
北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議

（第４８回）

議 事 録

日 時：2019 年 12 月 16 日（月）午後２時 30 分開会

場 所：Ｐ Ｃ Ｂ 処 理 情 報 セ ン タ ー

資料１

（第４９監視円卓会議）



１．開 会

【事務局】

定刻より少し前ですが、皆様がおそろいになられましたので、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いたします。

本日は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の遠藤でございます。本日の

進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日の会議は、概ね 16 時半ごろ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、必ずマイクをご使用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】

北海道環境生活部環境局長の山田と申します。

委員の皆様方には、本日大変お忙しい中をご出席賜りまして、誠にありがとう

ございます。

また、近隣市といたしまして、伊達市、その他、環境省、道立総合研究機構、

中間貯蔵・環境安全事業株式会社のＪＥＳＣＯからのご出席をいただいておりま

して、重ねて感謝を申し上げます。

さて、本日は第 48 回目の会議でございますが、処理事業の進捗状況やトラブル

事象、また、前回の会議でご指摘をいただいている事項への対応などにつきまし

てＪＥＳＣＯからご説明をいただく予定としております。

また、環境省からは、ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた全国的な取り組み内容

についてご説明をいただくほか、道からも道内における安定器の早期処理に向け

た取組についてご報告をさせていただく予定としております。

大変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、簡単ではございますが、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

く御礼を申し上げます。



ＪＥＳＣＯの北海道ＰＣＢ処理事業所における高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理につ

きましては、変圧器、コンデンサー等、安定器、汚染物等ともに順調に進捗して

います。

一方、この中で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、今後、処理対象物の量が増加する可能性があることから、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ると考えております。

本日の会議では、前回ご説明いたしました北海道ＰＣＢ処理事業所における安

定器のさらなる処理促進策の検討の進捗状況につきましてもＪＥＳＣＯからご説

明いたします。

また、ＰＣＢを含む塗膜、感圧紙等につきましても、今後、処理対象物の量が

増加する可能性があることから、環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象を拡

大することといたしましたので、後ほどご説明いたします。

環境省といたしましては、引き続き、関係者と連携しつつ、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。

本日の会議では、皆様からご意見を賜ることで、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

なげていき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。

次に、委員の改選について報告させていただきます。

室蘭商工会議所からの推薦により第５期の平成 25 年４月から委員を務めてこ

られました永澤委員が 10 月に退任され、同じく室蘭商工会議所の茅野林造様にご

就任いただくことで、現在、委嘱事務を進めております。

茅野委員におかれましては、次回以降の出席となりますが、北海道地域におけ

るＰＣＢ廃棄物の安全な処理を推進するため、当会議においてご助言等をいただ

きたいと思います。

２．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。

前回の会議におきまして、これまで座長を務めていただいた眞柄委員から、座

長については今回限りとし、次回以降は船水委員に座長をお願いしたい旨のご発

言がございました。

事務局といたしましては、長年座長を務めてこられた眞柄委員の意向を尊重し

まして、船水委員の座長就任についてご提案をさせていただきたいと思いますが、

委員の皆様、いかがでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）



【事務局】

ありがとうございます。

皆様、異議がございませんようですので、今回の会議から、座長につきまして

は船水委員にお願いしたいと思います。

それでは、船水座長から、一言、ご挨拶をお願いいたします。

【船水座長】

船水でございます。

この円卓会議は、本事業を進める上で大変重要な会議と認識いたしております。

委員の皆様方と一緒に、このＰＣＢ廃棄物処理事業が円滑に、そして、日本に

誇れる、もしくは世界に誇れる事業としてきちっと進んでいけるように、力を合

わせて頑張っていきたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。

【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、船水座長にお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

【船水座長】

それでは、議事に入る前に、副座長の選出を行わなくてはいけません。

副座長については、座長から指名することとなっておりますので、私から指名

をさせていただきます。

吉田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

一言、挨拶をお願いします。

【吉田副座長】

私も眞柄先生と一緒に退任するくらい長くやっていますが、眞柄先生とは、最

初のころから一緒にいろいろな事業を監視させていただいて、本当にありがとう

ございます。

船水座長は、実は、私の学生時代の恩師で、昔からご指導をいただいておりま

すが、これからは補佐をできるような形で進めたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【船水座長】

吉田副座長、よろしくお願いします。

３．議 事

【船水座長】

では、議事に入りたいと思います。



最初に、事務局から配付資料の確認をよろしくお願いします。

【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、最初の２枚が次第と出席者名簿でございます。次第の下半分に配付資料

の一覧が書かれておりますので、ご参考にしていただければと思います。

まず、資料１が前回の第 47 回の北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議の議

事録、資料２は、１から７までありまして、資料２－１が中間貯蔵・環境安全事

業（株）におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の現況、資料２－２が北海道事業の進捗

状況、資料２－３が稼動状況、資料２－４がトラブル事象等について、資料２－

５が令和元年度における総合防災訓練の実施結果について、資料２－６が令和元

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、資料２－７

が中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道ＰＣＢ処理事業所に対する立入検査実施

状況、資料３が前回監視円卓会議での課題に対する報告等について、資料４が北

海道ＰＣＢ処理事業所における安定器及び汚染物等の処理促進策について、資料

５がＰＣＢ使用照明器具（安定器）の早期処理に向けた取組についてということ

で、これに放っておけないＰＣＢと書かれた黄色いチラシが１枚ついております。

それから、資料６がＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組、最後に、北

海道ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（Ｎｏ．４５）がついております。

資料をご確認いただき、もし不足があれば、お申し出ください。

【船水座長】

議事の進行に伴いまして、もし資料がないことが判明しましたら、そのときに

お申しつけいただければと思います。

それでは、議事（１）は、前回会議の議事録についてでございます。

この議事録は、あらかじめ確認をお願いしておりました。特にご意見がなけれ

ばこの場で了承したいと思いますが、何かお気づきの点等はございませんか。

（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】

それでは、今の形で議事録とさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。

それでは、議事（２）に進みます。

北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗状況等について、最初にＪＥＳＣＯから説

明をよろしくお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】

ＪＥＳＣＯ北海道事業所の松本でございます。

まず、ＪＥＳＣＯからは、資料２－１から２－５まで説明させていただきます。

座って説明させていただきます。



それではまず、お手元の資料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についてです。

全国５カ所の事業所の状況について記載しておりますが、前回から追記したこ

とは特にございませんので、この資料の説明は省略させていただきます。

引き続き、資料２－２は北海道事業の進捗状況についてです。

一番直近の事項といたしまして、最後の 10 ページ目をご確認ください。

令和元年６月 11 日に前回の監視円卓会議がございまして、それ以降の出来事に

ついて追記しております。この中で、９月 18 日の総合防災訓練と 10 月の２件の

トラブルに関しましては、後ほど、資料２－４と２－５で詳細を説明させていた

だきます。

以上、資料２－２の説明とさせていただきます。

続きまして、資料２－３は稼働状況についてです。

１ページ目が当初施設の受け入れ状況、２ページ目が当初施設での処理状況と

なっており、ちょうど表の一番下に台数をまとめております。黄色の網かけのと

ころになりますが、変圧器類が３，８９０台、コンデンサーが６万２１９台で、

これらはいずれもことしの 10 月末までの集計数字になります。

ＪＥＳＣＯに登録していただいている数に対する進捗率は、それぞれ 93.3％、

93.5％と着実に数字が増えてきております。

右側の３ページ目は、変圧器、コンデンサーの１カ月間の各月ごとの処理台数

及び重量のグラフになります。

めくっていただき、４ページ目は、純粋なＰＣＢ油を処理した重量実績となり

ます。５ページ目は、ＪＥＳＣＯがお金をいただいて払い出しする有価物、鉄や

銅、アルミなどの集計数字になります。さらにめくっていただき、６ページ目は、

産業廃棄物として払い出しするものをまとめた表で、表の一番下は、無害化認定

施設への払い出し実績となります。

続きまして、７ページ目からは、増設施設のまとめになります。

７ページ目は、増設施設での受け入れ状況となっており、道内と道外 15 県、１

都３県と分けた形で、従来どおりのまとめ方としております。めくっていただき、

８ページ目は、増設施設での処理状況の表になります。

真ん中の小さな表に集計がありますが、こちらも 10 月末までの数字となってお

り、１道 15 県で処理重量が 3,262 トン、１都３県で 2,076 トンで、ＪＥＳＣＯに

登録いただいている数に対する進捗率は、それぞれ 79.8％、33.9％、合計して 52.2

％となっております。

９ページ目は、増設施設から払い出す産業廃棄物、スラグと固形物をまとめた

数字となっており、いずれも特段問題なく順調に数字を積み重ねてきております。

【ＪＥＳＣＯ】

安全対策課の鈴木より、資料２－４のトラブル事象等について、資料２－５の

令和元年度における総合防災訓練の実施結果について、報告させていただきます。

着席し、報告させていただきます。

まず、資料２－４をご確認ください。



１の前回監視円卓会議以降のトラブル事象についてです。

前回の監視円卓会議以降、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２件でした。

１件目は増設施設のグラインダーによる開先作業中の両大腿部切創、２件目は

当初施設のドラム缶のレバーバンド間に左小指を挟み、開放骨折・挫傷で、いず

れも区分Ⅲでございます。詳細は、別添資料にて後ほど報告いたします。

２の不具合事象等の公表件数についてです。

前回の監視円卓会議以降、北海道及び室蘭市に 13 件の不具合事象と 22 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。

月ごとの件数を下の表に、また、年度別の件数を裏ページの表にまとめており

ますので、ご確認ください。

では、２件のトラブル事象の詳細を報告させていただきます。

資料２－４の別添１をごらんください。

令和元年 10 月２日 12 時 15 分ごろ、増設施設でグラインダーによる開先作業中

の両大腿部切創が発生いたしました。区分はⅢでございます。

発生場所は、プラズマ分解炉室、２系プラズマ溶融分解炉、炉蓋経年劣化対応

工事作業場所で、管理区域レベルはⅡでございます。

概要についてです。

２系プラズマ分解炉、炉蓋経年劣化対応工事に従事している男性作業員が、グ

ラインダーによる炉蓋開口部の開先作業中にグラインダーがはね、両大腿部を切

創したものです。

被災した工事会社作業員は、57 歳の男性でＳ社の３次請け会社のＨ社に所属す

る作業員で、当該作業の経験件数は 36.5 年となっております。

時系列をまとめてございますので、後ほどご確認ください。

原因と対策を報告いたします。

まず原因ですが、ハンドルのないグラインダーを使用し、作業を行ったこと、

作業場が狭く、作業姿勢に制約が生じていたが、適切な足場を設置しなかったこ

と、ハンドルのないグラインダー作業のリスクについて評価を行っていましたが、

作業者へ周知できなかったことが考えられます。

再発防止対策ですが、ハンドル付きグラインダーを原則使用する、こちらは北

海道事業所の特記仕様書に追記しております。炉蓋内に足場を設置し、安全な作

業位置と姿勢を確保する、作業者にハンドルなしグラインダー使用によるリスク

について周知する予定でございます。

連絡・公表の状況は、表のとおりとなっております。裏面をご確認ください。

事象の発生場所は、増設施設１階の黄色の部分のプラズマ分解炉室の丸で囲わ

れた場所となっております。

写真において説明させていただきます。

右上が炉蓋の写真で、中央に大きな開口部のあるお皿を伏せたような形状のも

のとなっております。その下は、グラインダーによる開先作業の事故時の状況を

再現しております。狭い炉蓋の周辺部に両膝をつき、グラインダーを体と平行に

し、操作をしておりました。下の左側に被災時に使用していたグラインダーの写



真を載せております。まず、左側がハンドル付きのグラインダーで、右側が、今

回の被災事故を起こしたハンドルなしのグラインダーとなります。その隣の写真

は、安全な作業姿勢を確保するため、中央の炉蓋開口部に足場を設置し、その後

の作業に当たっている様子です。

グラインダーによる開先作業中の両大腿部切創については、以上でございます。

続きまして、資料２－４の別添２をごらんください。

令和元年 10 月 18 日 14 時 50 分ごろ、当初施設でドラム缶のレバーバンド間に

左手小指を挟み、開放骨折・挫傷が発生しております。区分はⅢでございます。

発生場所は、当初施設４階の２次廃棄物保管庫、一般ＰＣＢ廃棄物取り扱い区

域となります。概要についてです。

２次廃棄物を収納したドラム缶、総重量 50 キログラム、うち、ドラム缶重量

20キロを 1,200×1,200×150 ミリの樹脂製パレットに積載する作業を行っていた

運転会社ＭＥＰＳの作業員４名のうち１名、42 歳、ＭＥＰＳ入社後の年数は５年

７カ月、当該作業の経験年数は半年でございます。ドラム缶を床面から樹脂製パ

レット上に積載した際、手をかけていたレバーバンドと隣り合わせのドラム缶の

レバーバンドとの間に左手の小指を挟み、小指先端部を開放骨折・挫傷したもの

でございます。時系列を表にまとめておりますので、後ほどご確認ください。

原因と対策についてです。

まず、原因ですが、ドラム缶を手で持ち上げてパレットに載せたこと、ドラム

缶をパレットに載せる際、手を挟むとの意識がなかったため、注意が不足してい

たことでございます。

再発防止対策ですが、本作業においては、２次廃棄物を詰めたドラム缶を平置

きとし、パレット上に移動させないようにし、作業内容を変更し、教育を実施し

ております。また、本作業以外で同様にパレット上でドラム缶を移動させる作業

がございますので、そちらについては治具を使用できないか、現在、検討を行っ

ているところでございます。

裏面をご確認ください。

まず被災場所は、当初施設４階の右下の２次廃棄物保管倉庫、青い部分の中の

赤丸となります。

右側で作業状況の再現をしておりますが、床面からパレット上にドラム缶を持

ち上げた後、ドラム缶を移動させた際に、隣のドラム缶との間に指を挟んだもの

でございます。

対策としましては、今回、このドラム缶をパレット上に移動させるのをやめ、

全て平置きとしており、その状況が左の上の写真となっております。また、他に

もパレット上でドラム缶を移動させる作業がございますが、そちらについては下

の写真にありますように、ドラム缶を移動させる治具を使って作業ができないか、

現在検討しているところでございます。

トラブル事象等についての報告は、以上でございます。

続きまして、資料２－５をごらんください。

令和元年度における総合防災訓練の実施結果について報告いたします。

今年度の総合防災訓練は、室蘭市消防本部の協力を得て当初施設と増設施設の



合同で実施いたしました。

実施年月日は、令和元年９月 18 日 10 時から 11 時 10 分、参加人員は、公設消

防隊から隊員 31 名、車両９台、事業所は、ＪＥＳＣＯ42 名、ＭＥＰＳ100 名、そ

の他 58 名の合計 231 名と、行政ほか来賓 18 名、新聞社２社、テレビ局１社が参

加いたしました。

訓練の目的は、緊急地震速報受信時の安全確保、避難、設備点検、緩降機によ

る高所からの降下、119 番通報、火災・ＰＣＢ汚染負傷者発生時の対応及び公設

消防との連携等、総合的な防災活動が的確に実施できることを確認するものです。

想定事象は、①地震発生、規模は、室蘭市内震度５弱、事業所にて７０ガル、

②増設でアンモニア漏洩が発生、③増設で火災発生、④当初の真空超音波エリア

で作業員が負傷、ＰＣＢに被液、⑤当初施設の４階屋上に避難者でございます。

訓練項目は、①緊急地震速報受信時の行動、②地震発生で増設施設前駐車場に

避難後、対策本部、指揮本部、消防隊を設置、③設備点検の実施、④津波に備え

た防水シートの設置、⑤漏洩、火災、屋上避難者、負傷者発生時の 119 番通報及

び初期対応、⑥高所からの緩降機による降下、⑦行政等関係箇所への通報連絡、

⑧公設消防隊による消火活動、化学防護服着用による搬送活動、はしご車による

４階屋上からの避難者救助、ＰＣＢ汚染負傷者の除染テント設営による除染活動

及び救急車による搬送活動でございます。

訓練結果としては、ＪＥＳＣＯ、ＭＥＰＳ及び室蘭市消防本部の連携のもと、

予定された訓練項目を滞りなく行い、総合的な防災活動が実施できることを確認

しております。

主な反省事項でございます。

①見学者、来訪者の避難誘導は、防災隊立ち上げ前に行うことになるが、手順

が定まっていなかった、次回以降手順を定め、シナリオに反映いたします。

②消火班の合図、消火開始、止めが不明瞭であったため、次回以降適切に対応

いたします。

③今回、本社への連絡に初めて衛星電話を使用しましたが、交信に問題はあり

ませんでした。

ページをおめくりください。

資料２－５の別添に総合防災訓練の様子を写真で整理いたしましたので、ご覧

ください。

なお、写真の最後ですが、平成 30 年の胆振東部地震の反省点から、電源喪失に

備えた非常用電源車、ハイブリッドエスティマを準備いたしましたので、そちら

を展示いたしました。

総合防災訓練についての報告は、以上でございます。

【船水座長】

どうもありがとうございました。

それでは、進捗状況ということで、環境モニタリング測定結果や立入検査の実

施状況もあわせて道から説明をお願いしようと思います。

よろしくお願いします。



【事務局】

事務局からモニタリング測定結果の報告をさせていただきます。

資料２－６の１枚目は、周辺地域環境で道と室蘭市が実施した分ですが、環境

基準値を大きく下回っている状況になります。ページをおめくりください。

２ページ目は、周辺環境のＪＥＳＣＯ実施分ですが、こちらも環境基準を大き

く下回っております。３ページ目は、排出源の当初施設のＪＥＳＣＯ実施分及び

当初施設の道実施分ですが、こちらも排出管理目標値を大きく下回っているとい

う結果になっております。ページをおめくりください。

４ページ目は、排出源の増設施設のＪＥＳＣＯ実施分、増設施設の道実施分で

すが、こちらも排出管理目標値を大きく下回っております。

次の５ページ目は、排出源のＪＥＳＣＯ実施分で、今回、熱媒ボイラーと騒音

の測定を実施しており、それぞれ排出管理目標値を大きく下回っております。

最後のページは、排出源のＪＥＳＣＯ実施分ですが、浄化槽最終出口及び増設

施設浄化槽排水ともに、排出管理目標値を下回っているという結果になっており

ます。

続きまして、資料２－７は、ＪＥＳＣＯの北海道ＰＣＢ処理事業所に対する立

入検査実施状況になります。

平成 30 年度の記載もございますが、最後の３ページ目が令和元年度の前回から

の結果になります。

令和元年７月、10 月、11 月と３回の立ち入りをしており、７月に関しては、排

出源モニタリング実施時の調査状況の確認を行っています。10 月に関しては、10

月２日及び 10 月 18 日発生の先ほど説明がありました労災事案に対しての立入検

査をしており、作業員の安全確保のため、口頭指導、安全管理を徹底することを

指導しております。最後になりますが、11 月 20 日は、モニタリング実施時の処

理施設の運転状況を確認しています。

資料２－６、２－７については、以上です。

【船水座長】

どうもありがとうございます。

たくさんご説明をいただきましたが、どこの部分でも構いませんので、ご質問

等がございましたら、お願いします。

【○○委員】

トラブル事象の件で分からないことがあるのでお聞きしたいと思います。

グラインダーによる開先作業という言葉が使われているのですが、僕らは、初

めてこういうことが行われているのだなという気がしました。私はこの写真を見

て、これは現在設置されているものを修理していると理解したのですが、開先と

いっても僕らの経験でいくと、大抵相対するものに対してぴったり合うようにグ

ラインダーをかけて、溶接するときに溶接面の開先を整理するというのが一番多

いと思うのですがこの場合はどういう作業なのかよく分からないので、説明をお

願いできますか。



【ＪＥＳＣＯ】

ご説明いたします。

今回の作業につきましては、グラインダーで砥石を用いた切断を行った作業で

ございます。

【○○委員】

砥石の切断というのは、今あそこはアールの部分を、写真ではグラインダーを

かけて磨いているというのか、ある水準まで削るというように私は理解したので

すけれども、きっとあそこに蓋が被るのかなと思ったのです。そうすると結局、

操業中にそういう合わせをしなければならないような不具合というか、経年なの

か、私はよく分かりませんけれども変化が起きて、必ず定期的にそういうことを

しなければならないということでやられたのかなと理解しようと思っているので

すけれども、どういう作業なのだということがよく分かりません。

【ＪＥＳＣＯ】

運転管理課の田代から説明させていただきます。

発生場所というところに炉蓋経年劣化対応工事とございますけれども、平成 25

年から６年間使用していて、Ｘ線で見たときに炉蓋の一部にひび割れが見つかっ

たのです。そこで炉蓋の交換をしたのですが、既に建物ができてしまっています

ので、炉蓋をそのまま持ち込むわけではなく、部品を入れて中で溶接作業をして、

炉蓋の製作をした際に、溶接面の開先作業を行いました。

【○○委員】

私が大体予想したとおりですが、ここで一つだけご指摘をしたいと思います。

この事業が始まったときにパイプの中の溶接の不具合が大量に発生して、やり直

しをしましたね。私はそれがどう行われたのか、個人的にある程度追跡してみま

した。

その中で問題になっているのは、今回、具体的に出ているけれども、元請、下

請、下請、下請という形で作業が行われている。実は、あのときの溶接の不具合

も僕らの知識では本来であれば、このレベルの国家資格を持っていなければやら

せてはいけないものがいつの間にかその基準が取り払われて、下の下でやられた

結果だなというふうに私は見ていました。

今回の場合もこういう重要な施設なわけですから、万が一隙間があって、蓋が

どうのこうのとなってきたら大変なわけで、ある程度訓練されている人たちにお

願いをすることが基本だと思いますが、この辺の経過も含めて反省点がちゃんと

生かされているかどうかをお聞きしたいと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

安全対策課の鈴木よりお答えいたします。

今回被災しました作業員は、ここの概要にも記載してございますが、この作業

に当たり 36 年と半年の経験を有する経験豊富な作業員でございました。また、知



識といたしましてはグラインダー特別教育を受講済みということで、この作業に

ついては慣れた方、熟練した方という判断でございました。

【○○委員】

○○委員が言っておられるのは、元々あった炉蓋をＸ線で見たら亀裂が入って

いたから炉蓋を取りかえるのだけれども、新しい大きい物を持ってくるわけには

いかないから現場で手直しをするためにグラインダーでかけていたと。

○○委員が言うのは、元々の蓋にクラックが入るようなものを作っていたこと

に関して、反省がないのではないのかということなのです。増設の元々の物で前

にステンの溶接でも同じように疲労のクラックが入ったでしょう。それと同じよ

うなことが今度の増設のところでも起きているのだから、元々の今ある設備の溶

接をした炉釜なり何なりをちゃんと見なければいけないよというお話を○○委員

がされたのです。

今のグラインダーをかけてカバーなしのやつで足に当たってけがをしたどうこ

うというのも大変なことですが、元々の原因のところのチェックがちゃんと済ん

でいるか、そこはどうですかということです。

私も今のお話を聞いて、溶接をした炉釜なり何なりのチェックをちゃんとして

もらわないとまた同じようなことが起きるのではないかと思います。それは定期

点検でないとわからないわけでしょう。

だから、今回の定期点検で今まであったものの中で１個だけでしたと。全部や

ったらですよ。僕がやったわけではないし、知らないけれども、全部やって１個

だったら、将来計画している間にあと何回か起きるリスクはあるわけでしょう。

そういうリスクがどれぐらいあるかを見ていなければ、想定している期間の中で

全部処理できるかどうかにかかわってくるから、そちらを大事にしてくださいと

いうことです。

私もそう思いますので、意見として申し添えます。

【○○委員】

一言つけ加えさせていただきます。

今、たまたま業者は伏されていますからわからないのですが、前と今回と次の

業者は違う可能性があるのです。正直そういう感じがしているのです。

私も鍛冶屋の世界というのは昔から知り合いがたくさんいるので知っているの

ですが、たまたま最近、東京で仕事をしているある会社の方が私の事務所に来て、

お話がありました。それは、今でき上がったオリンピック競技場で亡くなった方

がおられて、それらの一連のことが関連して様々あって、今、東京の現場で何が

起きているかということを教えてもらいました。

それは何かというと下請の下請の下請を使うという現象は、その日によって人

が変わるということが起きて、技術力も経験も含めてどんどん変わってしまうと

いう問題です。どうしたかというと、ある現場に入ったら、全員が名簿を提出し

たときに全て指紋認証をとるのです。指紋認証をとって、現場に入るときの朝に

機械で指紋を確認しない限りは現場に入れないという管理が行われ始めているの



です。

ここの場合はある意味、この十何年間色々な議論をしてきているように、人類

がやったある意味のミスを何としても取り返さなければいけないということで、

みんなが力を合わせていて、ＪＥＳＣＯの方々も一生懸命頑張っているのは我々

も分かるのだけれども、そういう姿勢が必要だと思うのです。

できればその分野のところは、特定という言葉を使うのが相応しいかどうか分

かりませんけれども、できるだけ安定した技術を持った人たちが系統的に仕事を

していく環境を作っていかないといけないのではないかと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

所長の松本でございます。

おっしゃったことは、我々も重々承知しております。今回の件も当然ながら、

最初に製作した段階で亀裂等がないことは設置する前に検査をして確認しており

ますし、経年劣化という言葉を使いましたけれども、５年もたつと細かな所をち

ゃんとチェックしているがゆえに見つかったということも事実でございます。

したがいまして今回の工事に関しましても、大がかりな切断と溶接という工事

になりましたので、作業手順の確認等は、業者とかなり詰めております。

当然資格を持った方が専門の資格書のもとに、工具を使って切断するし、溶接

しています。当然ながら、その後の検査も、クラックがないかという非破壊検査

もやっておりますので、我々としては確実な形で施工をしているところです。

それから○○委員からありました作業者に関するところは、事実、毎回同じ顔

がというと、必ずしもそうではございません。ここに書いておりますように、３

次下請ぐらいになりますと、そのタイミングで元請の業者が地元のどの会社を使

うというのは、なかなか難しいところもございますが、安全教育、入構教育、そ

れから、グラインダーに関するところの基準も新しく作っておりますので、こう

いったところは、必ず教育して浸透させて、現場の作業に当たっていくというこ

とにさせていただきたいと思っています。

よろしくお願いします。

【○○委員】

一つだけ写真を指摘します。

このグライダーをかけている人の靴を見てください。この靴は、どういう質の

靴なのか確かめましたか。これは、溶接する場所で履く靴ではないですよ。

【ＪＥＳＣＯ】

すみません。私どもは現場の状況を再現するために、わざとその人をそういう

ふうなときの再現という形でつかせておりますので、これは作業しているときの

状況ではないとご理解いただきたいと思います。

【船水座長】

ありがとうございました。ほかにご質問はありませんか。



（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】

それでは、次の議事に進んでもいいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

【船水座長】

それでは、議事（３）の前回の会議での課題に対する報告等について、最初に、

ＪＥＳＣＯからご説明をお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】

それでは、資料３について、ＪＥＳＣＯの松本から説明させていただきます。

資料３に大きな表が入っておりますが、前回の円卓会議での課題に対する報告

事項は、大きく二つありました。

左側に指摘等内容と書いておりますが、まず、上の災害時の地域貢献について

です。

これは今年の３月の円卓会議の場でご意見をいただいたことになりますが、細

かいところは１枚めくっていただき、別添１をご確認ください。

災害時の地域貢献（充電ステーション開設）についてと題しております。一番

上に２行書いておりますが、災害等により停電が発生した場合、携帯電話や在宅

医療機器への充電可能な充電ステーションをこの情報センターに開設することと

させていただきました。

これに関しては、委員から色々ご意見をいただき、その後、室蘭市と災害時の

復旧対応について相談させていただき、１番に書いておりますとおりちょうど昨

年の震災から丸１年後の９月６日に、施設の利用等の協力に関する協定書を締結、

調印させていただいております。

３番目に開設規模とありますがこの場所に発電機を用いて、普通のコンセント

を 50 口使用できるような設備を用意しました。ここを使っていただくであろう予

想される地域なのですが、蘭中地域、ちょうど輪西から母恋にかけてのあたりに

なるのですけれども、ちょうど市の方々と相談したときに、このエリアが米印で

書いておりますけれども、室蘭を大きく分けた何箇所かの中でこの辺が非常に薄

いというお話もございましたので、それであれば、ぜひここを使っていただけれ

ばということで対応させていただきました。

５番目に地域への周知と書いておりますけれども、先ほどもありました９月 18

日に総合防災訓練をやるときに、充電ステーションを設営する訓練もやろうと思

ったのですが、それに当たって事前にこのエリアの町内会の方々にも連絡、周知

をさせていただいております。

そして、先ほどの９月 18 日の訓練もありましたけれども実際に処理棟で訓練を

やったのですが、このセンターの会議室でも写真がありますけれども、充電ステ

ーションの開設訓練ということでコンセントを設置しております。



最初の説明は以上になります。

【ＪＥＳＣＯ】

続きまして、次のページの資料３の別添２、活性炭吸着に関する調査状況につ

いてご説明させていただきます。

活性炭の吸着の経過については、かれこれ９年とか 10 年近くの継続の話題にな

っているのですけれども、この調査に当たっては、前々回、活性炭を丸ごと交換

するときに、活性炭の洗浄溶剤とＰＣＢの含有量を経時的に追うとともに、上蓋

をあけて活性炭を交換するときに、排ガスの流れに沿って、上流、中流、下流側

ということで活性炭を採取して分析ができるということで、その測定をしますと

お約束をさせていただきましたので、今回、実際に実施した結果について報告さ

せていただくものでございます。

まず、１番の（１）として、活性炭層中の上流、中流、下流から採取した各部

分の濃度の比較をご説明させていただきたいと思います。

具体的に採取した場所を絵的に説明させていただきますと、上の右側に活性炭

を上から透視したような図になるのですけれども、活性炭吸着層は長さが９メー

トル以上、幅が３メートル以上ある大きな箱になっております。その中にこの絵

の右手側から排ガスが入ってきまして、六つの部屋に分かれている灰色の部分に

活性炭が詰まっております。

六つの部屋は、設計上、平行に満遍なく活性炭の層を通過して、両側に一旦ガ

スが行った後に、またまとまって左側に抜けていくといったガスの流れになって

います。活性炭中のガスの流れとしては、理想的には真ん中から外側に向かって

流れていくといった流れになっております。そこの活性炭を内側から外側に向か

って、番号がついていますけれども、上流から下流側にどのような濃度分布にな

っているかといったところで、ＰＣＢと、新たに洗浄溶剤について見たのが今回

の調査の結果でございます。

結果は、左側の表に示しております。

この絵は、右と左の表を対比させておりまして、真ん中から上側と下側に数字

を記載しているのですけれども、今までも、一般的な活性炭であれば、上流側に

いっぱいくっついて、下流側に余りくっつかないというのが一般的ですけれども、

この層でいきますと上流側が少なくて、下流側にいっぱい付いているという傾向

が平成 23 年、平成 24 年に測ったときにも同様の傾向が見られておりまして、今

回、令和元年８月にはかったときにも、同じように、上流側はついていなくて、

下流側にいっぱいついているという状況が見られております。

これは、洗浄溶剤についても同じような傾向が改めて確認されております。洗

浄溶剤は初めてはかったのですけれども、ＰＣＢと同様の傾向が見られたという

のが（１）の結果でございました。

次の（２）は、中ほどにピンク色と水色のグラフを示しておりますけれども、

これは何かというと、経時的に活性炭の真ん中に測定口がありますので、真ん中

から活性炭を経時的に抜いて、洗浄溶剤と活性炭の含有量を追ってみたといった

内容でございます。



使い初めとともに、活性炭中の含有量は、例えば、左側であると洗浄溶剤なの

ですけれども、ふえていくのですが、18 カ所でサンプルをとっているのですけれ

ども、18 カ所のサンプルの値のばらつきが非常に大きいのです。

最大値は平均値の２倍ぐらいある一方で、活性炭に余りくっついていないとこ

ろは、ほとんどくっついていないというようなばらつきが非常に多く、むらが多

いという内容が結果として得られてございます。

右側がＰＣＢの吸着濃度でありまして、それについては、最大値、平均値は、

非常にばらつきが多いように見えるのですが、設定した活性炭がＰＣＢでお腹い

っぱいになる濃度から比較すると、４桁ほど、１万分の１程度低い値を維持され

ているという状況でございます。

このように、吸着量にはむらがあるのですけれども、中ほどの２番目の排ガス

濃度のところを見ていただきますと、いずれも洗浄溶剤、ＰＣＢともに検出下限

未満といった結果で、機能としては健全に動いているといった内容でございまし

た。このような結果を受けまして、下に今後の対応を示しております。

まず、一つ実施したいと考えておりますのは、活性炭層というのは、２段構え

で設置されております。そこの２段構えの活性炭の前と活性炭層の２段の中間、

そして、最後に活性炭の下のほうで、上、中、下で排ガス濃度の監視を継続して

実施していきたいと考えているのが一つです。

もう一つは、今回、活性炭層内で非常にばらつきが多い結果があって、これは

活性炭層の流れが悪いのか、活性炭の吸着性能自体に特殊な事情があるのかとい

うところはわからない部分がありますので、活性炭の中を外に、カラム試験とい

って、管の中に活性炭を詰めて流れが比較的整った状態でガスを流して、そこで

活性炭の吸着量を上流から下流側に向けて測ることで、活性炭の成分を改めて確

認してまいりたいと考えている次第です。

以上です。

【船水座長】

どうもありがとうございます。２件の説明をいただきました。

何かご質問等がありましたら、お願いします。

【○○委員】

災害時の地域貢献について、最近、廃棄物焼却施設は、ずっと電源があるので、

何かのときに地域に貢献するということで、色々な地域でやられています。災害

はないほうがいいですが、今回も地域の中で電源の供給ステーションが比較的少

ないところに設置していただいたということで、本当にありがとうございました。

以上です。

【船水座長】

他にございますか。

【○○委員】



二つあります。

話が先に行ってしまったので、先ほどの防災訓練のところで、一つだけ質問し

ます。

私の勘違いであればいいのですが、この中で消防隊を設置という言葉があるの

ですけれども写真の中でも人が整列して、自衛消防隊設置完了という言葉が出て

います。

ＪＥＳＣＯとしては普段からこういう事態が生じたときに、こういう仕事にあ

る程度専門的に配置する人を設定して訓練をするということはしていないのです

か。

要するにおまえとおまえが集まれというのではなくて、何かが起きたときに、

特定の人たちはそういう方向に動いていくという状態を私は想定していたので

す。なおかつ今回は色々いろいろな災害の中でも、人に声をかけるなども含めて、

色々事前に準備をしているところは助かって、それが不十分なところにいろいろ

な問題が起きたということもあるので、ここはもう少し確かめたいと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

安全対策課の鈴木からご説明いたします。

まず、自衛消防隊につきましては、以前に組織をつくっております。年間７回

以上の訓練を実施する中で、それぞれの役割等について訓練をしているところで

ございます。

【○○委員】

先ほどの活性炭のところは前から私も疑問で、素人なりに本を読んで、ますま

す分からなくなったのが実態ですが、やっぱり同じ現象が起きているということ

で、下流部に集中するということでいくと、風量の問題は影響がないのかどうか

という疑問があるのです。

入口から出口までの間に風量の変化が起きるということがないかということ

と、上流部でほとんど付かないということは、私の素人考えなのですけれども、

いろいろな活性炭のつくり方があるというのは私もそれなりに知識はあるのです

けれども、今使っているものは、結局、表面に洗浄液がすっと被ってしまって、

中にＰＣＢが入らなくしてしまって、奥のほうに風との関係でたまっているのか

なという勝手な判断をしてみたり、色々僕なりに考えて見ているのですけれども、

どうしても僕は考えても納得がいかないということで、これからカラムをやって

実験した結果、改良点が出てくるのかもしれませんけれども、一つは洗浄剤が鍵

かなという感じがしているのですよ。それで、僕は、活性炭の効果というものに

は大きく期待をしているのですけれども、これはこれで考えなければいけないけ

れども、オイルスクラバーの段階で洗浄剤をこれ以上に上がらないという設定は

できないものでしょうか。

というのは、これが一つの鍵ではないかと思って、僕の最初の想定とは全く違

った現象が起きていて、どうやったらＰＣＢの最後の砦を守れるかということを

考えていたのです。そういう点では、ＪＥＳＣＯでどう考えて、今、カラムをや



ろうとしているのかと思って、その辺のお話を伺いたいと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

５点ほど質問をいただきましたので、順を追ってご回答いたします。

まず、風量については、設計上、活性炭の通過速度ですけれども、１秒当たり

0.6 メートルと設定しております。実際、今回、活性炭層の通過の速度をはかっ

ておりまして、この辺についてもある程度のむらがあることがわかりました。一

番速いところで 0.73 メートル、一番遅いところで 0.13 メートルということで、

割とむらがあります。

ただ、0.6 メートルという倍の速度で上がっているかというと、そこまでは行

っていないです。１割、２割増しぐらいの速度は確認されております。そういっ

た風量のむらがございました。

もう一つ、次にご質問をいただいたのは、洗浄溶剤が活性炭の表面を液状の膜

みたいな形で覆ってしまって吸着しないのではないかということです。

これも以前からご指摘を受けていたのですけれども、今回、活性炭の洗浄溶剤

の含有量を見てみると、もし液で被っているのだったら、含有量を見たら、上流

側で付くはずなのです。というのは、飛んできているものが、前にオイルスクラ

バーか洗浄溶剤かという議論もあったのですけれども、飛んできているのは洗浄

溶剤だということがわかったので、今回、洗浄溶剤が活性炭の表面をぬらしてい

るということになると、当然、活性炭への含有量はどんと上がると思うのですけ

れども、それも上がってきていないのです。洗浄溶剤が液膜で活性炭を覆ってい

るという状況は考えづらいのかと思ったところでございます。

もう一つ、オイルスクラバーでそもそも洗浄溶剤がとれないのかというところ

ですが、基本的に、オイルスクラバーでＰＣＢを基準以下まで落とすといった機

能でやっていて、活性炭吸着層は、オイルスクラバーに何かトラブルがあったと

きのバックアップ的に、セーフティネットと言っていますけれども、そういった

位置づけでつけております。

オイルスクラバーは、ＰＣＢ濃度で管理しておりまして、オイルスクラバーで

ＰＣＢをちゃんと取り除けるように、オイルを交換しているのです。あわせて、

洗浄溶剤も入っていますので、洗浄溶剤も抜き取られて、洗浄溶剤なりＰＣＢも

一定濃度以下に保たれているという状況になってくるのです。

今後はカラムでやって、洗浄溶剤が相当の悪さをしているぞということになる

のだったら、洗浄溶剤のコントロールを考えなければいけないと思うのです。た

だ、今回、活性炭層の中に相当のむらがあることがわかりましたので、ひょっと

したら流れが悪いというところかもしれません。そこは、もう一回、カラムを使

って見てみて、何が効果的なのかというところを踏まえて、オイルスクラバーの

性能も含めて考えていきたいという状況でございます。

【○○委員】

どう考えていいかわからないようなデータですが、データは、きっちり前から

同じデータなのです。この点については、やっぱり深刻に考えないといかんと思



うのです。なぜこういう状況が起こっているかということをＪＥＳＣＯの技術陣

はきちんと説明できなければならないと思うのです。そこのところなのですよ。

ちゃんと活性炭で取るということは全国的にやっているわけですけれども、Ｊ

ＥＳＣＯや室蘭のようにそこを分析しているところはあるのですか。北九州とか

大阪とか東京とか、そういうところでやっているかどうかです。やっていなかっ

たら、全く天真爛漫に大丈夫だということでやっているわけではまずいと思いま

す。

つまり、これは絶対に大丈夫だというふうにならなければいけないものが、原

因がわからないのではセーフティネットとは言えないと思うので、その点を心配

しております。これは環境省も心配してください。

【ＪＥＳＣＯ】

どうもありがとうございます。本社の渡辺と申します。

今、他の事業所において同じように活性炭のデータをとっているのかというお

話をいただきました。例えば、東京では、かつて同じようにデータをとってござ

います。ただ、風量は、風速のばらつきが大きいとか、使っている溶剤が違うと

か、それによる活性炭の破過のメカニズムは、正直、コントロールするのが非常

に難しいところがございます。

なので、大体、どの事業所も活性炭の交換頻度を極力早目にして、そこをケア

しているといった対応をとっているところでございます。

【○○委員】

つまり、何も分からずにやっているということですか。それはまずいと思いま

す。なぜ上流に付かずに下流に付くかというのは、理由なしにこういうことが起

こるわけではなく、ちゃんと理由があると思うのです。しかも、確実に起こって

いることですから、それはちゃんと説明しないといけないと思います。

【船水座長】

ありがとうございます。他にありますか。

【吉田副座長】

先ほどの資料で、右側のＰＣＢの設定平衡吸着濃度の４万 7,000 に対して、最

大でも６ですから、1,000 分の１ぐらいしかくっついていないということです。

問題は、外気に出るかどうかということだと思うのですけれども、物質収支と

いいますか、入ってきたものに対して出てきたもの、吸着したもののバランスは

とられたことがあるのですか。

実験的に入り口のところでＰＣＢ濃度をはかって、活性炭の出口のところで濃

度をはかって、平均になると思うのですが、吸着で、これで計算が合うのかとい

うことです。今、○○委員がおっしゃったように、懸念としては、スルーして微

量でも外側に出ていく分が、結局、どのくらいとれているかです。吸着層、活性

炭のところですね。それが分かれば一つは安心ができると思うのです。



要するに、取れ方はともかくとして、入ったものの 99.9％が活性炭で取れてい

るという物質収支がとれる実験が可能かどうかです。私どもも実験をしていて、

活性炭のようなものでもこれだけばらつきがあるということは、流れてきたもの

の中の濃度といいますか、洗浄溶液もいろいろなばらつきで入ってきますし、流

速も均一ではないので、非常に複雑な流れになっていますので、このデータのば

らつきの精度をこれ以上に上げるというのは、私としては難しいのではないかと

思います。

むしろ、セーフティネットとして動いているということの確認で言うと、せい

ぜい前後の物質収支で吸着層、活性炭でどのくらいとっているのか。それができ

るかどうか分からないのですけれども、そういう視点で一度ご検討いただく方法

もあると思いました。

【船水座長】

ありがとうございました。

ご検討ください。よろしくお願いします。

【○○委員】

今の質問とも関連があるのですけれども、単純な質問なのです。この活性炭層

を通り抜けた排気の外に洗浄剤なんかが漏れて出てきているという現象はないで

すか。

【ＪＥＳＣＯ】

第 44 回の報告になるのですけれども、以前から洗浄溶剤自体が排気に出るので

はないかということで、もちろんゼロではございません。測った中で、１立方メ

ートル当たり 0.9 ミリグラムの洗浄溶剤が排ガスのほうに行っているということ

で、第 44 回の報告のペーパーがございますが、そこにも書いています。後ほどご

参照いただければと思います。

そのときに、では 0.9 ミリグラムという数字が大きいのか小さいのかという話

もあると思いますので、そのときに洗浄溶剤自体には、基準値がないのです。な

ので、できるだけ目安になるようなものということで、大気汚染防止法の中に、

揮発性有機化合物、有機溶剤の仲間みたいなものを、ＪＥＳＣＯは対象の施設で

はないのですけれども、仮に対象施設に当てはめたときに、どれぐらいの基準が

当てはまるのかといったところを当てはめてみました。そのときに、立米当たり

231 ミリグラムという数字が基準でした。それと比較すると、100 分の１以下のレ

ベルであるので、仮に大気汚染防止法の施設だとしても、そこはクリアできるよ

うな水準でありますというご説明をさせていただいた経過がございます。

【○○委員】

前に聞いていたので、そこは分かります。

問題は災害ではないですけれども、考えられない事態が起きたときに機能する

状態をつくっておくことがセーフティネットの基本だと思うのです。そういう点



でいけば、本当に機能できる状態になるのですかと考えたときに、今の上流、下

流の問題を考えたときに、高い濃度が素通りしてしまう可能性が十分あります。

その点は、僕ら市民の側からすれば懸念をする部分です。

そういう点で、いつまでも原因が分からないでずっと行くのがいいかといった

ら、いいことはないということははっきりしているけれども、次善の策として、

例えば、活性炭に行く前に、ばいじんの装置でもあるそうなのですけれども、電

気的な力でとっていく層をいくつか作って、最終的に冷やすことによって落とす

という技術もあるらしいのです。そういう点でいけば、先ほど私が言ったことで

すけれども、オイルスクラバーでとれなかった洗浄剤を活性炭に行く前に、どう

いう措置をつくるか私はわかりませんけれども、効果という考え方で見ていった

ときに、一定度の液化を図れるような装置、冷やすということになると思うので

すけれども、そういう形をとることによって、洗浄剤を活性炭のほうに大量に流

れないようにするという考え方はできないものでしょうか。

私は技術的なことがわかりませんので、次善の策です。決定的な策ではなくて、

あくまでも今、問題が解決していない中で、一つの方策として考えていいのでは

ないかと私は思っています。

【ＪＥＳＣＯ】

まず、ＰＣＢを外に出さないということは絶対的なところでありますので、今

の取り組みとして、確認のために申し上げますと、オイルスクラバーの後にオン

ラインモニタリングで見てございます。その中で、まずは活性炭に行く前にＰＣ

Ｂが上がっていないのかどうかを常時監視しております。ただ、どうしても、洗

浄溶剤自体をオンラインで見ているかというわけではございません。今ある現象

も、先ほど○○委員からご指摘をいただいたように、メカニズムがどうなのかと

いうところはまだわからない部分があります。果たして、洗浄溶剤によるものか

どうかもまだわからない部分がございます。そこは、この議論にある程度のめど

をつけるために、やっぱりカラムでの測定が必要だと考えたわけなのですね。カ

ラムで洗浄溶剤とともに、もちろんＰＣＢも見て、それが、先ほど○○委員もお

っしゃったように、物質収支もその中で見られると思いますので、ある程度、そ

の中で活性炭がちゃんと健全に動いているのかどうかというところは、しっかり

見てまいりたいと思っております。

【船水座長】

他にいかがですか。

【○○委員】

先ほど、モニタリングのデータがありましたけれども、モニタリングのデータ

自体は、当初以来、我々が考えていた数値よりもはるかに低いのがずっと出てき

ているわけです。かつて、一回、高かったのです。それがなぜ高いかという話か

らこの問題が出てきたわけで、その段階では、測定法上の問題もあったし、装置

的にたまたま活性炭の吸着帯のある部分がクロマト効果で押し出されたときに、



それをキャッチしていたのではないだろうかとか、色々な議論があったわけです。

色々なことをずっとやってきて、○○委員も色々とおっしゃって、私もそうだ

と思うのですが、先ほど非常に大事なことをおっしゃられたと思うのですが、風

速分布が 0.1 から 0.7 です。今、測定した何カ所かでそれぐらいの差があって、

活性炭層全体でいくと、もっと差があるわけです。液系の活性炭と違って、空気

系の活性炭ですから、風量が違うということは、炭の一個一個に対する負荷が違

うということです。カラムにすれば、吸着帯がありますけれども、一つの炭の粒

子の中でも吸着体が生じているわけです。洗浄溶剤が高くても、炭がべちゃべち

ゃになっているわけではなくて、粒状活性炭の吸着帯のところに多くついている

か少なくついているかという話なのです。

結論的に言えば、我々はこういう装置をずっと使わざるを得ないのですから、

これまでと同じように漏れてこないということを確認するように、今後の対応と

して、排ガス監視強化を継続的にされることは一番大事なことだと思います。

もう一つは、先ほどからの議論もそうですけれども、モニタリングのデータで

も、工程管理のデータでも、排ガスの洗浄溶剤のデータが全くないのです。この

吸着塔を設計するときに、多分、洗浄溶剤の負荷を考慮しないで設計したのだと

思うのです。でもこの際、設計の段階から戻るというのは実質的ではないので、

モニタリングのパラメーターの中に洗浄溶剤は足された方がいいと思います。ど

うやって測ったらいいか私も分かりませんし、それほど濃度も高くないので、測

定するのは難しいかもしれませんけれども、洗浄溶剤の濃度も同時にモニタリン

グをしておくと。

同時に排気のＰＣＢ濃度も、季節的に温度が高いときと低いときでは、当然、

ＰＣＢの濃度に差が出てきますけれども、それだけではない要因で、これまでの

ずっと長いデータを見ると、ＰＣＢの濃度が時々変に低いときがあるし、変にち

ょこっと高いときもあるので、それがなぜかはこのデータでは分からないです。

だから、もう少し排気ガスの工程の各系統のＰＣＢとダイオキシンだけではなく

溶剤もそうですし、できれば気温みたいなものも、もう少し環境データも同時に

今後測られて報告をしていただくことが、将来、何かあったときに、バックスキ

ャンするときの参考になると思いますので、そこのところを工夫されてください。

それから、せっかく排ガス監視強化とかカラム試験などをやられるので、その

ときに今申し上げたように、ＰＣＢだけ、溶剤だけというのではなくて、もう少

し違う関連するデータも同時に測定して、活性炭の吸着が変化するかどうかも見

ていただければよろしいと思います。

もし余裕があればと言うのは悪いのですが、余裕があれば、実排ガスによるカ

ラム試験のところで、これは今使っている炭を入れようとしているわけでしょう。

そうではなくて、空気系の塩素がついていない、吸着性があり、溶剤も除去でき

るような炭を入れたカラムも１本、できればやっておいたほうが比較検討する上

で役に立つだろうと思います。やるならそれぐらいやって、誰かの学位論文にし

ろとは言いませんけれども、ＰＣＢの関係の学会のときに、○○委員は専門家で

すけれども、今まで発表されていないので、こういうガス系の吸着の結果につい

て、ぜひその辺のところまで狙って、それが学会で、そうだと専門家がおっしゃ



れば、市民の方もそうだったのかという納得にもなりますので、ぜひもうちょっ

と工夫をされてください。

【船水座長】

ありがとうございます。他にございますか。

【○○委員】

今の先生のご発言と関連して、私は一貫して、ＪＥＳＣＯの中で働いている人

たちの健康を守るのはどうなのだという話をしてきました。この溶剤というのは、

聞く話によると、石油系のものだと聞いています。実は、私は専門家ではないか

らわからないけれども、ある程度専門的な知識や専門的な仕事に携わっている人

に聞くと、室蘭というのは肺がんが非常に多い地域だそうなのです。全道的にも

トップクラスの肺がんで、それがＪＥＳＣＯから出ているという意味ではなくて、

元々そういう環境の地域なのです。ただ、ここは海が周りを囲んでいるので、一

風吹くとそれが消えてなくなるので、平均化して非常に薄い結果が出てくるとい

うことです。しかし、日常的にそれを身近に吸って働いている人たちの中に肺が

んが多いと。

私も○○関係で働いている友達がたくさんいましたけれども、胃がんで亡くな

ったのが１人で、あとの全部は肺がんなのです。葬式に行って、がっかりするの

です。特に石油系のものについては、非常に薄くて問題ないという人もいらっし

ゃいますけれども、工場の中の濃度の問題もしっかりと管理すべきだと思ってい

ます。一生懸命働いている人たちの健康を守るということはすごく大事なことで

あって、逆に言えば室蘭市民に大きな影響を与えないということにもなるわけだ

し、それは非常に大きな基準だと思います。

そういう点で私は、洗浄剤というのは初めは余り気にしていなくて、こんなに

大きな影響を与えているとは思っていなかったのですけれども、分かれば分かる

ほど、ここは重視しなければいけない項目だと考えていますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思っています。

【船水座長】

どうもありがとうございます。他にございますか。

（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】

色々ご検討いただければと思いますし、新しくカラム試験も始まりますので、

またその結果をご報告いただければと思います。

それでは、次の議事（４）に移りたいと思います。

安定器と汚染物などの処理促進策について、ＪＥＳＣＯからご説明ください。

【ＪＥＳＣＯ】



運転管理課長をやっております田代と言います。

資料４の北海道ＰＣＢ処理事業所における安定器及び汚染物等の処理促進策に

ついて（廃安定器分離処理）について説明させていただきます。

まず目的のところでございますが、当事業所におけるプラズマ溶融分解設備に

よる廃安定器の処理について、廃安定器をＰＣＢを含むコンデンサー内蔵部とそ

れ以外のトランス内蔵部にまず分割をするというものでございますけれども、こ

の資料の真ん中の右側に切断イメージという四角で囲ったところがございますの

で、ご覧ください。

真ん中の写真が廃安定器でございまして、切断いたしまして、左側がコンデン

サー部分、右側がトランス部分でございます。コンデンサーの中にＰＣＢが入っ

ております。トランスにはＰＣＢが入っていないということになります。そのた

め、目的の中ほどにございます一つ目のポツがございますが、コンデンサー内蔵

部はＰＣＢが入っておりますので、プラズマ溶融分解処理をする。それから、二

つ目のポツでございますが、トランス内蔵部はプラズマ溶融分解以外の処理方法

にて処理をするということを検討して、前回、技術検討についての報告をさせて

いただきました。今回はその結果を踏まえて、当事業所における検討概要を報告

させていただきたいと考えております。

そこにおいては２の検討状況のところでございますけれども、実際に当たって

は設置場所、作業人員を検討し、それから事業部会の委員、学識経験者の先生た

ちの意見も踏まえて、フローについて検討したところでございます。

（１）処理フローについてのところでございます。フローがございますので、

そちらのフロー図をご覧ください。

安定器が入ってまいりまして、その段階で容器を開けて、漏えい等の確認を行

います。この中で漏えいしているもの、あるいは水銀灯用のような非常に大きい

安定器については、対象外として切断の対象物として選択いたします。

その後、右側になりますけれども、先ほど説明したように安定器を切断いたし

ます。ここでは剪断式切断機、いわゆるギロチンシャーで切断することを考えて

おります。コンデンサー部分につきましては、プラズマ溶融分解をすることにな

ります。

なお、この切断の際に間違ってコンデンサー部分を潰してしまうといった場合

も想定して、漏えい対策、それから局所排気設備を設けて作業安全を確保したい

と考えております。

切断したトランス部分については、確実にこちらがトランス部分ですよという

ことを確認するためにＸ線透過装置を用いて中を確認し、その確認後、破砕を行

うと。こちらはチェーン式破砕機を用いて破砕を行います。この破砕は何のため

にするかというと、この後、低濃度判定とありますけれども、分析のための処理

という位置づけで破砕することを考えております。この際に、この安定器の中の

充塡剤にアスファルト等が用いられております。その際に、アスファルトが付着

しないよう、溶融分解処理の工程の中に塩基度調整剤というものを用いておりま

す。そこで石灰というものがございます。その石灰を少量添加しまして、アスフ

ァルトの付着防止を考えております。付着防止を図って、破砕をして出てきたも



のについて、こちらは低濃度判定、基準となりますのは５，０００ミリグラム／

キログラムでございますけれども、これより低いものについては無害化認定施設

に払い出してしまいます。高いものは、またプラズマ溶融分解処理をするという

フローを考えております。

またこの分析においても、サンプルの代表性を確保するＪＩＳに基づくととも

に縮分していきます。さらに、判定においては、もしこのトランス部分に汚染が

あった場合には、先ほどアスファルトと申し上げましたが、アスファルトに充塡

剤にしみ込んでしまうことが考えられます。そのため、サンプルとして分析対象

とするのは、しみ込む可能性のある充塡剤について測定をするということを検討

いたしました。

こちらがフローとなります。

設置場所でございますけれども、当事業所の当初施設と増設施設の両方がござ

いますけれども、当初施設は作業環境、それから、他のトランスやコンデンサー

といった電気機器の処理もまだございます。そういった処理への影響、それから、

そのためにはかなりの規模で設備を撤去しなければいけないということで増設施

設のほうに設置することといたしました。

現在、さらなる詳細な検討、どこにどううまく設置して、先ほど申し上げまし

た設置場所と作業人員を最小限とする設備とできるかというところを検討してい

るところでございます。

（３）のその他でございますけれども、低濃度ＰＣＢの判定は、先ほど申し上

げましたが、特別措置法により規定された方法に基づいて行うことを考えており

ます。

さらにコンデンサー内臓部につきましては、プラズマ溶融分解処理をするので

すけれども、こちらについて、プラズマ溶融分解の影響はないかということで、

連続処理を実施いたしました。特に、実施した際に、オンラインモニタリングと

か、温度、圧力といった数値自体に問題はありませんでした。さらに、現在、デ

ータを詳細に検討しているところでありますが、現状では、特に問題は見られず、

安全に処理ができております。

それから三つ目のポツでございますが、設備と作業の安全性を確保するため、

従来どおりの安全設計に基づいて、先ほど申し上げました漏えい対策、局所排気、

それから破砕機のところでは、粉じんや防音対策といったことを考えて、適切に

安全の徹底を図っていくことを考えております。

３の今後の予定でございますけれども、先ほど、詳細に検討しているところと

申し上げましたが、具体としては、令和２年の年明けから設計に入りたいと考え

ております。さらに、令和２年の夏ごろに現地工事に着工しまして、既存装置の

移設、それから新規装置を設置するといった工事を行いまして、何とか令和２年

度の末ごろには、この操業を開始したいというスケジュールで現在考えておりま

す。

資料４につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。

【船水座長】



ありがとうございます。ご質問はございませんか。

【吉田副座長】

これは本来、排出業者もこういう処理をするということで、私も大学でこうい

う安定器を切断するのは難しいということで、処理事業所でやられるというのは

非常にいいと思うのですけれども、大体の見込みとして、恐らく、駆け込みでか

なり多くなるということで処理量を増やす予定だと思うのですが、実際にこの処

理をした場合に、持ち込まれたものは大体どのぐらいの割合でこういう処理にで

きて、それでどのくらい処理が早まるのかということです。

多分、溶融処理のほうの負荷が減るので、たくさんの個数の処理ができると思

うのですけれども、今までで一番ピークでコンデンサーが持ち込めたのは 9,000

台ぐらいですね。大体どのくらい処理量が上がるのかお教えいただけますか。

【ＪＥＳＣＯ】

今のご質問に対しては、年間で 400 トン、もしくはそれを超える程度のものを

無害化認定施設等へ払い出す量として見込んでおります。ですので処理量として

は、その分、受け入れ量としては増えることになります。

【船水座長】

ありがとうございます。他に何かご質問はございますか。

（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】

では、次に進ませていただきます。

次は、その他ということで、北海道からお願いします。

【北海道】

北海道から、資料５に基づきまして、道内におけるＰＣＢ使用安定器の早期処

理に向けた取り組みについてご説明させていただきます。

前回の円卓会議におきまして、委員の皆様から、今後の安定器の処理につきま

しては、まず一つ、市中に存在する安定器をいかに集約して処理を進めていくか

が重要、また安定器については、広く周知をするなどきめ細かな対応が必要とい

うご意見やご指摘をいただきましたことから、北海道の安定器の早期処理の取組

について、今回説明させていただくものです。

まず、北海道のこれまでの取組の経過ですが、上段の四角囲いにも記載してお

りますけれども、これまでの会議でもご説明してきたとおり、まず掘り起こし調

査といたしまして、各種統計資料を活用し、道内約 12 万件の事業者に対してパン

フレットを送付し、処理期限等に関する周知を行っているほか、ＰＣＢの使用安

定器につきましては、基本的には古い事業用の建物に使用されている可能性があ

るものですから、事業所開設年度から保有の可能性の高い約４万件の事業者に対



してはアンケート調査を実施し、保有の有無を確認しているところでございます。

これまでの調査では、丁寧なフォローアップに努めるなどして、約８割強の３

万 4,000 件の事業者から回答をいただいておりますが、残り２割弱の事業者から

は未だ回答をいただいていないことや、道内には調査対象となっていない小さな

業者などそれ以外の業者に対しても広く周知が必要なことから、道としては、早

期処理に向けた取組を実施していくこととしております。

取組の予定として、大きく二つございます。

一つは、処理の必要性や窓口を知っていただくために、広報、周知をしっかり

やる。そして、ただいまご説明したとおり、各種統計資料により保有の可能性の

ある事業者に対しては、アンケート調査を行って、保有の有無を確認する掘り起

こし調査を実施するということで現在進めております。

まず、１の広報・周知でございますけれども、ＰＣＢ使用安定器につきまして

は先ほど申し上げたとおり、基本的には昭和 52 年以前の事業用の建物に使用され

ており、道内の多くの事業者に保有の可能性があることから、あらゆる広報媒体

を活用しまして、安定器の処理の必要性等について幅広く周知を行ってございま

す。

（１）の広報紙の活用でございますけれども、まず、小さくて恐縮ですが、下

に道内のほぼ全戸に配付されております広報紙「ほっかいどう」の 11 月号を掲載

しておりますが、その中にＰＣＢの処理期限や問い合わせ窓口に関する記事を掲

載させていただきました。

また、道の広報紙だけではなくて、住民の身近な機関である市町村についても

広報にご協力いただきたいということで依頼いたしまして、既に幾つかの市町村

で広報紙に掲載をいただいているほか、ここ室蘭市におきましては、年末に配付

が予定されている広報誌にパンフレットを折り込んでいただいて、ほぼ全戸にＰ

ＣＢパンフレットを配付していただくことでご協力をいただく予定になっており

ます。

同様に、（２）ポスター、パンフレットの掲示とございますけれども、同じく

市町村の役場等に来ていただいた方に、広く目に触れていただきたいというとこ

ろで、庁舎でのポスター掲示やパンフレットの設置についても依頼しております。

参考までにポスター、パンフレットはこういうものをお配りしているというも

のを別でつけておりますので、ご参照していただけたらと思います。

その他、道内には１次産業者、農業者、漁業者が多いこともございますので、

１次産業者等に広く周知を行うため、道内の集客の多い主な郵便局、また、主な

金融機関として、北洋銀行、北海道銀行、それから、コンビニエンスストア、ま

た１次産業への周知として、農協、漁協、林業協同組合の皆さんにご協力をいた

だいて、各組合に対するポスター掲示やパンフレットの設置をお願いしていると

ころでございます。

なお、１次産業者に対する周知ですが、実際に幾つかの組合からお問い合わせ

をいただいているほか、先日、実際に道庁に電話があったのですけれども、パン

フレットを見た漁業者の方から、事業所内の建物をＬＥＤ照明に全て交換したの

だけれども、今回、パンフレットを見て不安になったので、自分が持っている建



物の建築年次から確認したところ、照明器具の裏に安定器が残っていることを確

認したと。銘板により安定器がＰＣＢ含有安定器であることを確認したので、ど

うしたらいいのでしょうかというご連絡が実際に道庁にありました。ご連絡いた

だいた漁業者の方には、行政への届出とか処理の必要性についてご説明したとこ

ろですけれども、一定の効果があったものと考えてございます。

２の掘り起こし調査ですけれども、これは以前も説明したのですが、統計資料

を活用いたしまして、保有の可能性のある事業者に対してパンフレットを送付し、

アンケート調査を委託により現在実施しております。

調査の概要は記載してあるとおりでございますけれども、今年度の掘り起こし

調査の特徴としましては、これまでの未回答者につきまして、保有の蓋然性の高

い事業者に対して、より重点的な調査を行うため、許可台帳を使いまして、昭和

52 年３月以前というところが確実に確認できている建物に関しては、簡単に言い

ますと、繰り返し督促等を行う丁寧なフォローアップを実施しております。

また、建築基準法のリストを活用して、マンション等の共有部にも安定器が使

われている可能性がございますので、昭和 52 年３月以前のマンション等をリスト

アップしまして、そこに対してもアンケート調査を実施しております。

また、先ほどの広報・周知と重なりますけれども、道内の１次産業者が多いと

いうことがございますので、パンフレットを送付し周知しているほか、該当があ

るとご連絡をいただければ、アンケートをお送りして、保有の有無等を確認して

いるところでございます。

また、今年度まで委託により掘り起こし調査を実施しているのですが、中には、

これは詐欺ではないかといった不安から道庁にお電話をいただくことが多くて、

最終的に回答いただけない事業者が一定程度存在しているのも事実でございます

ので、今年度からも既に一部は実施しているのですけれども、来年度以降、振興

局の職員が現地に赴いて行政調査を行っていく予定としております。

最後に資料に記載はないのですけれども、前回の円卓会議におきまして、○○

委員からネオンサインについてどういう対応をしているのかというご質問をいた

だきましたので、道の対応状況についてご説明させていただきます。

北海道では、平成 16 年にＰＣＢが使用されたネオンサインの設置状況の調査を

実施しております。

調査対象といたしましては、北海道に屋外広告物条例がございまして、その条

例の中で、一定規模の屋外広告や照明を設置する場合については、この条例に基

づいて許可が必要になるというものですけれども、この条例の許可台帳を利用い

たしまして、ＰＣＢ使用機器の可能性がある建築年次以前に設置されたネオンサ

インを抽出いたしまして、ＰＣＢ使用機器の該当の有無について確認を行いまし

た。

調査結果としましては、ネオンサインについては、屋外で使用していることや、

それほど耐用年数が長くないということもございまして、ネオンサインが更新さ

れたことにより、昭和 51 年以前のネオンサインの現存は２件のみでして、それぞ

れＰＣＢ使用機器かどうか確認を依頼いたしまして、ＰＣＢ使用機器の該当が確

認されたものについては、行政に届け出を行うなど、指導を実施しております。



また、更新以前のネオンサインについても、事業者にＰＣＢが使用されていな

いかどうか確認するように指導を行っております。

ネオンサインに特化した調査としては今ご説明したとおりですけれども、今ま

でご説明したとおり、古いビル等を所有する事業者につきましては、経済センサ

スで抽出された掘り起こし調査の対象になっておりますので、ＰＣＢの処理期限

に対する周知とかアンケート調査により基本的には捕捉されていると考えている

ところでございます。

北海道の説明としては以上です。

【船水座長】

どうもありがとうございます。

もう一つ、この件に関して、資料６がございますので、環境省からご説明をよ

ろしくお願いします。

【環境省】

資料６をご覧ください。

ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた環境省の取り組みということで、幾つか報告

させていただきます。

１枚目のスライドは、前回、口頭でご説明いたしましたが、高濃度ＰＣＢ廃棄

物処理事業の全国の進捗状況でございます。

まず、ＰＣＢを使用した高圧の変圧器、コンデンサー等につきましては、約 39

万台が国内で使用されまして、このうち、約 1.1 万台は平成 10 年度までに紛失さ

れたとされております。

ページの真ん中ぐらいにカラフルな棒グラフを横向きに描いておりますけれど

も、この一番右側の 1.1 万台がＰＣＢ特措法以前に紛失をしていたもので、次に、

ＪＥＳＣＯに、昨年度、平成 31 年３月時点で登録されていたものが、変圧器 1.7

万台、コンデンサー35.5 万台の 37.2 万台ということで、おおむね捕捉されてい

る状況で、これが処理対象として登録をされておりまして、このうち、変圧器 1.5

万台とコンデンサー32.2 万台の 33.7 万台は既に処理をしたところでございます。

登録台数に対する処理の進捗率は、変圧器 92％、コンデンサー91％という状況

が昨年度末の実績です。

今後は、このグラフにあります緑色の未処理の 3.5 万台を本年度も引き続き処

理していますのと、黄色くなっている部分の数千台と数が合わないところについ

て、未登録または紛失ということですけれども、ここの掘り起こし調査を進めて

いるのが現状でございます。

そして、安定器、汚染物につきましては、昨年度までで約 1.7 万トンが登録さ

れておりますが、このうち、約１万トンを処理しております。登録量に対する処

理の進捗率は 60％という状況でございます。

おめくりいただきまして、２ページをごらんください。

先ほど北海道庁から北海道内の掘り起こし調査についてご説明いただきました

が、６月時点の全国における掘り起こし調査の進捗状況でございます。



上のオレンジ色の枠が、自家用電気工作物設置者を対象とした変圧器、コンデ

ンサーの調査で、全国約 86 万件の事業所を対象に調査を行っております。

北九州事業地域では、約 20 万件の事業所を対象にした調査を既に平成 30 年１

月に完了しております。結果としては、調査対象の約 0.6％から、変圧器、コン

デンサーの約 1,700 台を掘り越したということでございまして、保管事業者全体

の約 10％に相当する分が掘り起こし調査で出てきたということでございまして、

逆に言いますと、９割の方は、自ら登録をしていただいて、自ら処理に持ってき

ていただいておりますので、残る、気づいていないような１割の方を掘り起こし

ていくというのがこの掘り起こし調査の趣旨でございます。

北九州の先行事例では、調査が終わったのが処分期間の２カ月前でございまし

た。それから未回答の方が多くて、最終通知を送った量が多かった自治体につい

ては、処分期間後の新規発覚も多い傾向がございました。

このことから、処分期間内に処分が行われるように、この掘り起こし調査自体

は、できる限り未回答者を減らした上で、処分期間末の１年程度前には完了する

よう、計画的に進めていただくようお願いしているところでございます。

残る大阪・豊田・東京・北海道事業地域の 66 万件の事業所を対象に調査を実施

中ですが、回答率は 86％で、未回答の事業者は、残り９万件の事業所ということ

でございます。87 の自治体のうち、80 の自治体が処分期間の１年前までに調査完

了予定となっております。

次に、下の緑色のところですが、照明器具の安定器について、事業用建物を対

象とした調査を行っております。

これは昭和 52 年３月以前に建築された事業用の建物を対象に、全国 210 万件の

事業所で調査を行っております。

西日本の北九州・大阪・豊田事業地域では、110 万件の事業所を対象に調査を

行っておりまして、６月時点で調査情報の到達率は 76％、回答率が 43％という状

況でございます。これまでのところ、調査対象の約 1.4％からＰＣＢ安定器を持

っているという調査結果の回答があったところでございまして、持っている場合

の１事業者当たりの台数としては、平均約 40 台といったオーダーでございます。

次に、北海道・東京事業地域ですが、約 100 万件の事業所を対象に調査を実施

していただいておりまして、調査情報の到達率は 28％、回答率は 13％といった状

況でございます。しかしながら、53 の自治体中、52 の自治体では、処分期間の１

年前までには調査を完了する計画としていただいているところでございまして、

各自治体において、しっかり進めてもらっているところでございますが、進捗状

況を定期的に確認しながら掘り起こし調査の早期完了を図っております。

これに関しまして、以下、環境省でも行っている取り組みをご説明いたします。

まず、３ページですが、地方環境事務所の体制強化ということで、既存の環境

省の職員に加えまして、平成 29 年度から地方環境事務所にＰＣＢ廃棄物処理に係

る専任の任期つき職員を配置しております。電気機器や廃棄物関係などの専門性

を持つ職員を採用して、関係省庁や関係団体と連携を図って、行っているところ

でございまして、下に赤い枠で囲っておりますが、東日本を対象にした地方環境

事務所では、現在、約９名の任期つき職員を採用し、ＰＣＢ対策に専門で取り組



んでいるところでございます。

次に、４ページをごらんください。

都道府県市による掘り起こし調査の支援といたしまして、環境省で相談窓口の

設置、これはＰＣＢ全般にかかわる相談窓口や掘り起こし調査に係る専用の相談

窓口を自治体の要請に応じて時期を決めて設置しております。それから、現場で

のＰＣＢ機器の判別も含めて、現場への立ち入り等に専門家を派遣するといった

ことを行っております。

５ページをごらんください。

ＰＣＢ廃棄物の適正処理を促進する周知、広報ということで、昨年度もテレビ

ＣＭを行いましたけれども、本年度も令和２年１月と２月にかけまして、変圧器、

コンデンサー、それから、照明器具安定器の適正処理を促すテレビＣＭを全国で

行う予定にしております。

おめくりいただきまして、６ページでございます。

ＰＣＢ使用照明器具をＬＥＤ照明器具に交換する際の補助事業として、工事費

用の２分の１を補助する事業を行っております。それから、調査をする際の費用

の 10 分の１の補助も行っておりまして、こういった補助事業でＰＣＢの照明器具

の使用しているものの交換を促しているところでございます。

７ページ、８ページは、中小企業者向けの負担軽減措置ということで、以前か

らずっと実施しているものでございますが、環境省と都道府県で基金を支出いた

しまして、中小企業等の処分料金の 70％軽減ということをＪＥＳＣＯの処理料金

に関して行っております。

８ページ目は、運転資金に関する低利の融資制度を日本政策金融公庫で設置し

ているところでございます。

説明が長くなりましたが、９ページをごらんください。

違う話ですけれども、ＰＣＢ含有塗膜というものがございます。一部、ＰＣＢ

が塗料の可塑剤として添加されておりまして、一部、塩化ゴム系塗料に使用され

ていたということで、橋梁や、下にありますような洞門、排水機場、タンク、そ

れから、水門や船舶といったところにＰＣＢが塗料として使われた可能性がござ

います。一定期間にということでございまして、昭和 41 年から 49 年までに建設

または塗装されたものでございますが、こういったところにＰＣＢ含有塗膜が残

っていないかということに関して、国の機関、自治体、民間事業者それぞれで、

環境省が作成した調査実施要領に基づき、調査を行っていただいているところで

ございます。

こうした背景も踏まえまして、10 ページをごらんください。

今般、塗膜、感圧複写紙、汚泥といった可燃性のＰＣＢ汚染物で、ＰＣＢ濃度

が 0.5％から 10％のものの処理体制を構築するため、環境大臣の無害化処理認定

施設の処理体制を拡大する制度改正を行います。

下に幾つか枠がございますが、高濃度ＰＣＢの中では、上から二つ目の安定器

がＪＥＳＣＯのプラズマ溶融処理の主たる処理対象物でございます。しかしなが

ら、一部、三つ目の緑色の汚染物でＰＣＢ濃度が 0.5％を超えるものも、量はさ

ほど多くはありませんでしたけれども、ＪＥＳＣＯのプラズマ処理対象というこ



とでございました。ただ、これが、現在、ＰＣＢ塗膜の調査を進めておりまして、

今後、処理対象物の量が増加する可能性があるということ、それから、最近にな

ってＰＣＢを含む感圧紙や汚泥が新たに発覚した事例もあることから、こういっ

たプラズマで処理に時間を要する等の課題があるような比較的低濃度のプラズマ

処理対象物につきましては、別途、処理体制を構築しようということで、一番右

側にありますように、濃度を 10％まで、1,100 度以上で焼却実証試験を行ったと

ころでございます。これにより、焼却により安全に処理できることを確認しまし

て、可燃性の汚染物の処理対象を濃度 10％まで拡大することとしたものでござい

ます。

具体的なイメージは 11 ページにございますが、これまで低濃度、無害化認定で

焼却処理対象は 0.5％まででしたけれども、これを１０％まで引き上げるという

制度改正を行います。

スケジュールとしましては、10 月 31 日から 30 日間のパブリックコメントを行

いまして、今月中に基本計画の改正の閣議決定、それから、関係する省令、告示

の公布、施行を行います。今後、制度改正後に無害化処理認定の申請手続を開始

しまして、来年度からは無害化処理認定設備での処理を開始する予定としてござ

います。

最後に、12 ページをごらんください。

これは、前回、○○委員からご指摘をいただいたところでございますが、解体

工事業者への周知というところでございます。

先般、建設業法省令が改正されまして、この改正建設業法省令で規定する解体

工事業の管理技術者要件においては、土木施工管理技士と建築施工管理技士、そ

れから、技術士の資格を有する者であって、解体工事については、実務経験１年

未満の者に対して、国土交通省の登録機関で、登録解体工事講習の受講を求めて

おります。

それから、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが建設業における産

廃管理実務担当者や新任担当者を対象とした研修会を開催しております。

これらの講習において、ＰＣＢ廃棄物の種類とかＰＣＢが使用された可能性の

ある製品、確認方法、取り扱い方法、処分期間等についても講習項目に含めてい

ただいておりまして、ＰＣＢ廃棄物の適正処理について周知を行っているところ

でございます。

説明は以上でございます。

【船水座長】

ありがとうございます。

今の説明について何かご質問はございませんか。

【○○委員】

先ほど私の質問から、ネオンの処理について、あるいは、現状についてご説明

をいただきまして、ありがとうございました。

ただ、聞いていてびっくりしたのですが、実際に 51 年以前のものが２件しかな



かったということですが、私が質問した趣旨は、相当程度あるだろうということ

です。

実は、札幌市内の方々からのご指摘がございまして、先般もお話ししたのです

が、既に建物が壊されたり、あるいは倒産をしたりというときに、飲食店が多い

わけですが、大変数が多いであろうということの中から、実際はどうなっている

のかと思い、聞いたわけですが、余りに少ないので、実は逆にびっくりしたので

すが、実際はもっとあるのではないのかなと推測させていただきます。

それで、さらなる調査というか、もし可能であれば、先ほどの場合は、屋外広

告物条例というものをベースにして、その台帳から調べたということなのですが、

それ以外にも方法があるのではないのかと思うものですから、そういった意味で、

もう少し詳しく調べられないのかなと思っております。

この場合、今、北海道の事例を述べていただいたのですが、他の都なり県なり

ではどんな状況にあるのか、もしわかればお知らせをいただきたいと思います。

それから、今日の資料の関係ですが、ＰＣＢの照明器具のＬＥＤ化によるＣＯ

２削減推進事業というご説明がございました。これでいきますと、これまでの実

績はどんなことになっているのかを聞きたいわけですが、その中で、実績の件数

や金額、あるいは、量、対象事業者数等々がわかれば、もう少し詳しくご説明を

いただきたいと思います。

たしか普通の蛍光灯をもう生産しなくなるということで、ＬＥＤ化を進められ

るのですね。当然、蛍光管がなくなるわけですから、ＬＥＤ化にしなければなら

ないということですが、実際、私が持っているビルの共用部分の場合は、非常用

バッテリーが必要なものですから、びっくりしたのですが、結構するのですね。

１台３万円ぐらいするのです。小型のものでそんな程度ですから、そうすると、

相当程度しなければならないわけなのですが、ＬＥＤ化といっても、この場合は

ＰＣＢを含んでいるもの対するＬＥＤ化なのですが、いずれにしましても、もし

そういったものが見つかって、変えなければならない。ＬＥＤ化にしようという

場合、負担が大変大きい。しかしながら、それなりの補助、これでいくと、たし

か９割の補助をしていただけるというのがあるようですから、これは大変いいも

のなので、せっかくですから、こういったところからもＰＣＢの安定器等につい

て改善をしていただいて、こういった角度からも少なくしていただく努力を引き

続きしていただきたいと思います。

先ほどご質問したことについて、お答えがあればお願いしたいと思います。

【北海道】

まず、北海道から回答させていただきます。

２件という数字ですが、この条例自体、札幌市、旭川市、函館市といった大き

な市が条例の対象になっていないということがまず一つございます。また、面積

も条例の一定規模がございまして、10 平米以上の照明に関して許可を出すという

ところがありまして、それ以外の小規模なものについては、この条例にのっかっ

てこないというところもありますので、ネオンサインではいっぱい許可が出てい

ると思うのですが、繰り返しになりますが、建築年次から抽出したネオンサイン



で現存したものが２件ということがありましたので、平成 16 年の調査当時では、

２件しか確認できなかったという経緯がございます。

今、委員からお話のあった倒産した業者といった懸念は当然ございまして、先

ほどもお話ししましたが、まさに安定器の掘り起こし調査の中で、古いビルの所

有者とか建物で、まずそこで必ず周知をしていくということも行っておりますし、

また、郵便物が届かない業者に関しましては、現在、登記簿とかを使いまして、

最終所有者を確認いたしまして、できるだけ捕捉をするような調査を今進めてい

るところでございます。

そういった調査の中で基本的に捕捉していきたいと思っておりますが、今いた

だいたご意見も参考にしながら、今後も様々な調査について取り組んでいきたい

と思っておりますので、今後もご助言等をいただけたらと思います。

【環境省】

他県の状況も、条例については違いますけれども、今、古い建物を対象にした

調査を行っておりますので、そういったところには個別に指導していただいてい

るという状況でございます。

ＰＣＢを使ったネオン変圧器というのは、公益社団法人日本サイン協会がメー

カーごとに、こういった年代のこういった製造時期の銘板で使われているといっ

た情報を公表しておりますので、個別にそれに照らし合わせて判別が行われてい

るというのが実態でございまして、北海道事業所でも東日本のネオン変圧器を処

理していただいておりますけれども、これまでに約５トンの処理がされており、

それなりの量は処理されておりまして、しかも、ネオン変圧器というふうに明示

的に入ってきたものでそれぐらいありますし、今後、搬入予定のものも３トン程

度ございますので、しっかり周知を徹底していくということだと思っております。

もう一点、ご質問をいただいたＬＥＤの補助事業につきましては、細かい数字

はありますが、ざっくり昨年度、一昨年度のそれぞれ数十件の事業者を対象に補

助を行っており、予算規模としては数千万円といったオーダーで補助をしている

ところでございます。使用中の照明器具を持っていらっしゃる事業者が多くいま

すけれども、皆さんがこれを使っているわけではなくて、やっぱり補助金の申請

の効率、財政事情に応じて申請をいただいて、そこがボトルネックになっている

場合はこの補助金を使って交換していただくということでございますので、この

事業の実績としては、本年度もそのように実施をしているところでございます。

以上です。

【船水座長】

ありがとうございます。他に何かご質問はございますか。

【○○委員】

他府県等で５トンぐらいということだったのですが、件数なり、どういったと

ころから掘り起こしができたかということについて、もう少し具体的な内容がわ

かりますでしょうか。



【環境省】

件数でいいますと、数十事業者は少なくともありますね。場所としては、当然、

屋外でネオン管を使っていたところが登録をして、処理をしていただいていると

いう状況でございます。

【○○委員】

実際は、余りにも少ない数だと思うのですね。私どもが若いときには、どこの

飲食店も大方、かなりの数がネオンできらきらしたわけですから、今、ＪＥＳＣ

Ｏでつかまえているだけでも、非常に少ない数ではないのかなと思いますから、

これをどうしたらいいかですね。少し方法がないのか、引き続きご検討いただい

た上で、何とか掘り起こしをしていただきたいということを要望させていただき

ます。

【船水座長】

どうもありがとうございます。他に何かご質問はございますか。

【○○委員】

この間ありました胆振東部地震で家が大分倒壊したやつが、今、どこかに集め

られて処理をしますということで、一般家庭で解体されているというか、倒壊し

た家を処分するということで、ああいうところに照明器具でＰＣＢがどのぐらい

あるのかという調査は、胆振振興局か厚真町か知りませんけれども、あのあたり

の調査は何もしていないのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

【北海道】

基本的に一般家庭の倒壊家屋ですと、安定器は事業用の照明施設に使われてい

ますので、そういった家屋を対象にした安定器の調査は行っていません。

【吉田副座長】

私は、厚真町で災害廃棄物の今の解体の状況を調べるために、役場の方にデー

タを聞いているのですけれども、実際に解体するところでは、おっしゃったとお

り、ＰＣＢが残っていないかどうか、一般家庭はともかくとして、例えば、農業

用の納屋とか、いろいろ事業所相当のところがあるので、担当者の方は、そこの

年代を調べて、実際に昭和５２年云々というところの施設で、ＰＣＢの廃棄物の

有無を調べて、担当者の方が実際の現場に行って、残置物という中のものをチェ

ックしてから解体するのですけれども、今のところは見つかっていません。厚真

町では十数カ所でチェックをされていて、これは環境省の指導もありますので、

基本的には災害廃棄物の処理の関連のところで、かなり細かいチェックをされて

います。

【船水座長】

どうもありがとうございます。他に何かご質問はございませんか。



【吉田副座長】

先ほど、最後の資料６で環境省からご説明いただいたところで、１年前ですか

ら、2024 年がここの事業所の締め切りということになりますので、2023 年には全

てを掘り起こすということです。恐らく最後に残るのは、未登録の難しいところ

といますか、この会議でも何度も出ているのですけれども、やっぱり処理費用の

負担の件では、かなり個人負担をされて、実際に○○委員も処理をされて、もう

少し早くこういう事業があればとおっしゃっていたのですけれども、これは令和

２年１月で終わりということなのですけれども、あとまだ２年半くらい残ってい

て、処理未登録の非常に難しいところが残っているところが一番、こういう助成

があればやるのだけれどもというところが残る可能性があるのですけれども、こ

れは予算の問題なのでわからないのですけれども、来年度以降、もし可能であれ

ば、これが延長されるような措置が可能なのか。

やはり、事業所としては、一番難しいところが残るとすると、行政としてもそ

ういう仕組みがあるということで指導されると処理も進むと思うので、ぜひ延長

とか、これに変わるものがあれば結構だと思うのですけれども、ぜひご検討いた

だきたいというお願いです。

【環境省】

ありがとうございます。

財政事情もございますので、この事業自体は一旦、本年度までということで行

っておりますが、当然そういった問題意識は持っておりまして、来年度以降も形

を変えて、ＰＣＢ照明器具の交換、それからＬＥＤ化を促していけないかと思っ

ているところでございます。

具体的には来年度は、今、全体を対象にしておりますけれども、中小事業者に

限定をいたしまして、かつ、補助率も減らさざるを得ないですけれども、３分の

１を予定しておりますが、こういった補助事業自体は、来年度からも引き続き、

形を変えて処分期間内はやっていきたいと考えているところでございます。

【船水座長】

どうもありがとうございます。他にいかがですか。

（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】

それでは、その他として、委員の先生方から全体を通して、この円卓会議でご

発言いただくことはありませんか。

（「なし」と発言する者あり）

【船水座長】



それでは、これできょうの議事を終了ということにさせていただきたいのです

が、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

【船水座長】

ありがとうございます。

それでは、事務局にお返しします。

４．閉 会

【事務局】

船水座長、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

ただきまして、まことにありがとうございました。

次回の第 49 回は、２月 20 日木曜日、同時刻での開催を予定しておりますので、

またご出席を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


