概要のところに記載しておりま

す。 

 その下に、蛍光灯用安定器の概略構造（例）というものがございまして、安

定器はこの図のような形をしております。 

 図の斜め右側に、ＰＣＢが入ったコンデンサー、左下のほうにＰＣＢの入っ

ていない鉄心コイルがございます。 

 今回、この分離処理というのは、ＰＣＢを含むコンデンサーの内臓部とそれ

以外のトランス内蔵部に分けるということでございます。 

 分けたもののうち、コンデンサー内臓部につきましては引き続きプラズマ溶

融分解を行いまして、それ以外につきましては、プラズマ以外の処理方法で処

理をすることにより、プラズマでの処理量の負荷軽減をはかりたいといったも

のでございます。 

 その下の２番目の処理フロー案でございます。 

 簡単にご説明いたしますと、まず左側から右に流れていきますが安定器の分

離をするという場合に際しまして、具体的にどこを切るのかというお話がござ

いますので、まずは切断箇所をどのように選定するのかということがあります。 

 切断箇所を決めた後に、具体的にどう切っていくのというのが切断というと

ころです。 

 切断後は、コンデンサーの内臓部とトランス内臓部に分かれるということで、

コンデンサーの方は、先ほどご説明いたしましたとおり、プラズマで行います。 

 トランスは、ここに充填剤としてアスファルトもしくは樹脂が含まれており

ます。これは、コンデンサーとかトランスを固定しているものでございます。 

 こういった充填剤と安定器の表面には筐体と言われている鉄材のところ、さ

らに、これも鉄材なのですけれども、こういったものと充填材を分離いたしま

して、その後、既存の施設である洗浄装置を活用しまして、最終的には、産廃

もしくは有価物として外部に払い出す、もしくは、無害化処理認定施設、いわ

ゆる低濃度で外部に払い出すといった主なフローを考えてございます。 

 このフローは、今後の検討により若干変更するということがございます。 

 また、このフローの中にございますが、充填材の分離等を具体的にどうする

のかといったところは、※２にあるとおり、例えば、アスファルトであれば熱

をかけて溶融するとか破砕をするということを今は考えております。 

 これまで、こうした切断箇所をどう選定するのか、切断をどうしていくのか、

充填材をどのように分離していくのかといった要素技術の検討をこれまで行っ

てきております。 

 ３番に要素技術の調査検討状況というところがございます。 

 １枚めくって２ページ目には、切断箇所の選定技術というところがあります。
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これにつきましては、写真にあるとおりＸ線を使って安定器を透視、透過をし

ておりまして、これにより、安定器の内部構造、この写真より右側にコンデン

サーがありまして、中ほどから左側にトランスがあるということを明瞭に確認

できてございます。 

 こうしたことから、切断箇所、どこを切断していくのかといったところが可

能になってきております。 

 次に、②の切断技術でございます。 

 ①で撮影した写真に基づきまして、どこを切るのかという検討をしておりま

す。 

 大きく２カ所検討しておりまして、一つ目はトランスとコンデンサーの隙間

のところでして、ここにアスファルトのみがあるといったものと、もう少しコ

ンデンサーから離してトランスの鉄心部を切ろうということで、どちらのほう

が分離しやすいのかというテストを行ってございます。 

 どの機械を使うのか、どういう切断装置を使うのかということに関しまして

は、次の２つのポツがありますが、鉄、銅、充填材、こうしたものが混在して

いる、安定器でも切断ができるというものと、切断によって安定器に大きな変

形とか振動が与えられてしまうと、ここからＰＣＢが漏れてしまうということ

がございますので、振動や変形は与えないというものから、現状ではバンドソ

ーを選定してございます。 

 写真２のところに切断試験の様子ということで、ハンディーなバンドソーと

いったものがございまして、これで切断の試験を行ったところでございます。 

 この切断の試験によりまして、結果としまして、安定器が潰れたりＰＣＢが

漏えいしたといったことはございませんでした。 

 ２カ所を選んで切断した結果ですが、アスファルトの充填部を切断したもの

につきましては、アスファルトが熱を受けてやわらかくなってくるということ

があり、アスファルトが刃にくっついてしまい、切りづらくなったというとこ

ろがございました。 

 片方のトランスの鉄心部を切断したものにつきましては、アスファルトのと

ころを切断したものと比較して切断時間は長くなりました。これは、鉄部分を

切る量が多いからになりますが、切断性能の劣化は見られませんでした。 

 また、切断試験を行った安定器について、重量はどのくらいの比率になるの

ということですが、コンデンサー内臓部とトランス内臓部の重量比がおおむね

３対７ぐらいでございまして、最大で４対６程度のものがございました。今後、

設計上は４対６を設定して検討を進めていきたいと考えております。 

 ここまでが切断のところの要素技術のお話です。 

 本文に戻っていただきまして、１ページ目の２）の②の検討結果の上から３
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行目までをご説明させていただきました。 

 こうした切断箇所の選定、さらには切断というところが明らかになりました

ので、安定器をコンデンサーの内臓部、さらには、トランス内臓部に分離、分

割をすることができるということを確認しております。 

 その下に記載していますが、分割後のトランス内臓部はどうするかというこ

とで、アスファルト、樹脂といったものがございまして、この分離技術につい

ては、２ページ目の上になりますが、アスファルト型安定器につきましては、

溶融、熱をかけて溶かすということで、今回は２００度の温度をかけて溶かし

てみましたが、大部分のアスファルトが溶融をしなかったということがござい

ました。 

 このことから、少し温度条件を変えてみようと考えております。 

 さらには、熱をかけて溶かす以外に、破砕もできないのかというところを引

き続き検討していきたいと考えております。 

 また、樹脂型につきましては、破砕によりまして筐体トランスと樹脂を問題

なく分離できることを確認してございます。 

 詳細が添付資料の３ページ目にございます。 

 ３ページ目の上に、アスファルト充填型安定器の溶融・溶解技術、溶融試験

ということで、先ほど切断した安定器ですが、２００度で加熱してアスファル

トの溶融をした状況が左側の写真４になります。これでも溶けてこなかったと

いうことがありましたので、写真５のようにバーナーを使って加熱試験を行っ

てございます。結果としましては、３００度に達したところで溶融したことを

確認してございます。 

 今後は、溶融温度の再確認をするということで、切断したトランス内臓部に

つきまして、温度条件を変更した加熱試験を行う予定としてございます。 

 また、ｂの溶解試験です。これは、アスファルト溶解用の溶剤で溶けるのか

といったテストをしております。 

 結論としましては、ほとんどが溶けなかった、少ししか溶けなかったという

ところでした。 

 ということで、今後は、温度条件を変更した加熱試験とあわせて、一番下に

ございます破砕試験についても実証していきたいと考えております。 

 ４ページになります。 

 では、樹脂型はどうなのかというところが④の樹脂充填型安定器の破砕試験

です。 

 破砕機もいろいろなタイプがございますので、二軸式破砕機とハンマー式と

チェーン式といった大きく三つの破砕機を使って破砕テストを行っておりま

す。 
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 結論からして、二軸式は鉄に銅線が絡みつくところがあるので、少し問題が

ありました。ハンマー式というのは、鉄のハンマーがぐるぐると回っているも

ので、チェーンというのは、チェーン状のものもぐるぐる回っているのですが、

これだと鉄と銅線、樹脂の分離できることを確認できていまして、樹脂のほう

は破砕をしてできそうだというところを確認しております。 

 ２）のその他ということで、何点か検討していることがございます。 

 切断作業をするときに、作業環境対策、いわゆるＰＣＢに曝露しないように

という検討をしてございますが、基本的には局所排気装置を適切に使用するこ

とで作業環境が適切に維持できることを確認してございます。 

 また、二つ目は、切断後のコンデンサー内臓部はプラズマで処理をするので

すが、これまで安定器を丸ごと処理していたときと同じように溶融することが

できるのか、いわゆる溶融時間が変わらないのかといったところが重要なファ

クターとなっております。 

 実は、これまで、コンデンサー内臓部が搬入されてきております。これを使

いまして、通常の安定器と同様の詰めかえをして溶融処理をしてきております

が、溶融速度は通常の安定器と比較して大きな差は見られませんでした。 

 ただ、全てをコンデンサー内蔵のみで処理をしたところはございませんので、

これを連続処理して、本当に問題がないのかという確認はしたいと考えてござ

います。 

 ２ページ目にまた戻ってください。 

 ２ページ目の５行目の少し空白のあるところの下ですが、このように、一部

の要素技術につきましては、追加的な調査が少しありますが、そういった調査

を並行して行いながら、これまでに明らかとなった結果がございますので、こ

の結果に基づきまして、北海道事業所における安定器の分離処理の実施に向け

て、今後、具体的な設計や設備の製作を開始させていただきたいと考えてござ

います。 

 今後のスケジュールとしましては、添付の最後のところにも少し記載がある

のですが、来年度の後半には何とか操業することを目指していきたいと考えて

ございます。 

 また、こういった設計、製作の具体的な話はこれから行ってまいります。そ

の内容につきましては、円卓会議に随時ご報告をさせていただきたいと考えて

おります。 

 また、詳細を検討していくに当たっては、下にございます①から③に留意し

てしっかり行ってまいりたいと考えてございます。 

 まず一つ目は、北海道には当初施設と増設施設と大きく二つの施設がござい

ますので、操業に支障を及ぼさないということを前提としながら、既存の設備
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の活用を図りたいと考えております。 

 具体的には、充填材分離後の処理に当初施設にございます洗浄設備等を活用

することを検討しております。 

 ②ですが、設備、作業の安全性を確保するため、既存の設備と同様の安全設

計の考え方に基づきまして設計、製作を行っていきます。 

 さらには、作業従事者の安全確保を徹底していきたいと考えております。 

 具体的には、中ほどのポツですが、先ほどもご説明しましたように、コンデ

ンサー部を間違って切断してＰＣＢを漏えいさせないように、安全性の高い切

断箇所、具体的にはトランス側を設定するとか、搬入時点におきまして、安定

器の容器が破損しているものがございます。そういったＰＣＢ漏えいのおそれ

があるものにつきましては、分離処理の対象にはせず、これまでどおり、プラ

ズマで行うことを考えております。 

 また、先ほどの稼働開始は来年度の下期といったことをご説明させていただ

いておりますが、その稼働開始に向けて、設備にあわせまして、必要な作業従

事者の確保とその技能の習熟といったものに努めてまいりまして、体制をしっ

かり整備した上で進めていきたいというふうに考えてございます。 

 最後に、プラズマの処理対象量を減量化する三つ目は、運転廃棄物の処理に

ついてです。 

 現状、ＰＣＢの処理に伴いまして廃活性炭が発生してきます。これは、ＰＣ

Ｂ濃度が５，０００ｐｐｍ以下であるもので、これは既に外部にある無害化処

理認定施設を活用して処理を進めているところでございます。 

 昨年度からになりますが、ＪＥＳＣＯにおきましても、５，０００ｐｐｍを

超える運転廃棄物がございます。これにつきましては、特に化学防護服という

ものがございます。 

 これは、これまでプラズマで処理をしていましたが、昨年度からは、当初の

洗浄設備を活用して処理をしようという取り組みを行っております。これによ

って、少しでもプラズマ負荷を下げる取り組みを行っております。 

 最後に、（２）プラズマ処理能力の向上ということです。 

 これまでの説明は、プラズマ処理対象量をいかに減らしましょうかというお

話でございましたが、（２）は、いかにプラズマの処理能力を上げるのかとい

うところです。 

 これまで、ＪＥＳＣＯといたしましても、操業実績を積み重ねてきておりま

す。この結果、運転員の技能向上、さらには効率的な運用ができるようになっ

てまいりまして、結果として安定操業が可能となってきております。 

 これに基づきまして、処理量も年々増加をしているところでございます。 

 引き続きまして、今年度、さらには来年度以降も操業効率を上げまして、処
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理能力の向上を図っていきたいと考えております。 

 長くなりましたが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

【眞柄座長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、今説明された事柄について、どこからでも結構です。 

 

【○○委員】 

 皆さんにこういう説明をするのですか。 

 私は、この１０分の１か２０分の１ぐらいの説明でやらなければいけないと

思います。何を言っているのか、よくわからないのです。もう少し簡潔に言っ

てほしいのです。 

 聞いていたら、所内でやるということですね。よくわからないです。 

 

【眞柄座長】 

 内容があり過ぎて、よくわからないということですね。もう少しわかりやす

く説明をしてほしいということですね。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 説明が長くて申しわけございませんでした。 

 要するに、安定器のプラズマ処理量を減らすために、安定器をプラズマ処理

すべきところとそうではないところに分けて、そうではないところもしっかり

処理をしていきたいということです。 

 

【眞柄座長】 

 ＰＣＢが入っているところと入ってないところをのこぎりで切って、ＰＣＢ

の入っているほうをプラズマで焼いて、プラズマ炉に対する負荷を減らそうと

いうのがそもそもの趣旨だと思います。 

 

【○○委員】 

 それはわかるのですが、問題は、そういうことをここでないところでやって

はいけないということになっているわけでしょう。それを明確に言わないと、

何を言っているかわからないです。ここでやるのだったら、そんな難しいこと

をここで言わなくても、それはここでやればいいことです。そんなに技術的な

ことまで説明しなければいけないのですか。 

 問題は、町でそう思っている人がどうしたらいいかということが本当にわか
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っていないのです。 

 私が北九州に聞いてみたら、北九州では、こちらでやるから、とにかく持っ

てきてほしいというふうに指導しているときちんと書いてあるのです。そうい

うことをしっかり言ってやらないと、町の人は混乱しているわけですから、そ

の点をどう考えているのかということです。 

 言い方のポイントが全然違うのです。 

 これをどうやって少なくするか、みんながどうやって持ってきやすいのか、

そこを検討することが大事だと思うのです。どんな切り方をして、どのように

するか、そのときに切り間違ったからどうしたらいいか、そんなことをここで

説明されたけど、そんなことが起こらないようにすればいいわけです。そうい

うふうにしか思えないのです。この長い時間聞いて、それをまた、町の人に言

われたら、これはどうしようもないです。そういう立場では人を持ってこられ

ないと思います。それだけのことです。 

 

【眞柄座長】 

 ○○委員のご質問、ご意見に対して、環境省でも道でもどちらでもいいので、

回答していただけますか。 

 

【環境省】 

 ご指摘、ありがとうございます。 

 まさに、今まだ安定器を自分でお持ちだという方がＪＥＳＣＯに安心して委

託をして処理ができる体制をつくっていくことが、環境省とＪＥＳＣＯが皆様

にご協力をいただいてやっていくべきことですので、前回もご説明したかもし

れませんけれども、まず、保管場所での仕分けは大事なことです。まず、自ら

持っていらっしゃるかどうかの調査を自治体さんからアンケートを送っていた

だいたり、場合によっては現場に入っていただいたりして確認をしていただい

ております。 

 その結果、これがＰＣＢ安定器だということになれば、ＪＥＳＣＯに処分委

託をしていただいているわけですけれども、実際のところは、ＰＣＢ安定器で

ないものも混在してしまっている場合があるということと、もう一つは、本日、

増設施設をご覧いただきましたけれども、コンデンサー外付け型安定器という

ものが一部ございます。つまり、ＰＣＢが入ったコンデンサーを安定器から分

離することができるものがございまして、そういったものについては、安全に

分離をしていただいた上でＪＥＳＣＯに処分委託をしていただくということで

ＪＥＳＣＯの方でも早期の処理ができることにご協力のお願いをしているとこ

ろでございます。 
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 今、ＪＥＳＣＯからご説明をいたしましたが、その後、ＪＥＳＣＯに処分委

託をしていただいた処理すべきＰＣＢ安定器をより早期に処理していくため、

ＪＥＳＣＯの事業所の中でどういう工夫をしていくかというご説明をさせてい

ただいたところでございまして、保管事業者様にお願いするのはその前の部分

ということで、わかりやすくご説明していかなければならないと感じた次第で

す。 

 

【眞柄座長】 

 つまりは、事業所内で仕分けをして、明らかにＰＣＢが入っているものは持

ってこられるけれども、入っていないものはもう結構ですということが一つの

話ですね。でも、ＰＣＢが入っているもので、ＪＥＳＣＯに持ち込まれたもの

でＰＣＢが入っているコンデンサーになっているものはそのままいくと。そう

ではない長い鉄心とコンデンサーが一つのものに入っているものは、ここの事

業所に１都３県も含めて送られてくるということです。 

 今までは、そのままプラズマで全て処理をしていたのですが、量が多過ぎて

処理し切れないかもしれないということです。だから、送られてきたものをこ

の事業所の中で、のこぎりで切って、プラズマで焼かなくてはならないものと

そうではないものを分けて処理するようにしますという話ですね。 

 

【○○委員】 

 そのことはそのとおりですが、いかにして町に出回っている安定器を回収す

るかという問題にはかかわりがないのです、極端に言えばね。ここの問題です

からね。 

 

【眞柄座長】 

 掘り起こし調査のことについて、道ではどういう対応をするか。道も含めて

地方自治体で蛍光灯のコンデンサーについてどういう掘り起こし調査をするか

というのが最初に○○委員がおっしゃったことです。そして、掘り起こし調査

のことについて、どういう戦略で進めているか、あるいは具体的にどうするか

ということを○○委員は知りたいと思うのです。説明していただけますか。 

 

【北海道】 

 それでは、事務局から、掘り起こし調査についてご説明させていただきます。 

 今までも掘り起こし調査については何度か説明させていただいたのですが、

平成２９年度から行っている道の掘り起こし調査の概要について簡単にご説明

いたします。 
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 大型のトランス、コンデンサー、また安定器につきましては、皆様ご承知の

とおり、処分期限が迫っておりますので、処分期限に向けていち早く処理を進

めていくということです。また、委員の皆様がおっしゃっているように、特に

安定器ですけれども、まだ把握されていないものもございますので、都道府県

に関しましては、その把握に努めるということで、掘り起こし調査を鋭意進め

ているところでございます。 

 掘り起こし調査に関しましては、環境省の方でマニュアルが作成されており

ますので、そのマニュアルに基づいて、道の方でも掘り起こし調査を現在進め

ておりまして、平成２９年度に関しましては、大型機器、変圧器、コンデンサ

ーに関しまして、掘り起こし調査を実施しております。これに関しましては、

過去の調査や電気事業法の電気工作物の届出がある事業所など、トランスとか

コンデンサーを持っている疑いのある事業者、その調査対象リストを整理しま

して、その中から既に届出をいただいているものや自治体が持っているものを

除きまして、確認が必要なところに関しましては、アンケート調査をお送りし

まして、保有の回答いただいているところに関しましては、順次、現地確認に

行っております。 

 また、アンケート調査に関しましては、ＰＣＢが含有しているトランス等を

お持ちですかという簡単な調査項目を整理して、各リストに基づいて事業者に

お送りしているのですけれども、アンケート調査に回答いただいてないところ

に関しましては、順次、フォローアップ調査ということで、今後、進めていく

ことにしております。 

 昨年度、安定器に関して掘り起こし調査を実施しております。こちらに関し

ましては、経済センサスで事業所が整理されておりまして、ＰＣＢの使用安定

器につきましては、昭和５２年３月以前に設置されている事業所に使われてい

る可能性が非常に高いものですから、経済センサスに関しましては、昭和５９

年以前に開設の事業所と昭和６０年以降の開設の事業所に分けられておりまし

て、昭和６０年以降の開設事業所に関しましては、今申し上げたとおり、昭和

５２年３月以前の建物ではないというところで、ＰＣＢの使用がされている可

能性が低いということです。ここに関しましては、再点検の周知ということで、

可能性は低いと思われますが、今お使いの安定器に関しまして、ＰＣＢが使わ

れている場合がありますので、ご確認等をお願いしますというところで周知を

図っております。 

 経済センサスで整理されている昭和５９年以前の開設の事業所に関しまして

は、ＰＣＢが使用されている安定器をお持ちになっている可能性が高いです。

こちらに関しましても、アンケート調査ということで、大体４万件あるのです

けれども、こちらに関してもリストを整理しまして、全てアンケート調査とい
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うことで、ＰＣＢ使用安定器をお持ちですかというできるだけ簡単な項目に整

理して、アンケート調査を送付し、回答があったところで、例えば保有してい

るところがあれば、順次、行政から届出をしてくださいということをしており

ます。 

 また、回答いただいてないとか、アンケート調査がそもそも届いてない事業

所もございまして、こちらに関しましては、今年度、さらに掘り起こし調査の

継続ということで、未回答の事業所やアンケート調査が届いていないところに

関しましては、民間のプロポーザルの提案を活用しまして、より踏み込んだフ

ォローアップ調査ということで、より確実に回答いただけるような形で調査を

進めていくということを進めているところです。 

 

【○○委員】 

 町で問題になっているのは、私のところにある蛍光灯に該当するものにＰＣ

Ｂが含まれているかどうかがわからない、含まれているかもしれない。そのと

きに、どうしたらいいかということでネットの中で質問をするのです。 

 そうしたら、北九州の事業所では、持ってきなさいと言うのです。それだけ

なのですよ。それぐらいのレベルではないと集まらないということです。 

 先ほど言ったこともそうだし、昭和何年のものかと言ったところで、そんな

のはわかるわけがないです。あなた方は一生懸命やっているから昭和何年のも

のなのか知っていて、その前はどうだったかというのも知っているけれども、

町の人はそんなことを知るわけがないのです。その町の人に対してどういう形

でやっていくかということをやらないと、これは集まりません。 

 皆さんがネットでいろいろ質問しているものがそのレベルですから、皆さん

がネットでどういうことを聞いているかということを見てください。私が文句

を言ったのはそういうことなのです。幾らぐちゃぐちゃと処理の方法を言った

ところで、そんなのはどうだっていいことなのです。 

 

【眞柄座長】 

 ○○委員の言われるとおりです。この円卓会議もそうですが、役所が本当に

まともに協力してもらおうと思ったら、５００円のクオカードを配って、あな

たのところに蛍光灯の安定器はあるかと聞かないと出てこないのですよ。絶対

にそうです。 

 今、アンケートを実施しているのは事業所ですが、ＰＣＢがテレビのコマー

シャルで出て流れて出てくると、普通の一般家庭の人はうちの蛍光灯はどうな

のかしらと心配になって聞いてみて、持って来いと言われたら蛍光灯を外して

持っていかなければならない。そんなことをできるわけがないではないですか。 
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 だから、掘り起こし調査も、電気工作物の大型のトランスとかコンデンサー

であれば事業所の話ですよ。しかし、普通の一般家庭に関しては、例えば、私

が住んでいる江東区は、マンションの管理組合を通じて、おたくのマンション

の電気工作物にＰＣＢ使っているものがあるかないかというのが区役所から来

て、管理組合でうちのマンションの面倒を見ている電気屋さんが来て、大丈夫

ですと言ってくれました。江東区ですら、やっと大型のものの掘り起こし調査

をやるようになったぐらいですから、道内もそうですが、１都１８県も含めて、

安定器を本当にどうやって調査をするかというのは、私はもう少し丁寧に蛍光

灯の安定器の掘り起こし調査をやってもらいたいと思います。 

 私がいるオフィスの建物に電気主任がいますので、電気主任が全部の安定器

を調べています。そうしたら、知らない間に蛍光灯が変わっているのです。変

わったものはＰＣＢが入っていたということです。だから、それぐらいきめ細

かくやらないと本当に出てこないのです。 

 処理も大事だけれども、掘り起こし調査が大事です。特に、蛍光灯の安定器

みたいなものについては、もう少しきめ細かい調査をして、ＰＣＢを北海道の

事業所に持ってきている他県と連携して、特に安定器のことについては、期限

も限られているし、処理の方法も考え直してプラズマの負荷を下げようという

努力もされているので、その辺のところは広域連携の会議でもう一度連携を深

めてやってもらうようにしていただきたいと思います。 

 環境省も鋭意努力をされていらっしゃることを承知していますけども、大型

のほうに目が行っていて、こういうところに目が行っていません。 

 道内だって、去年か一昨年に道立の学校でパンクしたのでしょう。そんなも

のですよ。 

 もっと言えば、別に私は防衛省のことは嫌いではないけれども、防衛施設庁

のものは誰が見るのですか。国でしょう。防衛省の施設で本当にやっているの

かどうかはわからないですよ。やってもらっているのでしょうけれども、護衛

艦なんかやっていますか。陸上のほうはやっているけど、護衛艦のとこまでや

っているかどうか、あれは特殊ですものね。では、米軍はという話です。 

 

【環境省】 

米軍は日本の法律の適用外です。 

 

【眞柄座長】 

 そうでしょう。 

 どっちにしても、そういうところでやって、完全な掘り起こしはできないと

思うから、余裕を見るためには、こちらの事業所の中で切って負荷を減らすこ
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とも当然準備しておかなくてはならないと思います。掘り起こしに関しては、

もう少し丁寧なネットワークでやっていただきたいと思います。 

 他に何かコメントする人はいますか。 

 

【○○委員】 

 事業所がいかに安全に効率的で、今ある施設の中で来るものをきちんと処理

するという努力については、先ほどの長い報告については評価したいと思って

います。ただ、それが本質を突くかどうかということになったら、今の意見が

出てくるわけです。 

 今、○○委員が最初に言われた点と共通するのですが、いつも問題になるの

は、日本にあるＰＣＢの全体量の中でどれだけきちんと処理されたのかという

ことについて、一貫して環境省は明らかにしないのです。ここに出ている範囲

でも、これは純粋に北海道だけで処理をしたＰＣＢという意味でしょう。ここ

で言うと２万５，９１１トンということですね。ここでかなり量をこなしてい

るのです。 

 問題は、恐らく、コンデンサーというか、変圧器系統は製作している場所も

はっきりとしているから、かなり追求しているだろうと思うのですが、どこま

で追求されて、不明がどれだけあるかということははっきりしていなければな

らない時点だと思うのですが、そこも発表されていません。 

 今話題になっているコンデンサー類は何百万個という数字ですから、これを

つかむのは大変だということは我々もよくわかるし、道は道で、この一、二年

はかつてないほど頑張って、色々な努力をされているのを我々も見ていて、前

から見たら随分頑張っているなと思っていますが、それで足りるのかという問

題もあるわけです。 

 その点でいくと、我々は、今回、新委員が選ばれて２年間任期があるわけで、

この２年間というのはすごく重要な２年間だと私は思っているのです。今まで

は、安全性の問題とか、様々な努力をしてきて、一緒になって安全性を守って

きたのですが、今度は、その問題より以前に、自然に出てしまったら、ここで

起きる事故の何万倍のものが出てしまう可能性があるというのが日本の中に存

在しているという危機意識を持たなければいけないと思うのです。 

 そういう点でいけば、今までの努力の結果がここまで来ました、あと残るの

はこれだけです、純粋なＰＣＢ量であればこれだけだけれども、変圧器だった

らあと何個ですというところまではっきりとさせると。企業に記録が残ってい

るのだから、変圧器だったら追跡すればできるはずです。なおかつ、全国の安

全協会が管理しているわけですから。 

 その点を含めていけば、あと残るのはコンデンサーということになってくる
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のだけれども、この辺は、我々一般市民に、町会単位ぐらいまで危機感を持っ

てもらって進めなければなかなか見つかっていかないという現実にぶつかって

いるのだと思うのです。逆に言うと、これからの２年間というのは、もちろん、

今、事業所は安全を守るために必死になって頑張ってくれているし、今回の作

業している人たちの経験年数を見ても、私が心配していた以上には頑張ってい

るなということがよくわかりました。 

 今、それ以上に大事なのは、見つかっていないＰＣＢを把握するという努力

は最大限やらなくてはいけません。 

 もう一つ、ここで懸念されることが話の中で出ました。 

 このままでは来る量を全部こなせないかもしれないということで、軽減をは

かるという話が出ましたね。 

 そういう点でいけば、プラズマでやっているのは九州とここだけしかなかっ

たのです。ここだけでこなせないという認識がもしかしたら出たのかなと私は

聞こえましたので、九州はまだ壊していないのだったら稼働することを考えて

もいいのではないかと思います。もちろん、市民との約束があるから、簡単な

ことではないというのは私もよくわかっているのですが、現実に室蘭だけでこ

なせないような状態があるのであれば、北九州の問題も考えなくてはいけない

と思います。合意を形成しなくてはいけないと思います。 

 そういう全体を明らかにしてもらうという点でも、私は環境省の責任はすご

く大きいと思っています。 

 ＪＥＳＣＯは、本当に処理する立場で頑張っているわけです。しかし、環境

省はＰＣＢ全体に対して責任を負うという立場だから、その点でご発言をお願

いしたいと思っています。 

 

【環境省】 

 ご指摘をありがとうございます。 

 まず、最後にご指摘いただいた北九州の話ですけれども、北九州は、変圧器、

コンデンサーの処理は終わっておりますけれども、安定器、汚染物のプラズマ

炉については依然として動いております。ですので、今、そちらが止まってい

てどうこうという話ではなくて、初めに申し上げたとおり、今回の処理促進策

は今後増えてくる可能性がまだあるということで、今後のことも踏まえて早期

処理をしていくための対策としてやりたいということでございます。 

 全体がどうなっているかというところをなかなか上手くお示しできておらず

申し訳ありませんけれども、改めて次回にでも整理させていただければと思っ

ておりますが、変圧器、コンデンサーにつきましては、当初、高圧のものは３

９万台という製造台数がございました。その中で、３７万台以上はもう把握を
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して、その９割方が北九州も含めて全国５カ所で処分が進んでいるのが現状で

ございます。 

 一方、ＰＣＢ特措法ができる前に紛失をされたというものが１．１万台ある

ということがわかっております。 

 ということで、差し引き数千台が未把握となっておりまして、この数千台が

既に紛失されたかもしれなければ、まだ残る４地域で持たれているかもしれな

いということで、その掘り起こし調査を変圧器、コンデンサー、大型のものに

ついてはしっかりやっていくというのが残り３年、４年の課題ということでご

ざいます。 

 安定器については、さらに状況がわからないところではございますけれども、

これまで処理した量や今登録されている量はわかるわけですけれども、初めに

どれぐらいＰＣＢが入ったものがあって、その中でどれぐらい紛失したのかと

いうところはなかなか正確な数字が残っていないのが実情ではございますけれ

ども、今、自治体において掘り起こし調査を進めていただいておりますので、

その進捗を見ながらあとどれぐらい出てくるのかというところについても、何

らかの検討をして整理をしていきたいと思っております。 

 

【○○委員】 

 掘り起こしの件について非常に危惧していたものですから、今回応募をさせ

ていただきました。しっかりやっていただきたいということと同時に、ここで

やる事業は、東京都あるいは東北等の他県も含めての事業なものですから、そ

ういった認識を各自治体できちんと持ってもらって、末端までこういうことが

浸透しているのかということについて、非常に心配しておりました。最終的に

はこちらで引き受けることになるわけですが、その前に各自治体でしっかりと

やっていただいているのかという危惧を持っています。 

 それは、改めて強く要求させていただいて、しっかりと減量していただいて、

なおかつ、未処理のものがどんなふうになっているか、あるいは、埋没してし

まったものがどういうふうになっているのかということをできるだけ早くお知

らせいただきたいと思います。 

 そして、質問は、第４６回の議事録の３８ページの北海道の答えの中で委託

業者という文言がありました。これについてもう少し詳しくお知らせいただき

たいと思います。 

 

 

【北海道】 

 先ほど、掘り起こし調査に関しましては、数が物すごく多いということもご
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ざいまして、プロポーザル方式ということで、民間からご提案をいただいて、

いかに効率的に幅広く確実にやるかということで、平成２９年、３０年、３１

年度と実施しております。 

 その中で、ここに書いてある委託業者というのは、まさにそのプロポーザル

方式で私のところはこういう提案で掘り起こし調査を進めていきますというご

提案を何社からいただいて、その中で審査をして、そちらの業者にお願いしま

すということでやるのですが、平成３０年度に掘り起こし調査をしていただい

た業者のことを指しております。 

 委託業者に相談を入れて全てに答えられるわけではないというのは、もちろ

ん行政ではありませんので、届出とか、深いことに関しましては行政のほうで

対応しますけれども、一義的に掘り起こし調査の中で、例えば、ＰＣＢを持っ

ていますかとか、なるべく簡単な調査項目で広く把握するようにしておりまし

て、そういった一義的な回答に関しましては、委託業者のほうで窓口みたいな

ものを開いて対応していただいている状況でございます。 

 

【○○委員】 

 ありがとうございます。 

 それは、北海道事業の管内に委託業者というのは何社程度あるのでしょうか。 

 

【北海道】 

 プロポーザルの業者自体は１社です。 

 

【○○委員】 

 例えば、各市町村とかＪＥＳＣＯでもいいのですが、相談窓口はあるのです

か。 

 つまり、どうしたらいいのだろうといって、うちに相談してくださいという

ものが行政とかＪＥＳＣＯにあるのでしょうか。 

 私は、名古屋のそういう処理業者に電話をしたことがあるのです。その処理

業者のホームページを見たら、ＰＣＢの安定器、蛍光灯はうちでは扱わないこ

とにしたと書いてあるのです。それは、壊してもらったら困るし、いろいろな

問題があるからやらないということです。しかし、北九州のこの人に言えば相

談に乗ってくれますよ、名前を言いましょうかと言ってくれました。北九州の

ＪＥＳＣＯに相談するところがあると言うのです。そんなものがあったら非常

にわかりやすいですね。室蘭市だったら、この人に聞いたらわかるというよう

な、それぐらいが非常に安心するのではないかと思うのです。 
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【眞柄座長】 

 地方自治体で、ＰＣＢが入っている安定器かどうかという相談窓口はどれぐ

らいの割合であるのですか。 

 

【環境省】 

 まず、基本的に所管の自治体、都道府県あるいは政令市にＰＣＢの処分につ

いてはご相談をいただくことにしておりますが、ＪＥＳＣＯのほうでも処分会

社というふうに認識をしていただいておりますので、ＪＥＳＣＯのほうにお問

い合わせいただければ、適切なご説明は差し上げております。 

 結局、どの段階でお困りになっているかということによるところでして、そ

もそもこれがＰＣＢ安定器なのかどうかがわからないということになります

と、銘板、型番などを確認しなければいけない場合があります。そうすると、

日本照明工業会という業界団体で照明器具のメーカーを束ねていらっしゃるの

ですが、そちらのほうでもわかりやすい説明をしていただくようにお願いして、

環境省と自治体との会議にも照明工業会に出ていただいて、ＰＲとかご説明な

り相談窓口なりの対応をお願いしているところです。 

 一方、その後の段階になって処分をしていくということになりますと、自治

体の保管や処分のご指導、ＪＥＳＣＯに処分委託の手続はどうするかというこ

とになると、ＪＥＳＣＯのほうでしっかりご説明をするということで、それぞ

れ問い合わせがあったら、そのときそのときで必要な段階に応じてご説明をす

る方がご説明をしていただいているのが実情でございます。 

 

【○○委員】 

 広域協議会でどういう協議をされるのか、私は全然参加していないからわか

らないのですが、私は、今、○○委員がおっしゃったように、こういうことは

相談する窓口がたくさんあればあるほど接点が大きくなるのです。 

 今、道の方が言ったプロボーザル方式というコンサルタントに頼るやり方は、

私は余り合理的ではないと思っています。むしろ、今ここにいる方も含めて、

市民の意見をいかにして集めるかということで、その集める場所として窓口を

どこの市町村に行っても開いているということが極めて大事ではないかと思い

ます。 

 そこが全てわかっているということを望めば、限界が出てきますが、そこは

通り道になって次のところへ行ければいいわけです。今の話でいくと、何カ所

かに集約すると、そこでパンクしてしまうという状態が生まれてくるわけで、

逆に言えば、窓口がないがためにどこへ行ったらよいのかという話は我々も聞

いたことがあります。 
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 私も、自分の事務所が古いから、インターネットで調べて、入っていないか

どうか調べました。正直に言って大変です。 

 だから、そういう大変なことを要求するよりも、もう少し気楽に、うちにあ

るものはどうなのかという相談窓口を全自治体に、簡単に言えば、室蘭市にあ

りますから、室蘭市と登別市の広報の中にどんどん入れて、窓口がありますよ

ということで啓発してもらおうと。 

 そのように、もっと目線を広くして、市民の中にあるいろいろな意見が反映

できるようなやり方をしなければいけないと思います。 

 私は前にＰＣＢの問題をテレビでやったらいいと言ったことあります。今も

やっていますが、コマーシャルで、うちのほうで問題が起きてしまったから、

この番号に連絡をください、そうしたらすぐに行きますというものをテレビで

ばんばん流すと。しかし、よく考えれば、あれは大変効果的な宣伝です。メー

カーの信頼度を非常に高めます。我々が話を聞いたら、そうだよな、あそこは

きちんとしているなという話になってくるわけでしょう。 

 そういうことを我々から何回も提案して、最近は私も言わなくなりましたが、

とにかく、いかにして広く、気楽に相談に行ける窓口をつくっていくか、ある

いは、耳に入る状態にするかということをしない限り、コンサルタントの思い

つきのようなやり方ではいきません。そこはしっかりやらなければいけません。 

 これから２年間の円卓会議の仕事というのは、そこがしっかりできるかどう

かです。処理の方は事業所で頑張ってくれて、安全に処理してきましたから、

できるということはわかったし、安全性を確保しつつあることもわかっている

わけです。問題は集めるというところに焦点が移っていることをはっきりさせ

ていかなくてはならないです。 

 これは、ある意味では行政の不作為です。私は、ＰＣＢの問題に手を挙げた

ときに、どうなっているのかと聞いたらわからないというところから始まって、

これを集めなくてはだめだということを何回も歴代の課長にお会いして話した

にもかかわらず、ほとんど聞き置かれてきて、取り上げられてきているのはや

っとこの三、四年です。 

 逆に言えば、その間はしていなかったということは、行政の不作為の結果と

して、物事が表に出てこない状態をつくったということになるわけでしょう。

これは本来でいけば行政の責任です。 

 しかし、今、そこで追及するよりも、いかに早く見つけるかが意味があるの

で、そういう観点で受け取ってほしいと思っています。 

 

【眞柄座長】 

 掘り起こし調査というのは大変だと思います。ここの蛍光灯は外側からのシ
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ールがあって、何番とわかるのです。しかし、古いものは型番が中にあるので

す。だから、わからないのです。 

 私の家のマンションでは、蛍光灯の銘板が見えないのです。古いものはない

のですが、見えないのです。電気屋を呼ばないと外してくれないのです。個人

の家だから、そのうち壊れたら直さなくてはいけないだろうけれども、事業所

でも、５９年以前の古いところの古い蛍光灯は型番が外側から見えないのです。 

 どちらにしても、掘り起こし調査は非常に大事なことですし、私のいる江東

区の区役所もやっとやるようになったけれども、市民が行く窓口に環境係とい

うものはないのです。室蘭市もそうだと思いますが、環境係か環境部というの

は、建物の奥の特別の人しか行けないようなところにあって、窓口がないので

す。 

 その辺のところも、道と室蘭市でいいので、モデルをつくって、こういうモ

デルでやれば市民あるいは事業者とのコンタクトがスムーズにいきます、その

モデルをほかの１都何県で同じやり方でやってもらえば、テレビのコマーシャ

ルを打って、どこの役所でも同じ窓口に行けばいいという話になります。ぜひ、

今後はそういうことも工夫をしてやってください。 

 それでは、次の議題にモニタリングの結果がありますので、その説明をして

ください。お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、事務局から、モニタリング結果の報告をさせていただきます。 

 今回、その他の中でさせていただくのは、環境省から国のＰＣＢ濃度の推移

を出しておりますので、あわせて報告させていただきます。 

 まず、１枚目は、周辺地域環境で道と室蘭市が実施した分を示しています。 

 ＰＣＢ、ベンゼン、ダイオキシン類はいずれも環境基準値を大きく下回って

いる結果になっております。 

 ページをおめくりいただきまして、周辺環境ということでＪＥＳＣＯが実施

した分になります。こちらに関しても環境基準値を大きくクリアしております。 

 続きまして、３ページ目の排出源の当初施設、ＪＥＳＣＯ実施分と道実施分

を記載しております。こちらも、排出管理目標値を十分に満たしております。 

 ４ページ目は、排出源の増設施設のＪＥＳＣＯ及び道実施分になります。こ

ちらも、排出管理目標値は十分に満たしております。 

 ５ページ目は、排出源ＪＥＳＣＯ実施分ですが、ボイラー、騒音、振動、悪

臭それぞれありますけれども、排出管理目標値を十分に下回っております。 

 ６ページ目は、排出源ＪＥＳＣＯ実施分ですが、浄化槽の最終出口及び増設

施設の浄化槽排水になります。こちらも、排出管理目標値を大きく下回ってお
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ります。 

 次のページはパワーポイントのスライドですが、ＰＣＢの濃度推移を平成１

８年度から１２年間分の年間平均の値を並べております。 

 一番上のページが大気環境になっておりまして、上の四角いポイントのもの

がＰＣＢ全国平均で、丸いポイントが室蘭の御前水地区における大気環境のＰ

ＣＢ濃度となります。 

 こちらを見ていただきますとおり、全国平均の約半分ほどで推移しており、

全国平均と同様に、わずかではありますが、減少傾向にあると言えると思って

おります。 

 続きまして、下のスライドになりますが、ＰＣＢの濃度推移（底質）になり

ます。 

 室蘭海域における底質になっておりまして、それぞれ丸いポイントが室蘭海

域、四角が全国平均で、こちらは海域のみを抽出したものになります。 

 下のバツのものは全国平均となっていまして、ほかの河川も含めた全水域の

全国平均になります。こちらも、海域における全国平均ともに平均並みで推移

をしております。 

 一番左上に暫定除去基準値という形で５０万ピコグラム／グラムとしている

のですけれども、実際に５０万ピコグラムに対して２万ピコグラムから４万ピ

コグラム前後で推移しているというところから、十分に除去基準値に達してい

ると言えると思います。 

 

【環境省】 

 続きまして、資料６－２について環境省からご説明いたします。 

 全国の環境中のＰＣＢ濃度の経年変化をまとめたもので、１ページ目の上側

に全体の総括的なまとめをしてございます。 

 ＰＣＢ特措法が成立したのは平成１３年でございまして、その翌年の平成１

４年、２００２年から２０１７年までの１５年間の推移を示したものでして、

１ページ目は始点となる２００２年、大気については２００３年のデータを１

００とした場合の各年の比率がどれぐらいになっているかというものをまとめ

ております。 

 最近約１５年間では、ＰＣＢ特措法ができて、ＪＥＳＣＯの処理が開始した

後の環境中のＰＣＢ濃度は総じて減少傾向ということでございます。 

 特に、水質、底質、貝類、大気ということで、ここでお示しをしている黄緑

の魚類以外の部分ですけれども、減少傾向が統計的に有意でございまして、約

１５年間で半分以下に減少しているのがごらんいただけるかと思います。 

 ２ページ目以降は、それぞれの内訳でございますが、①は水環境です。これ
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は実数ですけれども、水質については全国４７地点、底質については全国６２

地点を調査しておりまして、この１５年間で水質全体及び底質全体がそれぞれ

減少傾向ということでございます。 

 参考に水質と底質の環境基準等を下にお示ししておりますけれども、だいた

い３桁小さい、１，０００分の１くらいのオーダーで推移をしております。 

 裏面をごらんいただきまして、②番生物でございます。 

 魚類と貝類についてお示ししておりますけれども、貝類は３地点、魚類は１

９地点を調査しておりまして、魚類についてはほぼ横ばいですが、貝類につい

ては減少傾向ということでございます。 

 最後に、下の４ページ目で大気環境についてお示しをしております。 

 ３７地点の調査をしておりまして、こちらも減少傾向でございました。 

 このように、ＰＣＢ特措法ができて、ＪＥＳＣＯの処理が進んでいく中で、

環境中のＰＣＢ濃度は着実に減ってきていることがわかってございます。 

 以上でございます。 

 

【○○委員】 

 貝類が非常に見事に減っているのですが、貝類の種類は、例えばムラサキイ

ガイとか、そういうふうに決めてやっているのでしょうか。それとも、何か食

べるものを適当にやっているのですか。よくこんなに減っているなと思ったの

です。 

 

【環境省】 

 全国３地点ということですが、ムラサキイガイをそれぞれ調査したものでご

ざいます。 

 

【○○委員】 

 全体的な傾向はわかるのですが、今、何地点、何地点という指摘があったの

ですが、これは全部公表できないのでしょうか。 

 ということは、私が部分的に得ている情報では、地域によっては、横ばいか、

若干上がっているところもあるようです。 

 やはり、全国的には、本当に関係のない地域もたくさんあるので、そこはど

んどん落ちていくというのははっきりする。それを平均化してしまうと、特徴

的にあらわれている部分が消されてしまっている部分が出てくると思うので

す。そこに力点を置いて調査を強めるということが必要だと私は思います。 

 例えば、東京湾なども含めて、そういう特色を出すためには全地点のものを

ここに公表していただければ、おそらく皆さんの意見も出てくるのではないか
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と思います。 

 これだと、全体として減ってきているという努力の結果としては我々も評価

できるのですが、問題点がわからないという点では弱点だと思います。 

 

【環境省】 

 全国のデータがございまして、一応、ホームページ上には公表してございま

す。そのあたりも、またご説明できればと思っております。 

 

【眞柄座長】 

 貝の３地点というのは、どことどこなのかわかりますか。 

 

【環境省】 

 貝類は、岩手県の湾内と横浜市の港と石川県の半島の沿岸です。 

 

【○○委員】 

 先ほどの発言に少し追加したいことが一つありました。 

 今年から正式に建設業の中に解体業というものが追加されて、許可制になり

ました。５月１日から本格的に動いています。暫定措置が３３年まで続きます

が、その中で資格要件として、解体業に従事する人たちは講習を受けなくては

いけないのです。 

 そして、解体するときには、必ず電気器具を全部外すのです。文字どおり外

して見られる立場にある人たちなのです。 

 私も、仕事上、週に１回ぐらいは、長靴を履いて、作業服を着て、処分関係

のところに見に行ったりしています。 

 ぜひ働きかけてほしいのですけど、解体業の資格講習の中に電気機器類のこ

とを知識として、現状、こういうことが起きていて、こういうことに気をつけ

てほしいと。無造作に投げられてしまう可能性も十分あるなと現場で感じてる

ときがあるのです。 

 それは、有効な方法だと思いますので、やっていただきたいと思います。 

 

【環境省】 

 確認させていただきます。 

 

【眞柄座長】 

 ほかになければ、事務局にお返しします。 
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【事務局】 

 事務局から連絡事項を一つお伝えいたします。 

 次回の監視円卓会議の日程ですが、今のところ、１１月中旬を予定しており

ます。 

 まだ詳しい日程は決まっておりませんので、改めて委員の皆様にご案内いた

します。よろしくお願いいたします。 

 

【眞柄座長】 

 それでは、本日はこれで終わります。 

 冒頭、座長をさせていただくときにご挨拶しましたように、皆様方とご一緒

するのはきょうが最後だと思います。長年、いろいろと勉強させていただきま

して、ありがとうございました。 

 後任の座長には引き続き、事業所のいろいろな事柄についてまとめていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

  ５．閉  会 

【事務局】 

 眞柄座長、本当にどうもありがとうございました。 

 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、誠にありがとうございました。 

 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   

 


