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  １．開  会 

【事務局】 

 それでは、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

円卓会議を開催いたします。 

 本日は皆様には、お忙しい中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 遠藤でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本日の会議は概ね 16 時半をめど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】 

 北海道環境生活部環境局長の山田でございます。 

 本日は委員の皆様方には、お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。 

 また、近隣市から伊達市のほか、オブザーバーといたしまして環境省、道立総合研

究機構、それから中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）からもご出席をい

ただいております。 

 昨日の連絡会、そして、午前中の広域協議会などから続けてのご出席の方もおられ

て、お疲れのところかと思いますが、引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、ＰＣＢの処理につきましては、今年度につきましても、委員の皆様方のご議

論、ご意見などをいただきながら、また関係者のご努力もありまして、北海道事業に

つきましては、特に大きな問題もなく順調に処理が進められているところでございま

して、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

 本日の会議でございますけれども、令和元年度最後の第 49 回監視円卓会議という

ことで、本日は、ＪＥＳＣＯから処理事業の進捗状況やトラブル事象、それから、各

施設における次年度以降の設備更新や処理予定数量を整理した長期計画などにつき

ましてご説明をいただく予定としております。 

 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を

申し上げまして、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。 
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【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。 

 

【環境省】 

 皆様、こんにちは。環境省廃棄物規制課長の成田でございます。 

 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議の皆様には、日ごろからＰＣＢ廃棄物の

処理の推進にご理解、ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所における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をしております。 

 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、今後も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ります。 

 また、前回ご説明いたしましたとおり、ＰＣＢを含む塗膜、感圧紙等の比較的濃度

の低い可燃性のＰＣＢ廃棄物につきましても、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制度改正を

行いました。 

これらの状況を、本日ご説明する長期処理計画にも反映したところです。 

 環境省としましては、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り、北海道ＰＣＢ処理事業所の安全確保のさ

らなる徹底や早期処理の推進につなげていきたいと考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

  ２．議  事 

【事務局】 

 ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。 

 ここからの議事進行につきましては、船水座長にお願いいたします。 

 

【船水座長】 

 どうかよろしくお願いいたします。それでは、次第に従って進めていきたいと思い

ます。 

 最初に配付資料の確認をしたいと思います。事務局で確認作業をよろしくお願いし

ます。 

 



 - 3 - 

【事務局】 

 それでは、お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、次第と名簿が１枚の物で配っております。それから、資料１の前回の円卓会

議の議事録、資料２－１、ＰＣＢ処理事業の現況、資料２－２、進捗状況、２－３、

稼働状況、２－４、トラブル事象等について、それから、横向きの資料になりますが、

資料２－５、環境モニタリングの測定結果、資料２－６、立入検査の実施状況、資料

３、分離処理の検討状況について、資料４－１、長期保全計画について、資料４－２、

長期処理計画について、資料５が内部技術評価結果について、あと参考資料としまし

て、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業だよりＮｏ．46 というものをつけさせていただい

ております。 

 不足等ございましたら、事務局までお申し出ください。 

 

【船水座長】 

 そのときそのときで、不足がありましたら言っていただければと思います。 

 最初の議題は、前回４８回の議事録についてです。 

 この議事録につきましては、あらかじめ委員の先生方に確認をお願いしておりまし

た。特段、ご意見がなければこの場で了承するという形にしたいと思いますが、ご意

見、お気づきの点はございますでしょうか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

【船水座長】 

 それでは、この資料のとおり、記録として残すということにさせていただきます。 

 次に、２番の北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗状況等についてに移りたいと思い

ます。 

 この件は、ＪＥＳＣＯからご説明いただくことになっています。よろしくお願いし

ます。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所所長の松本でございます。 

 資料２－１から２－４まで説明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ということで、全国５カ所の事業

所の現況についてまとめたものです。こちらの資料は毎回配付させていただいており

ますが、前回からの追記事項はございませんので、詳細の説明は省かせていただきま
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す。 

 続きまして、資料２－２、北海道事業の進捗状況でございます。 

 最後のページをめくっていただきまして、10ページ目をご確認ください。 

 12月 16日に前回の円卓会議がございました。期間もないということもありまして、

新しい事項として、昨日開催されました早期処理連絡会という事業を追加させていた

だいております。２－２は以上とさせていただきます。 

 続きまして、資料２－３をご確認ください。当施設の稼働状況の資料になります。 

 １ページ目が当初施設の受け入れ状況、変圧器類、コンデンサー類の受け入れ状況

の表、そして、めくっていただきまして２ページ目が当初施設の処理状況の表になり

ます。 

 今年１月末までの数字を集計したものになっております。表の下の方、黄色の網か

けの部分になります。変圧器類は合計で 3,907台、コンデンサー類は６万 920台とい

うことで、ＪＥＳＣＯに登録していただいている量に対する進捗状況で、それぞれ

94.7％、94％というところまで数字が上がってきております。 

 右側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に対する

重量のグラフとなっております。 

 めくっていただきまして、４ページ目が純ＰＣＢ油を処理した量の表になっており

ます。 

 右側、５ページ目になります。 

 当初施設から有価物として払い出されたものの実績の表になります。鉄、銅、アル

ミといったものになっております。 

 ６ページ目が産業廃棄物として払い出したのが上と真ん中の小さな表になります。

一番下の表が、ＰＣＢなど 5,000ｐｐｍ以下ということで、無害化認定施設へ払い出

した実績となっております。 

 続きまして右側７ページ目をご確認ください。ここから増設施設の処理実績となり

ます。 

 まず、７ページ目が受け入れ状況になります。 

 道内 15県、１都３県と、従来どおり分けた形で集計してございます。 

 めくっていただきまして、８ページ目が増設施設の処理の実績となります。 

 真ん中に小さな表がございます。１道 15 県でここまで 3,348 トン、１都３県で

2,284トン、ＪＥＳＣＯの登録に対する処理進捗率は、それぞれ 80,4％、36.6％、合

計して 54.2％というところまできております。 

 下のグラフは、この１年間の安定器、汚染物等の処理重量の棒グラフになっており

ます。 

 最後、右側９ページが産業廃棄物の払い出し実績です。増設からはスラグと固形物
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が払い出されております。両施設とも大きなトラブルなく、順調に処理の数字を積み

重ねてきているところでございます。 

 続きまして、２－４になります。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 安全対策課の鈴木より、トラブル事象等について報告させていただきます。 

 資料２－４をご覧ください。まず、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あ

りませんでした。 

 なお、前回の監視円卓会議で概要を報告いたしました令和元年 10月 18 日発生の当

初施設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、区分Ⅲについ

て水平展開の対応が完了いたしましたので、別添で説明させていただきます。 

 続きまして、不具合事象等の公表件数についてです。 

 こちらも前回の円卓会議以降、北海道及び室蘭市に５件の不具合事象と９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。 

 表ですが、まず、月別の不具合事象、不具合事象未満の当初施設、増設施設ごとの

月別件数を上の表に示しております。 

 また、下に年度別の件数を示しておりますので、ご確認いただければと思います。 

 １枚おめくりください。 

 別紙２で、令和元年 10月 18日に発生しました当初施設ドラム缶のレバーバンド間

に左手小指を挟み開放骨折・挫傷につきまして、水平展開が完了いたしましたので報

告させていただきます。 

 １枚おめくり、裏面をごらんください。 

 こちらは、中央より下に水平展開を書かれております。当作業において再発防止対

策は、前回、ドラム缶を平置きとして、パレット上に移動させないということで報告

させていただいています。この作業以外にドラム缶移動作業は施設内で発生すること

から、水平展開を実施することとしております。 

 まず、当初施設での水平展開です。 

 従来のドラムポーターでは、ドラム缶を完全にパレットに乗せることができません

でした。今回、車輪幅の広い大きなドラムポーターを導入することで、ドラム缶をド

ラムパレットの目的の場所まで移動させることができるようになりました。 

 増設施設です。 

 増設施設では、樹脂以外のパレットも使用しているため、ドラム缶移動用治具を使

用することとしております。水平展開の報告を終わらせていただきます。 

 これでトラブル事象についての報告を終わります。以上です。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、事務局から環境モニタリングの結果と立入検査実施状況について、ご

報告をお願いします。 

 

【事務局】 

 事務局より、資料２－５、令和元年度北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニ

タリング測定結果について報告させていただきます。 

 １枚目の周辺地域環境の道と室蘭市実施分につきまして、いずれの項目も環境基準

値等を十分にクリアしております。 

 おめくりいただきまして、周辺環境、ＪＥＳＣＯ実施分です。 

 こちらに関しましても環境基準値を十分にクリアしております。 

 ３ページ目、排出源、当初施設、ＪＥＳＣＯ実施分及び道実施分の排気、排水の排

出管理目標値につきましても全てクリアしております。 

 ４ページ目、増設施設、ＪＥＳＣＯ実施分及び道実施分になります。 

 こちらに関しましても、排出管理目標値を十分にクリアしております。 

 縦型の５ページ目になります。 

 ボイラーと騒音、振動、悪臭等のモニタリング結果になりますけれども、こちらに

関しましても排出管理目標値を十分にクリアしております。 

 ６ページ目、排出源、ＪＥＳＣＯ実施分になります。 

 浄化槽最終出口及び増設施設浄化槽排水になります。こちらも排出管理目標値を十

分にクリアしております。 

 資料２－６、１枚物になります。 

 中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道ＰＣＢ処理事業所に対する行政の立入検査実

施状況で最後のところですが、令和２年１月 16 日に協定及び廃棄物処理法に基づく

立入検査を実施しておりまして、モニタリングの立ち会いになり、指摘事項は特にご

ざいませんでした。以上です。 

 

【船水座長】  

 どうもありがとうございました。 

 今、資料２についてご説明をいただきましたが、ご質問等はございませんか。 

 

【○○委員】 

 処理状況が順調に進んでいるようで何％と出ていますけれども、その部分の分母は

変わっているのかどうか。多分、掘り起こし作業等で分母がどんどん増えてきている
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と思うのですが、その辺の経緯はどのようになっているのかを教えていただきたいの

が一つです。 

 それから、北九州の事業所は一応終了となっていますけれども、管内でその後出て

きたものがあるのかどうか、そういったものがあるのであればどのように処理をされ

ているのか、その辺の流れを教えていただきたいと思います。お願いします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 まず、最初のご質問ですけれども処理進捗率の分母の数字は、実際には今も新たに

登録になっているものがございますので、増えている状況にございます。当初施設は

もう 90％を超えているということもありまして、そんなに大きく増えるということ

はありませんが、まだゼロではないという状況です。 

 それから、安定器類の増設施設は、今まさに行政が中心になって掘り起こし等を行

ってきておりますので、増加傾向にあることは事実です。 

 この分母の数字がどれぐらい増えたかというところは、その掘り起こしによって幾

ら増えたというところは、申し訳ありません、現段階ではよく整理できておりません

けれども、とにかく増設の安定器類に関しては今現在も少しずつ増えているという状

況にございます。 

 

【環境省】 

 続きまして、２点目のご質問ですけれども、北九州事業地域、中国、四国、九州、

沖縄地域の変圧器、コンデンサーの事業については、昨年３月で計画的処理完了期限

を迎えまして、計画どおり処理を完了したところです。 

この間に処理した台数が約６万 2,000台ということで、その間に出てきたものを全

て終了しました。 

 ただ、ＪＥＳＣＯ北九州事業所の受け入れ終了後に、見落としていたということで

新たにコンデンサーが見つかっている事例もございまして、本日時点で、そういった

ものが約 90件ございます。 

 こうしたものは、まず、紛失しないように、しっかり適正に保管いただくというこ

とを環境省と自治体で把握して、指導している状況でございまして、今後、こうした

ものがどれくらい出てくるのか、種類とか量を踏まえて適切な対応のあり方を検討し

ていくこととしております。 

 今、こうした状況が生じているということは他の地域にも情報共有をしておりまし

て、昨日、北海道の早期処理関係者連絡会でも、こうした状況があるので、ぜひ現在

の掘り起こし調査で取りこぼしのないようによろしくお願いしますと、自治体に注意

喚起をしている状況でございます。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。どうぞ続けてください。 

 

【○○委員】 

 分母の流れですね。台数が増えていて、これ以降、どういう流れになっているのか

を示していただければ、我々にとっても非常にわかりやすいと思うのです。その辺を

よろしくお願いします。 

 もう一点は、先ほど後から出てきた部分に関して、今、保管されているような話を

されておりました。それは、北九州は終わっているから、今度、それはどこかに持っ

ていくのか、北九州は終わっているけれども、まだ事業はできるので北九州で処理す

るのかということです。 

 令和７年度で全て終わればいいのですけれども、そうならない場合もあるだろうと

思うのです。それであれば、室蘭のＰＣＢの処理事業はそのために残していただきた

いというのが私の一つの希望です。将来的なものも含めて、何かお考えがあればお聞

かせいただければと思います。 

 

【環境省】 

 まず、ご質問についてですけれども、どこで保管されているか、私の説明の仕方が

悪かったかもしれません。ＪＥＳＣＯ北九州事業所に登録されたものは、計画どおり、

昨年３月までに全て処理が終わっております。その後に出てきたものは、出てきた保

管事業者のところで廃掃法の基準に従って適正に保管してもらっているという状況

です。 

 北海道事業所については、お約束をした期限がございますので、先ほど申しました

とおり、この地域ではそういったことが起こらないように、まずしっかり取りこぼし

のないようにお願いして、期限内の処理を進めていきたいと考えております。 

 

【○○委員】 

 今のご質問はとても大事なことだと思っております。つまり、レンジごとに何がど

の程度増えているのか、今の説明の中では増えておりますということと、掘り起こし

分で新たに出ている部分もあるということですが、そこが問題だと思うのです。 

やはり、どれだけ周知をされて、どれだけ追跡をして掘り起こしがなされているの

かということは、年次ごとにとても大事なことだと思うのと、それを具体的にどうい

うふうにこの事業者では処理がなされていたのか、とても大事な話だと思います。 

 同時に、これは確認が十分できていないのですが、例えば、大きなトランスは相当

年数が経っていて、物によっては処理費用が非常に高いということと、輸送費の問題
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もあるということで、海外に無償で出しているのではないのかと思います。海外では

非常に有効に使われているという話もあり、これは未確認情報ですが、そんな噂まで

出ているわけです。国内では負担が非常に多いため、それを海外に出してしまったと

いう事例を確認したことがあるのかどうかも併せてお聞かせ願いたいです。 

 つまり、次回で結構ですが、増えている状況をもう少し詳しく教えていただきたい

ということと、海外に持ち出している事例があったのかどうか、その辺のことをお聞

きさせていただきたいと思います。 

 

【環境省】 

 まず、掘り起こし調査の進捗については、まず一つは、後ほどご説明いたします資

料４－２の長期処理計画で、昨年度の状況、処理促進策をこの間行ってきたこと、一

方、この間増えてきたことでどうなっているかというご説明をいたします。 

 それから、今回の資料にありませんが、前回のこの会議では、掘り起こし調査につ

いて各地域でどのようにやっていて、今どれぐらい進んでいるかということをお示し

しておりましたので、そういったところも随時ご報告していきたいと思います。 

 そのときにも申しましたけれども、９割方の方は自ら、ＪＥＳＣＯに登録、処分と

いうことで、これまでずっと長年に渡って持たれていたものを早く処理してほしいと

いうことで、自ら来ていただけるわけですが、取りこぼし、見落とされているような

ものがありますので、残った１割ぐらいの物をしっかり取りこぼしのないようにとい

う調査をこの間やってきておりまして、その進捗を随時ご報告していかなければいけ

ないかなというふうに改めて感じております。 

 もう一つのＰＣＢ廃棄物を海外に出している例は、基本的に有害廃棄物の輸出はで

きませんので、逆に、そういうことをしようとして水際で止めたという事例はござい

ます。ですから、そういった事例は基本的にはないというふうに理解しております。 

 

【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 恐縮ですが、次回までに、累積の登録数が過去からどう上がってきたか、それから、

累積で処理量がどうなっているかということでよろしいですね。その差がどんどん縮

まってきて、最後は登録と処理が同じになるというイメージの絵だと思いますので、

どうかよろしくお願いします。 

 それから、海外への違法なことに関しては、わかっておられる事例で、今の水際で

とめたとか、そういうことがもし環境省等でわかっておられたら、また、公表しても

いいものでしたらお願いしたいと思います。 

 他に、委員の皆様からご質問等はございますか。 
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（「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、次の議事３に移ります。 

 次は、安定器の分離処理の検討状況についてです。 

 ＪＥＳＣＯからご説明をよろしくお願いいたします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所の田代でございます。 

 資料３、安定器分離処理の検討状況について、Ａ４判縦の１枚物で説明させていた

だきます。資料をごらんください。 

 安定器の分離処理でございます。これまでの本会議で説明させていただきました

が、一番上に四角囲みでありましたけれども、廃安定器がございます。従来は、これ

をそのまま処理しておりましたが、これを半分に切ってしまって、コンデンサー内蔵

部にＰＣＢが含まれておりますので、こちらについては当初施設で処理をします。 

 トランス内蔵部については、ＰＣＢが含まれておりませんので、それ以外の方法で、

具体的に言いますと、プラズマ溶融分解以外の処理方法で処理をするというものでご

ざいます。これにつきまして、前回、どの程度それ以外の方法で処理するのかといっ

たご質問がございまして、400ｔ／年と回答いたしました。それについて、詳細に説

明させていただきます。 

 まず、１番の分離処理による処理促進効果の見込み量についてというところをごら

んください。 

 そちらに左から右に流れるフローがございますが、右下のところに 700ｔ／年とい

う数値があるかと思います。こちらは、現在、プラズマ溶融処理をしている安定器の

重量がだいたい年間 700トンでございます。現状は、これを安定器そのままの形で溶

融処理をしているということになります。 

 今後、この分離処理が行われるとどうなるかというと、溶融処理の能力は限られて

おりますので、こちらの 700ｔ／年は変わりませんが、左を見ていただきたいと思い

ます。分離対象外安定器は、分離はしない安定器です。こちらに、さらに分離したも

ののＰＣＢが含まれる②切断の右側にあるコンデンサー内蔵部というものがござい

ますが、こちらがさらに加わって、これらと合わせて、不合格物と合わせて溶融処理

に 700ｔ／年処理しますということになります。 

 これを逆算する形で、全体ではどうなるのかというのがこちらのフローです。 

 一番左のところに 1,100ｔ／年とございますが、こちらはまず選別いたしまして、
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分離対象の安定器なのか、そうでないのか、分離対象安定器が 750ｔ／年程度見込ま

れますので、これらを切断するということです。切断いたしますと、トランス内蔵部

とコンデンサー内蔵部に分かれまして、こちらのコンデンサー内蔵部はプラズマ処理

いたしますが、トランス内蔵部については、分析を行いまして、分析で合格物と判定

されたものは、右側の無害化処理認定施設に回します。こちらの無害化処理認定施設

に回すものが 400ｔ／年程度見込まれるということで、結果としては、この 400トン

を無害化処理認定施設に払い出すことが可能となって、その分、処理が促進されると

いうものでございます。 

 これらの処理をどこで行うかという設備について検討したものが、２の設備の配置

案でございます。 

 場所は、現在、この安定器も含めまして前処理を行っているプラズマ設備のある増

設施設の前処理作業室で行います。 

 具体的には、左側の現状というところがあるのですが、囲ったところが前処理作業

室でございまして、その左上、やや黄色い、だいだい色の設備があるかと思いますが、

こちらは、今、安定器を処理している設備でございます。これを一度解体しまして、

場所を空けまして、右側の図を見ていただきたいのですが、その場所に、今回検討し

ている切断機、破砕機等を設置するというものでございます。それ以外の設備につき

ましては、機能を集約して再配置し、現状の前処理能力は落とさずに、この分離処理

設備を設置するということを考えております。 

 実際にどういったスケジュールで進めようかと考えているものが、３の設置工事等

スケジュールの予定というところでございます。 

 今年度は設計業務を進めておりまして、現在やっている操業や安全確保に影響を与

えないようなスケジュールをどうすればいいかということを検討しているところで

ございまして、具体的には、どうしても操業をとめないとできないような大きな工事

が発生いたしますが、それについては、９月から 10 月の約１カ月の定期点検の期間

に行いまして、それ以外の附帯の工事、具体的には再配置の工事になりますが、操業

しながら、安全に十分配慮しながら進めていくという形でスケジュールを検討してお

ります。 

 そちらにスケジュールの案を記載しておりますけれども、今年度は基本設計を行い

まして、来年度から詳細設計と製作、それから、再配置に関する工事につきましては

６月から着工させていただくことを考えておりまして、年内もしくは年明けぐらいに

工事を完了して、運転確認をして、本運転に引き継ぐというスケジュールで考えてお

り、繰り返しになりますが、設置工事は６月から着工させていただきたいというスケ

ジュールで現在考えております。資料３につきましては以上となります。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございますか。 

 

【○○委員】 

 減量化ができるということですね。分離処理の安定器は年間 1,100トンですけれど

も、例えば、令和元年度の処理量に対して何％ぐらい低減できるのですか。現在の年

間の処理量の安定器に対して 1,100 トンというのはどのぐらいになるのかというこ

とです。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 現在の処理量は、右下にある 700t／年でございます。それからしますと、1,100

トンのうち 700t トン／年が現在のプラズマ溶融処理になりますので、パーセントで

言いますと、７分の４ですので、65％ぐらいかと思います。 

 

【船水座長】 

 減るイメージではなくて、処理量が７分の 11 に増えるという理解のほうがわかり

やすいかもしれません。今まで 700トンだったものが 1,100トンに増えるということ

です。 

 他に何かご質問はございませんか。 

 一応、次回の会議が６月に予定されております。この予定表のスケジュールで６月

から工事で具体的な動きが始まるということですので、大きなものは始まらないにし

ても、６月から始まるということをここで了解したということにさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

 

【船水座長】 

 では、この件については、次回、どういうふうな工事かということについてご説明

いただく前提ですが、この会議のスケジュールと微妙なタイミングですので、まずは

これでやっていただくということを了解したということにしたいと思います。 

ありがとうございます。それでは、議事４に移ります。 

 ＪＥＳＣＯの北海道事業所の長期保全計画と長期処理計画についてです。 

 では、ＪＥＳＣＯからご説明をお願いします。 
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【ＪＥＳＣＯ】 

 ＪＥＳＣＯ副所長の大島でございます。 

 私からは、長期保全計画、当初設備を中心にご報告させていただきます。 

 長期保全計画の実施状況の報告をいたします。 

 最初に、当初施設関連の保全計画の状況についてご説明いたします。 

 お手元の資料の４－１をごらんください。 

 長期保全計画につきましては、当初施設は平成 26 年 11 月、増設施設は平成 27 年

６月に策定しておりまして、その後は、定期点検の結果や日常の保全状況あるいは運

転状況を加味しながら、毎年見直しを実施しております。 

 本資料の本文１ページ目の２の長期保全計画策定の基本的な考え方ですが、長期保

全計画策定に当たっての基本的な考え方であります。 

 ２ページ目をごらんください。 

 ３の長期保全計画の管理・運用ですが、（１）当初施設、１）管理・運用の部分で

ございます。 

 長期保全計画の管理・運用につきましては、長期保全計画策定の基本的な考え方に

基づいて作成し、実際に運用している長期保全計画管理シートというものがございま

す。以前ご提示させていただいておりますが、この管理シート等を利用して行ってお

ります。その保全計画管理シートの主な特徴を２ページ目に示しております。 

 １ページ目と２ページ目につきましては、約２年前になりますが、一昨年２月の本

円卓会議にてご説明させていただいたものと全く同様のものになりますので、本日の

説明は省略させていただきます。 

 ２ページ目の一番下の２）をごらんください。 

 こちらは、平成 27 年度から令和元年度の主な実施内容と令和２年度の主な予定を

記載しております。詳細は添付の別紙１に記載しております。 

 １ページめくっていただいて、Ａ３判横のカラーの資料別紙１をごらんください。 

 先ほど申したとおり、当初施設の保全計画は平成 26年 11月に最初に作成いたしま

したけれども、これは、平成 27 年度から令和元年度の実施項目の概要を１枚にまと

めた資料になります。 

 各処理設備、処理エリアごとに実施してまいりました主な保全項目を記載しており

ます。 

 なお、来年度、令和２年度につきましては、主な実施項目を資料に赤字で記載させ

ていただいております。 

 本日は個別の工事項目の説明を省かせていただきますけれども、直近の特記項目に

ついて幾つかご紹介したいと思います。 

 まず、昨年度、平成 30 年度の特記項目としましては、別紙１の真ん中やや右側に
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青い雲マークで囲っておりますけれども、一昨年９月の定期点検時に実施しました熱

媒ボイラー設備の熱媒油の全量交換が特徴的な工事として挙げられます。 

 また、今年度、令和元年度の特記項目としましては、別紙１の真ん中一番下の枠内

の緑の枠で囲っておりますが、オンラインモニタリング設備のＡ系統の更新工事が挙

げられます。なお、オンラインモニタリング設備はＡ、Ｂ、Ｃの３系統ございますが、

Ｂ、Ｃ系統は既に平成２９年度に更新実施済みであります。令和元年度、９月の定期

点検で残りのＡ系統の更新工事を実施しております。 

 続きまして、赤字で記載している令和２年度、来年度になりますが、実施項目予定

としては、これが目玉工事だといった特記的な工事はございません。設備の状態ある

いは時間基準でのメンテナンス、いわゆるＣＢＭ、ＴＢＭに基づいた項目を実施する

予定になっております。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、Ａ３判縦の別紙２をごらんください。 

 こちらの資料は、各処理設備で実施する主な保全内容を表の右側に記載しておりま

す。保全内容と、表の右側にはそれぞれの実施年度を示しております。 

 ちなみに、表内には黒丸と白丸がございますが、黒丸は業務と記載されております

けれども、いわゆる工事項目でございます。一方、白丸は予備品対応購入になります。 

 こちらも詳細は省略いたしますが、表の右側の実施年度の黒丸と白丸をざっと見る

とわかりますように、主な保全項目は、ほぼ平成 28 年度から平成 30年度に集中して

おりまして、おおむね令和２年度には保全対応が完了に近づいてまいります。 

 なお、予備品購入につきましては、メインはほぼ昨年度の平成 30 年度で完了とな

っているのが実情でございます。さらに、令和２年度以降は、一部設備の継続的な部

品の購入が中心になっております。 

 以上のように、長期保全計画を立案して以降、計画に基づきまして確実に保全業務

を遂行しております。 

 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を反映し

ながら毎年見直しを継続しまして、安全・安定操業を継続してまいる所存でございま

す。 

 以上が当初施設の概要でございます。 

 次に、増設施設絡みの長期保全計画について、運転管理課長田代から報告させてい

ただきます。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 引き続きまして、増設施設についての説明をさせていただきます。 

 Ａ４判の資料に戻りまして、３ページをごらんください。 

 ３ページの上３分の１ぐらいから、２）増設施設とございます。こちらも以前より
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説明しておりますが、長期保全計画に基づく交換工事以外に、プラズマ炉自体が４カ

月ほど使いますと耐火物が傷んできますので、このプラズマ炉の耐火物については、

各炉、年２回ほどの交換工事を行っております。２炉ございますので、年４回、この

交換工事を定期的に行っておりまして、今年度も予定どおり行っているところでござ

います。 

 さらに、今ございました長期保全に関する工事につきましても、当初施設同様、計

画を立てて経年工事を行っているところでございまして、Ａ３判の資料を見ていただ

ければと思います。 

 Ａ３資料の右上に資料４－１、別紙３と書かれているものがあるかと思います。 

 こちらは、増設施設の設備について説明したもので、今年度は、先ほどの説明では

ＴＢＭというものですが、３年周期で行っているものの２回目の工事をかなり多くし

ております。予定どおり、こちらも問題なく終了したところでございます。 

 また、それ以外にも、別紙３の右下の共通設備の下に電気計装設備がございますけ

れども、こちらで今年度プラズマ電源装置といったものを、１系、２系の二つあるの

ですけれども、そちらの一方のほうをまず始めさせていただきました。こういった電

源関係についても今年度実施したところでございます。 

 また、来年度、トピックス的なことをかいつまんで言いますと、今、挙げましたプ

ラズマ電源装置のもう片方のＲ０２①プラズマ電源装置、オーバーホールとございま

す。さらに、その下にＲ０２②オンラインモニタリング、また、その右側の一番下に

なりますけれども、分析設備のＲ０２の③ガスクロマトグラフ装置、こういった分析

設備についても、来年度、交換工事を予定しているところでございます。 

 さらに、その後ろにＡ３判の資料が２枚ほどございますが、こちらは、増設施設の

ＴＢＭあるいはＣＢＭといった重要機器について示した一覧でございます。 

 先ほどの当初施設と同様、こちらについても毎年更新しながら長期保全計画に基づ

いて交換工事をしているものでございます。 

 Ａ４判の資料に戻ってください。 

 こういった長期保全計画に基づいた管理をしておりますが、当初施設も含めまし

て、増設施設も大きなトラブルもなく処理をしております。今後も、こういった計画

を立てたものをきちんと守って操業を続けていくことを予定しております。以上で

す。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 それでは、資料４－２をご確認ください。 

 北海道ＰＣＢ処理事業者の長期処理計画についてという資料でございます。 

 毎年、この時期の円卓会議で、その年度の最新データをもとに先々の処理の見通し
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を報告させていただいております。これも従来どおりの様式にまとめております。 

 まず、１の当初施設ですが、処理対象ＰＣＢ廃棄物が、変圧器で 196台、コンデン

サーで 5,405台と、これは令和２年度以降の量を見込んだ残台数となります。 

 その下、（２）処理計画という形で、令和２年度、３年度、４年度にコンデンサー

に数字が残るということで、従来どおりの形で令和４年度までにトランス、コンデン

サーに関して処理は終わるだろうという見込みを立てております。 

 それから、２番目の増設施設になります。 

 同じく、令和２年度以降の処理対象量ということで、北海道事業エリアが 472トン、

１都３県の東京エリアで 3,113トンという数字を見込んでおります。 

 その下に同じく処理計画の表がございます。こちらは前回と変わっているところが

ございますので少し説明させていただきますけれども、昨年の報告まではプラズマ炉

に投入する量をベースとして数字をまとめておりました。すなわち、炉に入れるべき

残りの対象量と炉で処理できる能力ということで、前回までは１年間に 850トンとい

う数字を毎年入れていたのですが、今回、ごらんいただいてわかりますように、合計

で 1,000トンを超えるところもございます。 

 こちらは、先ほど資料３でもご説明しましたけれども、炉に投入する以外に、分離

した処理、分離した結果、トランス内蔵部の無害化認定施設へ払い出すというところ

も含めまして、ＪＥＳＣＯ北海道事業所で安定器を取り扱って処理したという数字

で、分離処理の部分も含めた形でまとめさせていただいております。すなわち、炉で

処理する以外の部分も数字を含めて入れているということです。 

 したがいまして、例えば、令和４年度は 1,260トンという数字を書いてございます

けれども、炉の能力そのものは年間 850トンぐらいということは変えていませんが、

プラス 400 トン何がしが分離処理によってキャパシティーとしては増えるだろうと

いう見方でございます。 

 この結果、先ほどもご意見がございましたけれども、昨年のこの時期に比べると登

録量はふえているわけですが、結果として、今言った分離処理等による処理促進の結

果、令和５年度には終わるだろうという従来どおりの見込みを立てております。説明

は以上になります。 

 

【船水座長】 

 どうもありがとうございました。 

 最初に、保全の計画についてご質問等はございますか。 

 

【○○委員】 

 資料４－１の別紙の１のご説明の中で、オンラインモニタリングの設備の更新の話
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をしていただいて、Ａ、Ｂ、Ｃと三つあって、Ｂ、Ｃは平成 29 年の更新で、Ａは来

年度更新ということです。 

 私も過去の会議に出ていたと思うのですが、オンラインモニタリングは４年か５年

ぐらいの寿命で、そのスパンでかえるとすると、Ｂ、Ｃについては、もう一回、次の

ときに変える予定なのでしょうか。それとも最後まで行ってしまうのでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 ４年から５年というのがどこの数字か承知しておりませんけれども…。 

 

【○○委員】 

 Ｂ、Ｃは平成 29年に更新したということでよろしいでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 実施年度はそうなのです。 

 

【○○委員】 

 平成 25年度に稼働して 29 年にだいたい…。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 当所施設は平成 20年に稼働しておりますので、約８年から９年です。その時点で、

使用頻度が比較的多いといいますか、運転の頻度が高いといいますか、そちらのＢ、

Ｃ系統のほうを先に更新いたしました。その後、令和元年度、昨年の夏に残りの系統

の更新を行っておりまして、一応、これで更新は終わるものと考えております。 

 

【○○委員】 

 ありがとうございます。 

 

【船水座長】 

 他にいかがですか。それでは、私のほうで教えてほしいことがあります。 

 まずは、当初施設にしろ増設施設にしろ、当初作っていただいた保全計画がありま

すね。それから大きく変わるような話は現時点ではないという認識で良いでしょう

か。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 現時点で言えば、平成 26年、27年から最初に作りましたけれども、率直に申し上
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げまして、そのときはかなり多目にといいますか、安全を見て計画したという実態は

ございます。その後、定期点検の結果や日常の運転状況を見ながら内容の見直しを行

っております。 

 今後につきましても、今までの経過から踏まえて、例えば、来年やるつもりだった

けれども、これは別な内容に変えたほうがいいねとか、そういった精査、見直しを今

後も毎年行っていくという状況になります。 

 

【船水座長】 

 それでは、今日ご説明いただいた部分は、時間基準で決めていたものについて、あ

る程度、状態基準側に移しながらコストを下げるようなことでやっていますという理

解でよろしいですか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 見直しによって、結果的にコストは下がる方向に行く可能性が高いとは思っており

ますが、いずれにしましても、あと数年、運転が終わるまでトラブルがないように、

定期的に点検をした結果を踏まえながら、関係者と協議しながら見直し精査をしてま

いるつもりでおります。 

 

【船水座長】 

 わかりました。では、これは毎年見直しをしているということですね。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 はい、毎年見直しをしておるということです。 

 

【船水座長】 

 わかりました。 

 保全計画について、他に何かご質問、ご意見等ございますか。 

 よろしければ、もう一つの長期処理計画、資料４－２の説明についてご質問等はご

ざいませんか。 

 

【○○委員】 

 先ほど、安定器の分離で処理量が上がるという話をお聞きしたのですけれども、令

和元年度の処理量は 750トンぐらいでよろしかったのですか。先ほど、1,100トンの

分離ということでした。 
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【ＪＥＳＣＯ】 

 先ほど、資料３では数字を書いておりました。先ほども説明したのですが、安定器

だけに限った数字でございまして、説明が足りなかったら申し訳ありません。 

私は先ほど 850トンと申し上げましたけれども、安定器が大半を占めており、この

中に 700トン入ってございます。 

 また、安定器以外にも処理対象物がありまして、小型電気機器など別の物も約 150

トン見込んでいます。そして、700プラス 150トータル 850トンぐらいがプラズマ溶

融分解炉の年間の一応の能力だろうという見方です。その中の 700トンは安定器とい

うことで分離処理するので、安定器 700トンに対して入り口側は 1,100 トンぐらいを

受け入れられるだろうという数字になります。 

 

【○○委員】 

 分離処理をして、処理量の効率を上げて、安定器がどこかで突然たくさん見つかっ

て、マックスになってもある程度は対応できるというか、今の処理計画で言うと、分

離装置をつければ処理し切れないということはないと思いますが、ある年度だけに非

常に負荷がかかるということは、基本的に今の計画ではなくなるということですか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 基本的に安定器総量が大体見えた中で、年間、エリアは考えますけれども、コンス

タントにほぼ均等に入れるという計画でやります。 

 今言った 1,100から 700 台というのは、今回設置しようとしている分離処理の対象

設備の能力として、今、最大これぐらい見込んでいるということですので、これを超

えるようなことはないように搬入調整をするというふうに考えております。 

 

【船水座長】 

 他に何かご質問ございますか。 

 基本的に、どれだけ発生といいますか、回収される量が出てくるかというのは、あ

る種の見込み、見積もりによっての計画ですので、実態がもうちょっとわかってくれ

ば、きちっと…。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 そうですね。来年度末には実操業ができるだろうと見ておりますので、そういった

実績も踏まえて、この 400という数字は可能な限り上げる努力はしていきたいと思っ

ております。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。他に、この件はよろしいですか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

【船水座長】 

 それでは、議題５の内部技術評価結果についてに移りたいと思います。 

 ＪＥＳＣＯから、資料５でご説明をよろしくお願いいたします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 私は本社の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。 

 資料５の北海道ＰＣＢ処理事業所内部技術評価の結果についてでございます。 

 ＪＥＳＣＯにおきましては、ＰＣＢ廃棄物事業を円滑に実施していくことが非常に

大事でございまして、そのために安全、確実に処理を行っていく、さらには事故等を

未然に防止するという観点から、施設の健全性と運転、操業の確実性を確保するとい

うことと、さらには、こういったものの維持・向上を図るということを目的としまし

て、五つある全てのＰＣＢ処理事業所を対象に、年１回、内部技術評価を実施してい

るところでございます。 

 北海道につきましては、昨年の 11月に第 12回の内部技術評価を実施してございま

す。結果として、指摘事項はございませんでした。また、施設の操業状況といたしま

しては、計画的処理完了期限内での処理完了に向けまして、先ほどもご説明しました

長期保全計画を踏まえた施設の維持管理がしっかり行われていることや、先ほどもあ

りました操業改善をするとか、処理手間物の処理の促進をするといった取り組みがし

っかり行われているということで、着実に操業が行われているというところを確認し

てございます。 

 １番の内部技術評価の仕組みでございますが、２枚おめくりいただくと別紙１がご

ざいます。これが内部技術評価の実施フローというもので、一番左側に実施内容がご

ざいます。いわゆる技術評価の実施計画、その下に参りまして、実施をして是正・改

善措置して報告書を仕上げるということで、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回しながら

こういった評価を行ってきているところでございます。 

 １ページにお戻りいただきます。 

 ２番の内部技術評価の計画でございます。 

 （１）評価対象事業所と（２）評価対象期間というところがそれぞれございまして、

何で評価をするのかといったところが（３）番です。 

 評価項目の設定を行いますが、これは主に実施した各事業所の内部技術評価の結果
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とか、各事業所における操業上の共通課題を考慮いたしまして、あらかじめ評価項目

と評価内容を記載した内部技術評価チェックリストを作成しており、このチェックリ

ストに基づき評価を行っているという状況でございます。 

 具体的な項目でございます。 

 ２）ですが、全事業所共通でございますけれども、一つ目が、長期処理計画に基づ

き各年度の処理計画が策定されておりますので、その計画どおりに処理が進んでいる

かどうかの確認で、二つ目は、処理手間物といった、処理に通常よりも手間がかかる

ものがございますので、こういったものを含む処理がされていないものをどのように

しっかり計画を立てて実績どおりできているかといった確認を行ってございます。 

 ２ページ目に参ります。 

 三つ目は、プラズマ溶融分解設備、これまで、ここで運転廃棄物も処理をしてござ

いますが、その処理負荷の低減を図るということで、運転廃棄物の自分のところのト

ランス・コンデンサー処理設備での処理ということで、ここで言いますと、当初施設

を活用して運転廃棄物を処理していくといった取り組みについてどうなっているの

かというところを確認しております。 

 最後に、別紙２の評価項目一覧表がございます。 

 これを見ていただきますと、１番が操業管理、２番が設備管理、３番が環境管理、

４番が安全衛生管理等々ございまして、トータル８０項目の評価項目を立てて内部技

術評価を行っているところでございます。 

 ２ページにお戻りください。 

 ３番が内部技術評価の実施でございます。 

 実施日がございまして、実施したときの評価方法です。先ほどもご説明しました別

紙２のチェックリストに基づきまして、各ＰＣＢ事業所の関係者にヒアリングを行う

とともに、関連図書・資料を確認して、しっかりできているかどうかの確認を行って

ございます。 

 評価区分ですけれども、その下に適合と指摘と所見と大きく三つございまして、真

ん中の指摘がＰＣＢ廃棄物の安全、確実な処理、さらには事故等の未然防止の観点か

ら、検討を要請する場合、こういった指摘事項をする形になってございますので、こ

の指摘事項があった場合は、しっかり対応していただくことをお願いしているといっ

たものです。 

 所見につきましては、指摘事項まで該当せずに、もう少しこういうふうに改善した

らいいのではないのとか、逆に、しっかりやっていてほかの事業所のほうにも参考に

なるものを所見として挙げているといったところでございます。 

 評価結果でございます。 

 １）ですが、①、②とございまして、80 項目に対しまして指摘事項はございませ
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んでした。適合が 80項目全てということで、１項目だけ所見を付してございます。 

 また、前回、昨年度の内部技術評価におきましても指摘事項はございませんでした。

そのときに所見が２件ございまして、良好を除く１件の確認をしてございます。それ

も適切に対応しているといったところを確認してございます。 

 ３ページの別表でございます。 

 上のところに今年度の所見がございます。処理状況ということでございます。これ

は、例えば夾雑物とか水分を含むなど、通常の処理では難しい、いわゆる処理手間物

を試験設備による処理条件の検討をするとか、安定器の仕分け、分離処理といったも

のがしっかり検討が行われているといったことを確認しておりますので、引き続き、

これをしっかりやっていっていただきたいと話してございます。 

 その下の前回所見に対する対応状況の確認結果のところでございます。 

 前回所見の２のところでございます。 

 これも処理手間物の処理促進のお話でございます。対応状況のところです。これも

処理手間物の代表的なもので、100 トン弱の油を保管されている事業所がございま

す。このあたりもしっかりこれまで検討をしているということで、設備改造を現在計

画しているということで、令和１年度内工事予定ということで、今月、来月にこれを

実施する予定としてございまして、設備ができたら、来年度以降、処理の検討をさら

に進めてしっかりやっていくということを計画しているところでございます。 

 内部技術評価のご報告は、以上となります。 

 

【船水座長】 

 どうもありがとうございます。 

 今ご説明をいただきました件について、ご質問等はございませんか。 

 

【○○委員】 

 事前のチェックというのは、内部的なものなので、中身はなかなかわからないので

すけれども、先ほど資料２－４でお話しいただいたようなトラブル事象があった場合

ですね。作業中レバーバンドに挟んでという事例とかトラブルがあった場合に、最後

の資料の評価項目のどこかでひっかかってチェックすると。外部的に見ると、トラブ

ルが起きているということは内部評価にかかわると思うのですけれども、具体的にト

ラブル事象が幾つか年間にあると思いますが、それはこちらでどういうふうに評価さ

れるのか、教えていただけますか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 別紙２のところで、トラブルといたしましては、一つは、３の環境管理のところだ
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と漏えいとか流出防止対策というところがございます。 

 先ほどのようなトラブルは、４番の安全衛生管理のところで、労働災害などはここ

で確認していくというところでございます。 

 

【○○委員】 

 その上で、例えば評価項目の中で具体的なトラブル事象ついてご指摘をされるよう

なことはあるのですか。それはレベルによると思いますけれどもね。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 おっしゃるとおり、内容によってコメントすることもございます。北海道ではない

のですけれども、例えば、ＰＣＢ処理の作業環境とか、もう少し濃度が高いところが

もしあれば、そういったところは早目に濃度を下げてくださいといった所見をするこ

とはございます。 

 

【船水座長】 

 他に何かご質問等はありますか。 

 議題５内部技術評価の結果についてご説明いただいて、これは昨年度の評価に対す

る対応についてもどうだったということが書いております。 

 もしよろしければ、予定している５番までの議事は終わりにさせていただこうと思

いますが、よろしいですか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

【船水座長】 

 （６）その他ということで、全体を通して、委員の皆様、もしくは関係の機関の方

から何かあればお願いいたします。 

 

【○○委員】 

 何回も言っていることなのですけれども、他の処理施設等の交流をここ何年間か北

海道にお願いしますと言っているのですが、なしのつぶてで何もないのです。 

今後、北九州のＰＣＢ処理事業が終わりましたことも含めて、我々もポストＰＣＢ

というものを考えていかなければいけないだろうと思います。終わりました、更地に

しました、はい終わりではなくて、これだけすばらしい事業を展開していただいて、

何とか平穏無事に安全・安心に事業が終わろうとしている、この部分をプラスして地

域で何か行っていく、何が必要なのかということも含めて、やはり、国、北海道、地
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域が一体となっていろいろことを考えていかなくてはいけないと思っています。 

 やはり、そのために他地域との交流をぜひお願いしたいと言っているのですけれど

も、お金がないのかということでうやむやにされて実現しないのですけれども、これ

について、次年度また予算がないためにできないのでしょうか。 

 

【北海道】 

 北海道の遠藤でございます。 

 先日来、確かに前回の会議等でも、交流と視察等のお話をいただいているところで

す。過去にも、室蘭環境研修等で他地域の施設に行った経過があるのですけれども、

今おっしゃられているとおり、実際に先立つものがなかなかないという部分もあるの

ですが、どういったところをどのタイミングで見るかというところも検討させていた

だきまして、もちろん、委員の皆様方の意見もいただきながら、そういったところを

詰めていきたいと思ってございます。 

 

【船水座長】 

 物理的に私たちが行かなくても、ここに画面一つあれば交流ができますので、いろ

いろ手を考えていただくということでお願いします。 

 

【○○委員】 

 ただ、人的な人と人とのつながりにおいてのどういうふうに方策を考えるかという

のは、かなり貴重だと思うのです。インターネットにあるから検索すればそれで済む

ということではないと思うのです。 

 

【船水座長】 

 今、私が申し上げたのは、この円卓会議を合同でやることは、ネットでつなげばで

きるということです。 

 

【○○委員】 

 過去に合同でやったというか、よそから来ていただいてお話を伺ったこともありま

すので、外に行って研修をさせていただくことが私にとっても非常に貴重な経験にな

ったので、これからを生かすためにもぜひ実現していただきたいと思っているところ

です。 

 

【船水座長】 

 ありがとうございます。それでは、よろしくお願いします。 
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【○○委員】 

 先ほどの掘り起こしのところで質問しようかどうか迷っていたのですが、その他と

いう項目があったものですから、改めて質問をさせていただきます。 

 ごく最近配られた北海道の広報紙ですが、この中にＰＣＢのことは一切書かれてい

ないです。いわば啓発活動というのは、時々チラシを入れていただいたり、テレビコ

マーシャルをやっていただいたりということはあるのですが、相変わらず新たに提出

されたものも出てくるということですから、やはり間断なく啓発するということが大

事だと思うのです。 

 そういった意味で、北海道地方にほとんど全戸配布、あるいは企業等にも回ってい

ると思うのですが、こういったものの中にもＰＣＢの啓発をきちんとしていただくと

いうことがあってもいいのではないかと思います。過去にはやっていただいた記憶は

あるのですが、ここのところ、ある意味、国民全体の方々も少し薄れてきているとい

う雰囲気もありますので、こういったものにそんなに大きなスペースをとるわけでは

ないですから、常時、啓発をしていただくべきではないかと思っております。 

 もう一つは、北海道事業なものですから、北海道の方は割と関心があるだろうと推

測するわけですが、他県の方々になりますと、北海道でやっていることだからという

ことで非常に関心が薄いのではないのかと当初から私も心配しておりました。色々な

交流の中で、そういったことも改善策を考えていたと思うのですが、他の県の全戸配

布的な広報紙等で啓発が行われているのかどうか、その実態もお知らせ願いたいと思

っております。 

 当然、各市町村も広報紙を出しているわけです。ですから、道や県、都ばかりでは

なくて、市町村でもやる気になればできるのではないかと思うのです。この時期は、

二重にも三重にも啓発をするということがとても大事ではないかと私は思っている

ものですから、そのことについて、現状、どんなことになっているのか、今後どんな

ふうになさるつもりなのか、お聞かせを願いたいと思います。 

 

【船水座長】 

 まず、道からですね。お願いします。 

 

【北海道】 

 今お話のあった広報紙の関係ですけれども、前回の 12 月の円卓会議でもご報告さ

せていただいたのですが、直近では、確か 11 月だったか、今年度の広報紙でも記事

を掲載させていただきました。 

 ただ、全道的な広報紙ですので、枠もありまして、ずっと掲載するというのはなか

なか難しいところもあるのですが、当然、広報は大切ですので、今後も機会を捉えて
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やっていきたいと思っています。 

 また、市町村の広報紙のお話もありました。これも 12 月の円卓会議でお話しさせ

ていただいたのですけれども、道から、各市町村には機会があればＰＣＢの処理期限

とか処理の必要性について広報してくださいということをお願いしており、実際に幾

つかの市町村でも、こういう形で広報をやっていますということでご報告をいただい

ております。 

本当に広報を漏れなくやっていくことは大切だと思っております。引き続き色々な

ことを検討していきながらやっていきたいと思っております。 

 

【船水座長】 

 では、他の都府県についてお願いします。 

 

【環境省】 

 一県一県、広報紙がどうかというレベルでは承知しておりませんけれども、午前中

も広域協議会、それから、昨日、早期処理関係者連絡会ということで、北海道事業地

域の都県に集まっていただいてやっております。 

 そういった中で、それぞれの人口規模、調査対象の事業所の数がどれくらいあるか、

少ないところであれば個別に回ることもできるし、チラシも全戸配布も容易というと

ころもありますし、大きいところは、調査対象をどう絞り込んでいくか、どう効率的

にやっていくかというところに工夫をし、地域の実情とか自治体それぞれが抱えるリ

ソース、予算、人的支援、そういったところに応じて皆さんに工夫をしながらやって

いただいているところです。 

 もちろん、北海道庁さんはかなり先進的にやっていただいているところですので、

他の自治体は、そこに学ぶところが多いというのは事実です。そういった情報交流を

しながら、それぞれの地域に応じた最大限の広報をやっていただけるように、環境省

としても、自らＣＭを打つようなことももちろんやっておりますし、うまく連携でき

るように、これからも取り組んでいきたいと思っております。 

 

【○○委員】 

 特に、北海道の広報紙であれば、北海道全市町村に配られるわけで、道民の方々が

直に、しかも、これはとても見やすいのです。ですから、ある意味、いろいろ関心を

持ちながらＰＣＢのことについても目に触れることができるのではないかと思って

います。 

 私が聞きたかったことの中で、やはり、他の都府県ではどんなふうに広報紙に掲載

されているのか、わかる範囲で結構ですけれどもお伺いしたいと思います。 
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【環境省】 

 53 個全てをずらっと並べるわけにもいかないところがあるので、うまくご報告で

きるように、特徴的な事例をご紹介するとか、そういった報告の仕方は検討したいと

思います。 

 ただ、申し上げたいのは、皆さん、それなりの制約の中で最大限やっていただいて

いるところで、これから追い込みをかけていくところでございますので、そのあたり

をご説明していきたいと思います。 

 

【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 

【○○委員】 

 ご指摘いただいたとおりで、広域協議会というところで、例えば、北海道あるいは

室蘭市で先行して掘り起こし調査をして、今年の１月にセミナーをさせていただいた

のですが、室蘭市や道庁で掘り起こし調査をして、例えば室蘭市だと今まで小学校と

か色々なところで全部やっているのだけれども、新たに見つかって、どのぐらいとか、

そういう実態の数字を出していただいて、そういうものを広域協議会にご報告されて

いるケースもあると思います。そういう形である程度、それぞれの自治体で先行事例

を他の広域協議会に入っている 15 県に広げるというようなことはされているようで

す。 

 ただ、私たち委員にはなかなか見えにくいので、できれば、広域協議会でどういう

話題で検討されていて、どのように情報を知らされているのかは、この円卓会議でも

ご報告いただきたいと思います。 

 協議会は本日の午前中にあったということですが、実際にこれと並立でされている

ということでタイムラグがあると思うのですけれども、その辺をご報告いただいて、

私が知る限りでは、広域協議会に来られている方で、例えば環境研修という形で去年

までやっていたのですが、担当者の方は非常にかなりの危機感があって、トランス、

コンデンサーもほぼ終わりで、多分、安定器の掘り起こしをどうやるかということを

それぞれの自治体でかなり真剣にやられて、私自身はそういう方のお話を聞いている

と危機感があります。 

 ただ、私たち一般市民にそういう状況が見えないので、道とか広域協議会の雰囲気

なんかもこちらにご報告いただければいいと思います。 
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【船水座長】 

 ありがとうございました。 

 

【○○委員】 

 ○○さんの今のご指摘、ありがとうございました。 

 私も改めてそういった形でやっているということがわかったのですが、もう一つ心

配していたのは、前回も質問させていただきましたけれども、例えばネオンサイン管

が、実際に色々な制約があるのですが、しかし、そこから検出されたのは２件しかな

かったと。 

トン数で言うともう少しあるのですが、そんな実態ですから、ネオンサイン管に内

蔵されている古い安定器もまだまだ本当はあるのではないかと思います。そういうも

のにも入っているということすら、なかなかわからないというのが一般市民の感覚だ

と思うのです。 

 そういった意味で、広く、できるだけ多数の方々にそういった活動をさせていただ

くということが大事なので、その手段として、広報紙を都道府県あるいは市町村レベ

ルでもやっていただく、あるいは、色々な会議の中で、先ほどおっしゃっていただい

たように、まさか小学校にまだ残っていると思っていなかったというものが出てきた

りしたわけですから、そういったことも含めて、間断なくさらに進めていただくこと

が必要ではないかと思ってお話をさせていただきました。 

次回、新たなことがわかれば、また教えていただきたいと思います。 

 

【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 

【環境省】 

 ネオンサインのことについては、前回、○○委員からご指摘をいただきましたので、

本日の北海道の広域協議会でも、改めて全自治体に対して、ネオンサイン管について

も見落としのないよう調査をしてほしいというお願いをしております。 

 やはり、安定器の調査対象と同じ時期に、ネオン管についてもＰＣＢ含有がありま

す。ただ、大きく異なるのは、屋外で使われているようなところもあるので、かなり

の部分は今残存していないと思われます。量的には安定器と比べてかなり限定的だと

は思いますが、それでも現場に入られたときにネオンサインが残っているような事業

所があれば、そういうようなところも注意して見ていただくように、本日、改めてお

願いをしているところでございます。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。 

 今ご発言いただいたことに関しては、次回に今若干お約束いただいた資料をつくっ

ていただいて、それから、広域協議会の様子についてもご報告をいただくということ

で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、どうぞお願いします。 

 

【○○委員】 

 安定的に処理をするという当初の目的という意味では、全国的にも特に北海道はよ

く頑張ってきていると思うのです。そういう点では、僕らもある意味で努力を評価し

ているのですけれども、今日の説明の中で、例えば北海道に関しては、あとこれだけ

の処理はできますよという、満杯量と言ったら変だけれども、処理の満杯量がほぼ出

てきたと私は見ました。これは、九州は終わってしまった。あと、他のところも同じ

ような状態にあるのではないかと思うのです。 

今まで持っていた自社処理をした会社の処理量も含めて全部集計をきちっとすれ

ば、本来であれば、処理が始まる前にあったＰＣＢの総量との差が出てくるはずなの

です。その差がどういう状態になるか、我々は全く情報がないです。色々な意見があ

ります。その点は出してみなければいけない時期に入ったと思うし、その状況によっ

ては問題意識を持たなければならない問題もたくさんあるのではないかと私は思っ

ておりますので、ぜひ環境省さんには、そこをしっかりと把握して我々に情報を公開

してほしいのです。そうしないと議論の基本点が出てこないのです。 

 これが１点目です。 

 ２点目は、最近、私が仕事上扱った案件で、実はＰＣＢの含まれるトランスが発見

されたのです。よく見つかったなと思って、現地に状況を聞いてみたら、今、札幌の

方に送って分析してもらい、もう結果は出たはずですけれども、そこの建物は、持ち

主に聞いたら、ＰＣＢの収集運搬の許可を持った業者さんにお願いして全部点検をし

てもらって、あるものはトランスも含めて処理したのだということです。ところが、

今ごろになって出てきたのでびっくりしたという話が出てきたのです。 

 ということは、先ほど○○委員からも出ていたように、知識がきっちりとしていな

いがために見落としていたか、あるいは、何か偶然が重なって見落としたのか知りま

せんけれども、見落としていて、それが今回、解体の段階で見つかったのです。 
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解体の中でよく気がつきましたねと聞いたら、実は解体業の許可が、去年から正式

に建設業の業種として資格を取得しなければできませんよという形に変わった。私は

ここでも発言したのですけれども、ＰＣＢの問題が講習の中できちっとうたわれてい

て、その知識があったということで、これは問題ではないかという話になって、それ

を受けた発注者がちょうど建築士なのです。建築士さんのほうも建築士会の定期講習

の中でＰＣＢの講習を受けているのです。知識をきちんと持っていたということで、

これは念のために確認する必要があるということで送ったら、入っていましたという

ことになったのです。 

 そういう点では、そういう効果は具体的には出てきてはいるのですけれども、それ

をもっと徹底する必要があるだろうという点で、例えば、大きな専門知識を持った人

たちを動員していくという意味で考えたとき、そういう場面はもっとないのかと思っ

ています。 

 今、解体業の講習はまだ続いています。建築士会は定期講習で毎年受けなければ更

新できなくなりましたから、そこはあると思うのです。 

 あと、僕らが見ていると、意外と電気工事士さんたちはその辺が曖昧というか、も

うなれてしまっている感じです。ひどい人になったら、あれは捨てたよという話を平

気で言う人が出てくるぐらいの状況がありますので、そういうところは検討する余地

があるだろうということが一つです。 

 その中で問題になったのは、処理を頼むという段階になったらどうするのだろうか

ということで手続に解体業者さんが入ったら、所有者が申請しなければ処理費は出し

ませんというふうに言われたというのです。これから手続に入るのですけれどもね。 

 これは、所有者がない建物というのも存在すると。今回の場合は、色々な利害関係

者との関係で調整して、それを責任持って申請する人が決まりましたので解決はした

のですけれども、所有者のいない建物ということは本来法律的にはないはずなのだけ

れども、責任を持ってやる人がいない建物というのは全国に相当あるのではないかと

思うのです。 

 室蘭でも、聞いたら空き家対策の関係でいくと 1,300戸ぐらいありそうだと。それ

は居住の住宅だから直接関係ないというのが圧倒的だと思いますけれども、1,300０

戸の中で、もしかすると小さいけれども工場があったり、色々してくると思うのです。

こういうところは、逆に言えば、所有者が夜逃げしていなかったり、会社が破産して

解散していたりというような状況の場合、所有者がいない場合は受け付けないという

考え方を聞いて、そうしたらどうするのかという話です。ここを一つ回答してほしい

ということです。 

 もう一つ、これは行政にお願いしたいことですが、今、例えば室蘭の場合、1,300

戸という中で、居宅については除いて、それ以外のところは行政でしっかりと点検で
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きるわけです。一般の人に頼らなくても、行政だけでもできるものがまだまだあるの

ではないかと私は今回認識しています。 

 私は、今、違う案件でアパートの空き家を処理しなければならないということで、

今、市とも一緒にやらなければいけないのですけれども、こういうところは規模の大

きさによってはあり得るのです。これも所有者がいないのです。処理する能力がない

という状況で、この場合にどうするのかということで聞きたいということです。 

 

【船水座長】 

 では、お願いします。 

 

【環境省】 

 何点かご意見をいただきました。 

 まず初めの、総量を出す時期ではないかと。これについては、前々回ご意見をいた

だいて、前回この会議で資料もお出ししましたけれども、ＰＣＢ廃棄物、特に変圧器、

コンデンサーについて、当初 39 万台が国内で使用とされていた中で、昨年度までに

37.2 万台については既に把握をしてＪＥＳＣＯ登録をしております。このうち９割

は既に処理済みということで、そんな中で、残る未処理の物が昨年度末時点で３．５

万台、それから、ＰＣＢ特措ができる前に１．１万台が紛失されていた、差し引き数

千台の所在が明確になっていないということですので、まさにこの数千台を、北九州

以外の残る４地域で掘り起こし調査をしているという段階ということでご説明させ

ていただいたところです。 

これについては、また新しい数字も出てまいりますので、次回にでもご報告したい

と思います。 

 それから、２点目の解体の件についても、前回説明いたしましたけれども、解体業

の講習の中でしっかりＰＣＢが扱われるように、改めて働きかけをしてやってもらっ

ている段階です。 

 ご質問の所有者がいない建物につきまして受け付けないというのは、どういったご

趣旨なのか理解しておりませんけれども、基本的に、まず所有者がいない廃墟のよう

なものについても、できる限り事業所の所有者とか処理責任者を追跡してもらうこと

を自治体にやっていただいております。それでもなお、最終的に処理責任者不存在と

いうことになれば、ＰＣＢ特措法に基づき代執行という措置まで規定しておりまし

て、北九州でも現にその方法によって最後処分したものもございますので、そういっ

た方法で無くしていくというふうに考えております。 
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【船水座長】 

 量的なバランスについては、また新しい数字が出た時点でご報告をお願いします。 

 他に何かご発言はありませんか。 

 

【○○委員】 

 環境省か、環境庁の時代か、記憶はないのですが、以前、魚とか海産物にどれぐら

いいろいろな種類のＰＣＢが入っているかという調査をやって、どこそこは何ぼと。

室蘭の値はかなり危ないレベルにあると。環境はそんなに大したことないけれども、

生物濃縮というのがかかりますので、かなり問題があると。 

私は調べていないので、最近、そういうふうな調査は定期的にやっているのか、そ

ういうデータが出ていたとしたらどこにあるかとか、お聞きしたいと思っておりま

す。 

 

【環境省】 

 これについては、前々回、６月の会議で一度ご報告させていただきましたが、毎年、

環境省で水質、底質、生物、貝とか魚、それから、大気について、ＰＣＢ特措法以降、

2002 年以降ですが、調査を全国で行っております。 

 この結果については、毎年、環境省のホームページにも公表しておりますけれども、

また次の結果が出ればご報告をしていきたいと思いますが、前回ご説明したところと

いたしましては、ＰＣＢ特措法に基づいて北海道事業所を含めて処理をしていく中

で、環境中の濃度も基本的には半分以下に減少しているという状況でございますの

で、進捗というか、成果についても随時ご報告していきたいと思います。 

 

【船水座長】 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 

【○○委員】 

 時間があるようなので、今の話の続きですけれども、先ほど○○さんからありまし

て、広報のことが話題になりまして、テレビも出たねという話が出てきました。問題

は、問い合わせ先がはっきりしないという話が出てきました。道といっても身近では

なく、電話でやっていると話が遠くて言えない。聞いているほうも、遠くて、言って

いることはわかりますけれどもで終わってしまうと思うのです。そういう点では、各

自治体に問い合わせができる窓口をもっと鮮明に出していいのではないかと私は思

うのです。 

 それこそ、先ほどの代執行ではないですが、所有者の所在のわからない建物はたく
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さんあって、私は仕事上相続の仕事をやっているものですから、本当に責任者がいな

い建物が結構出てくるのです。たまたま居宅が多いから大きな問題にはならないので

すけれども、これが工場を兼ねていたり、昭和 40年代、30年代の建物ということに

なってくると、使っている蛍光管が問題になってくるということが実際にあるので

す。 

そういうことになったときに、ＪＥＳＣＯさんに言ってくださいといっても、ＪＥ

ＳＣＯさんは処理する側なので聞いてもしようがないという問題があるので、行政の

側で知識を持った人をもっと広報に載せて、ここに問い合わせをしてくださいという

ことをすれば、かなり具体的に出てくるし、誰も建物に責任がないという部分につい

ての処理を代執行というと、恐らく法律的には大変な手続が必要だと思うので、それ

を簡略化してやることも含めて検討しなければいけないのではないかと思っていま

す。それこそ、今、空き家対策だったら、議会の議決までとらなければいけないわけ

でしょう。そういう大事にされたら、今度、誰も声を上げないということになってく

るので、ここの議題ではないと思うけれども、問題点としてある以上、いわゆる違法

なことを許すという意味ではなくて、法の範囲の中でできるだけ実態に合ったものに

対して解決ができるような道筋を出さないと、恐らく、それが残ってきて後で問題に

なってくると私は思いますので、その一つの方法としては、各自治体に相談窓口をも

っと明確に出すということが必要だと思います。 

 

【船水座長】 

 どうもありがとうございます。何かレスポンスはありますか。 

 

【北海道】 

 先ほど、各自治体にというお話だったのですけれども、今、代執行のお話とかもあ

りましたが、基本的にＰＣＢ特別措置法の立入権限などは、都道府県あるいは政令市

にあります。 

各自治体に窓口をつくって簡単な広報などしていただけるかもしれませんし、広報

については道からもお願いはしているのですけれども、やはり、実際、窓口に相談が

あり、届出してください、調査に行くとなると、北海道で言えば北海道の役割になる

のです。 

 前回の円卓会議の中で、例えば、銀行にポスターを置いてもらったり、郵便局にポ

スターを置いてもらったりといった取り組みをしているのですが、その中に、道には

14 振興局ありますので、市町村ほど身近ではありませんけれども、まずは各振興局

にお問い合わせしてくださいということをアピールはしております。 

 ただ、もしかしたら足りない部分もあるかもしれませんので、そういった窓口につ
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いては、道は 14 振興局でしっかり対応するということを今後も適切に発信していき

たいと思っております。 

 

【○○委員】 

 状況としてはよくわかるのです。だからこそ、状況を理解していただいて、例えば、

市町村と振興局の連携をもっと密にするというあたりの問題も含めてです。 

 それから、代執行はそれを聞いただけで、恐らく何年もかかるのだろうという話に

なって、しかし、処理期間は決まっているから、それまでに間に合うのという話も出

てくるわけです。 

 そういう点では、特例を作れという言葉を私は使えないのですけれども、実際、現

実に困っている問題が目の前に出てきているわけだから、市町村の窓口は権限がない

から行く行かないという問題ではなくて、もう少し行動的にやれるようなことができ

ないのかというのが私の真意です。 

 そうしないと、結局、あっちだこっちだになってしまって、普通の人はみんな面倒

くさいから行かないという話や、この間聞いた話では、課税で建物がぶっ飛んで終わ

りでないのという話さえ出てくるわけです。今、そのぐらい空き家は大変な量が出て

いるし、僕は工場が結構あるので、よくよく見たら使っていない工場もあるわけです。 

そういうことについて道に権限があるのだったら、道がもちろん主導的にやらざる

を得ないと思うけれども、地方自治体と連携して、とにかく一緒に解決するのだとい

う方向で何らかの努力ができないのかということです。 

 

【環境省】 

 色々ご意見をありがとうございます。 

 地方自治体の中での連携、それから、地方環境事務所もございますので、そこでし

っかり連携して、現場を一つずつ潰していくということだと思っております。 

 代執行に関しては、やる自治体、北海道で言えば北海道庁の労力もかなりかかって

きますので、広域協議会や早期処理連絡会の場でも、北九州でどういう準備をして、

どのようにやっていたか、予算の確保、事前の文書類というところを情報提供して、

なるべく出てこないにこしたことはないのですが、出てきたときに迅速にできるよう

な準備を考えて、始めていただいております。 

 環境省としても、まさに代執行をやる段になれば、現場の確認等を含めてしっかり

支援をしていくような体制を整えることにしておりますので、とにかく現場がうまく

回るようにやっていきたいというふうに思っております。 
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【船水座長】 

 ありがとうございます。色々なご意見をありがとうございました。 

 よろしければ、その他の部分も終わりしようと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

【船水座長】 

 それでは、予定していた議事を終わりましたので、事務局へお返しします。 

 

  ３．閉  会 

【事務局】 

 船水座長、大変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、まことにありがとうございました。 

 次回の会議は、本年の６月ごろを予定しております。開催が決まりましたら、また

各機関や委員の皆様には改めてご案内をいたしますので、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 

  


