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１．開  会 

【事務局】 

 ただいまから、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、お忙しい中をお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。 

 私は、北海道環境生活部循環型社会推進課長の島崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日の円卓会議は、第２期目を迎えて初めての開催となります。本日、これからのスケジュール

でございますけれども、２期目初めての会議でございますので、まず委員長の選出を行いまして、

その後、議事に入ってまいります。 

 その後、３時半ころから、処理施設内の試運転が既に始まっておりますので、この処理施設内の

見学を予定しております。 

 およその終了時刻は１６時３０分を考えておりますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、開催に当たりまして、本日、環境生活部環境局長の田中が参っておりますので、田中

からごあいさつを申し上げます。 

 

【田中局長】 

 北海道環境局長の田中でございます。 

 本日は、委員の皆様、またオブザーバーの皆様方には、お忙しい中をご出席いただきまして、本

当にありがとうございます。 

 この監視円卓会議も、平成１７年９月の第１回の開催から、本日は第７回目の開催を迎えました。

また、本年４月からは２期目を迎えまして、新たに委員にご就任をいただきました皆様方、引き続

き就任をいただいております皆様方には、委員就任をご承諾いただきまして、まことにありがとう

ございます。改めてお礼を申し上げます。 

 この監視円卓会議は、ＰＣＢの廃棄物処理事業が安全、確実に進められますよう事業を監視し、

処理事業に係るさまざまな情報を、住民を含めた関係者が共有して相互に理解を深めていくリスク

コミュニケーションの場として設置しているものでございます。 

 今後も、皆様方のご意見をいただきながら進めてまいりたいと考えてございますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 ＪＥＳＣＯの北海道事業は全国５事業の５番目の事業として建設工事も進んでおりまして、本年

の３月からは試運転、また１０月からの操業に向けまして、現在、準備が進められているところで

ございます。 

 本日は、環境モニタリングや北海道事業の進捗状況などの説明の後、ただいま島崎が申し上げま

したように、処理施設内の見学を予定してございますので、皆様方からの忌憚のないご意見を賜わ

れればと思っております。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 引き続きまして、本日、オブザーバーといたしまして、環境省から環境省大臣官房廃棄物・リサ
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イクル対策部産業廃棄物課の横井課長補佐が見えられておりますので、ごあいさつをお願いいたし

ます。 

 

【横井課長補佐】 

 皆さん、こんにちは。環境省産業廃棄物課の横井と申します。 

 委員の皆様には、日ごろから大変お世話になりまして、ありがとうございます。 

 日本環境安全事業を活用しましたＰＣＢ廃棄物処理事業でございますけれども、これまで過去３

０年間にわたって長く処理ができなかったＰＣＢ廃棄物につきまして、国が関与するような形で、

旧の特殊法人でありました環境事業団の事業を引き継ぎ、平成１６年４月からＰＣＢ廃棄物処理事

業を実施する会社として発足したわけでございます。この会社におきましては、平成１６年１２月

に北九州事業で最初にＰＣＢ廃棄物処理事業を開始いたしまして、その後、豊田、東京、大阪とい

うふうに順次開業してきております。この北海道事業につきましても、今年の秋を目途に処理を開

始するべく、現在、試運転がおおむね順調に行われているというふうに聞いております。 

 この監視円卓会議の場で皆様方のご意見を賜りまして、ＰＣＢ廃棄物処理事業をより良いものに

していき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。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 

２．委員紹介 

【事務局】 

 次に、今回は委員の改選がございましたので、改めて、私から委員の皆様をご紹介申し上げます。 

 お手元に名簿がございますので、その順番でご紹介申し上げます。 

 まず、学識経験者といたしまして、北海道大学医学部保健学科の齋藤委員でございます。 

 次に、北海道大学公共政策大学院の眞柄委員でございます。 

 次に、室蘭工業大学建設システム工学科の吉田委員でございます。 

 次に、関係団体の代表といたしまして、室蘭市女性団体連絡協議会の時田委員でございます。 

 環境ネットむろらんの西畑委員でございます。 

 ＰＣＢ処理の安全性を考える会の西原委員でございます。 

 室蘭漁業協同組合の山根委員でございます。 

 次に、公募委員でございます。 

 太田委員でございます。 

 小針委員でございます。 

 佐々木委員でございます。 

 橋本委員でございます。 

 吉田委員でございます。 

 それから、本日、欠席のご連絡をいただいております方が３名いらっしゃいます。いずれも関係

団体の方ですが、室蘭商工会議所から上野委員、ＮＰＯ法人室蘭地域再生工場から藤当委員、室蘭
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市連合町会協議会の熊谷委員の３名が欠席でございます。 

 また、監視円卓会議では、近隣市町村としてご意見を伺うために、伊達市と登別市の参画をお願

いしておりますので、ご紹介申し上げます。 

 伊達市経済環境部環境衛生課の清野課長でございます。 

 登別市市民生活部環境対策室の高田室長でございます。 

 それから、オブザーバーといたしまして、環境省、それから日本環境安全事業株式会社より出席

いただいております。 

 環境省は、先ほどごあいさつをいただいた横井課長補佐でございます。 

 それから、日本環境安全事業株式会社でございますけれども、皆様に向かって右側から、望月調

査役でございます。 

 それから、北海道事業所の油井所長でございます。 

 それから、織田プロジェクトマネジャーでございます。 

 それから、太田課長でございます。 

 それから、倉持審議役でございます。 

 それから、齋藤事業部次長でございます。 

 事務局でございますけれども、先ほどごあいさつを申し上げました田中局長と、私、島崎でござ

います。 

 それから、道庁の循環型社会推進課の三木主幹でございます。 

 室蘭市の本間主幹でございます。 

 以上で紹介を終わります。 

 実は、新しい委員の皆様におかれましては、事前にこれまでの監視円卓会議の概要として、監視

円卓会議だよりの６号までを既に送付しておりますけれども、本日、お手元に１枚表裏の北海道Ｐ

ＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議についてというものを資料としてお配りしております。これにつ

きましては、円卓会議の構成や円卓会議の役割、活動状況、今後の予定について記載してございま

すので、時間があればお目通しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

３．委員長選出 

【事務局】 

 それでは、委員長の選出ということで、本日の監視円卓会議は改選後初めての開催となりますの

で、改めて委員長を選出したいと思います。 

 お手元に北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議設置要領をお配りしていると思いますので、

それをごらんいただきたいと思います。 

 設置要領の第４条をごらんいただきますと、委員長及び副委員長の項がございまして、この設置

要領第４条に基づきまして、委員長は委員の互選により選出することになっております。 

 それでは、委員長の選出をお諮りいたします。 

 どのように取り計らいましょうか。 

 

【委員】 
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 今、委員の互選という話がありましたけれども、前期に引き続きまして眞柄先生にお願いしては

どうかと思います。 

 いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 ただいま、西畑委員より、１期に引き続きまして眞柄委員というお話がございましたが、皆様、

いかがでしょうか。 

 

                        （「異議なし」と発言する者あり） 

 

【事務局】 

 異議なしというお声ですので、委員長につきましては眞柄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。 

 以降の進行につきましては、眞柄委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

【委員長】 

 ただいま、委員の皆様方のご推薦、ご了解によりまして、委員長に再任させていただきました。 

 いろいろと難しい事業ではありますが、私としては、当初の段階からＰＣＢの処理事業が滞りな

く行われるくらいまではぜひ頑張りたいと思っておりましたので、ぜひ皆様方のご協力をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 それで、ただいまご紹介がありました第４条で副委員長を置くことになっておりまして、私がご

指名させていただくことになっております。 

 副委員長は、室蘭工大の吉田委員に引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

４．議  事 

【委員長】 

 それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 

 初めに、配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

 事務局からご紹介ください。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。 

 私は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課主査の北村と言います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日の資料は、まず式次第と出席者名簿がございます。それから、先ほど説明しました北海道Ｐ

ＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議というＡ４の１枚物、両面のものになります。それから、設置要

領も１枚です。そのほか、監視円卓会議の委員名簿、Ａ４の１枚を配付させていただいております。
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続いて、資料ですけれども、資料１として、第６回監視円卓会議の議事録が１部ございます。資料

２として、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタリング計画について、これはＡ４の３枚

つづってあるものです。資料３は、環境モニタリングの測定結果ということで、Ａ４の１枚、両面

印刷されております。資料４－１は、北海道事業の進捗についてというものです。資料４－２は、

日本環境安全事業株式会社におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の進捗状況、これも１枚紙です。資料５

は、北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設の試運転収集運搬計画について（概要）でございます。これもＡ

４の１枚です。資料６は、北海道事業所緊急時対応マニュアル（案）について（概要）、これはＡ

４の紙が２枚です。続いて、資料番号を振っていないのですが、北海道事業所緊急対応マニュアル

（案）というものがございます。これは、本日、机の上に配付させていただいておりますＡ４の８

枚物です。資料７は、平成１９年度北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画、Ａ４の紙を２

枚つづったものです。資料８は、ＰＣＢ廃棄物処理事業の推進についてというＡ４の紙２枚です。

このほかに、本日は、ＰＣＢ廃棄物の適正な保管と処理に向けてという道で作成しましたパンフレ

ットと、Ａ５判のＰＣＢ廃棄物の適正な処理に向けて、これは昨年度策定しました北海道ＰＣＢ廃

棄物収集運搬実務要領というものの中身なのですけれども、これも本日参考として配付させていた

だいております。 

 配付資料については以上です。 

 過不足ございましたら、事務局の方までご連絡願います。よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

 それでは、議題１の第６回監視円卓会議の議事録についてでございます。 

 これについては、委員の方々に事前にご確認いただいておりますので、特に異議がなければ円卓

会議として承認させていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 

                        （「異議なし」と発言する者あり） 

 

【委員長】 

 なお、この議事録につきましては、改選前の会議でございますので、事務局の方から前委員の方々

にもお送りして再確認をしていただきたいと思います。 

 そのような手続をとらせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 

                        （「異議なし」と発言する者あり） 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 今回から初めて委員になっていただきました方々には、事務局から事前にある程度ご紹介があっ

たかもしれませんが、このような形で議事録を作成いたします。事務局で取りまとめたものをあら

かじめ委員の方々にお送りして、内容にそごがないかどうか確認していただき、まとまったものを
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ここでご承認いただくという形で進めておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

室蘭の円卓会議の議事録は、ほかの事業所の関係の方々や、ＰＣＢの適正な処理に対して関心をお

持ちの方が読まれていまして、ほかの事業所の円卓会議よりも内容がおもしろいという評判をいた

だいております。おもしろいというのは、楽しいという意味ではなくて、趣き深いところが多い、

参考になるところが多いというふうに私は時々聞いております。そういう観点で、特に個人の情報

とか、特定の方々が不利益にこうむらないようなところでフランクなご意見をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、議事２の環境モニタリングにつきまして、これまでのモニタリング結果

と、今年度のモニタリングの計画等について、事務局からご説明をお願いいたします 

 

【事務局】 

 それでは、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタリング計画についてご説明させていた

だきます。 

 環境モニタリング計画は、平成１８年３月に策定したものですが、今回、新たな委員もいらっし

ゃいますので、まず、その概要から説明させていただきたいと思います。 

 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタリング計画は、処理施設からの排出状況や周辺環

境のモニタリングを実施、適正かつ安全な処理が実施されていること及び周辺環境に影響を及ぼし

ていないことを確認するために策定したものです。 

 モニタリングについては、平成１８年４月から実施しています。 

 このモニタリングは、北海道、室蘭市及び日本環境安全事業株式会社が協力して実施しておりま

す。 

 なお、北海道が実施する測定に伴う費用につきましては、北海道と、北海道事業所の施設にＰＣ

Ｂを搬入する１５県で負担しております。 

 実施内容についてですけれども、まず、処理施設から排出される排気などを測定する排出源モニ

タリングというものと、処理施設周辺の大気、水質などを測定する周辺地域環境モニタリングとい

うものに大きく分けられます。排出源モニタリングにつきましては、施設稼働後、本年の秋、１０

月以降に実施することとしております。また、周辺地域環境モニタリングについては、昨年度、平

成１８年４月から開始しております。また、昨年度の結果につきましては後ほど説明させていただ

きます。 

 続いて、１枚めくっていただきまして、平成１９年度は、環境モニタリング計画から一部変更に

なって実施する部分がございますので、その内容について説明させていただきます。 

 平成１８年度からの変更点は、（２）の周辺地域環境モニタリングの中の大気の項目で、米印の

１と振ってある２地区がございます。これは、平成１８年度の測定地点に加えまして、祝津地区と

東地区とＪＥＳＣＯの実施する処理情報センターの３地点で追加しました。このほかに、水質の変

更点としまして、１８年度に実施しました採水地点が採水地点としては適当ではないという判断と

なりましたので、今年度からは雨水幹線排水合流前で採水することとしたものです。これも、水が

出ませんので、施設稼働後でなければ排水が出ませんので、施設稼働後に実施することとしており

ます。 
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 実際に追加した地点ということですけれども、次のページに図面がございます。この図面の中で

二重線で書かれている３地区があると思います。これが追加した３地点です。 

 まず、監視円卓会議でもご意見がございましたとおり、施設の西側に測定点がないということで、

祝津地区を選定したこと、また、施設の東側になりますけれども、実際に人が住んでいるエリアの

測定ということで東地区、また、環境影響評価のときに最も濃度が、影響があらわれるとされてお

りましたＰＣＢ処理情報センターということで、新たな３地点を測定することとします。 

 このほかに、モニタリングで実施する地点としまして、その裏にあります日本環境安全事業株式

会社北海道事業所において測定する地点ということで、その次の図面にあらわしております。 

 以上がモニタリング計画です。 

 このほかに、モニタリング計画ということではないのですけれども、平成１９年度に、日本環境

安全事業株式会社で、施設稼働前にＰＣＢ、ダイオキシン類などにつきまして、最後の３枚目の図

面に示しています９地点において土壌調査を実施する予定となっております。 

 以上が１９年度の環境モニタリング測定計画でございます。 

 引き続きまして、資料３のモニタリング測定結果について説明させていただきます。 

 まず、資料３の表題のページにございますのが、北海道と室蘭市において実施しました環境モニ

タリングの結果になっております。現在、３月に実施した御前水の測定局のＰＣＢとダイオキシン

類の分析中でございまして、この結果が出次第、発表となるのですけれども、この数字の評価や比

較につきましては、次回の円卓会議において説明させていただきたいと考えております。 

 ただ、これまでの結果につきましては、いずれも環境基準などの数字に比べて明らかに少ない数

字になっています。 

 続きまして、次のページなりますけれども、日本環境安全事業株式会社で行われた測定結果です。

これも、測定結果自体は同様の内容となっております。ただ、水質に関しては、底の泥の巻き上げ

による結果と考えられることから、本年度については採水地点を変更することとしております。 

 以上で、資料２と３の北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る環境モニタリング測定結果の説明を終

わらせていただきます。 

 

【委員長】 

 それでは、今ご説明をいただきましたことにつきましてご質問やご意見がありましたら、どうぞ

お出しください。 

 

【委員】 

 資料２なのですが、計画のときと実際の実施内容で変わっているところがあるのですけれども、

どういうことなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 資料２の１枚目ですけれども、これは、１８年３月に計画しましたモニタリング計画ということ

で、昨年度に実施させていただいたのですが、これでは環境の影響としてどうかというご意見がご

ざいましたことから、１９年度については、先ほど説明しましたとおり、３地区で大気について追
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加して実施するということにしたものです。 

  

【委員】 

 私の説明が不十分でしたが、表の（１）のＪＥＳＣＯの排水の項目で、生活環境７項目と、ＰＣ

Ｂ、ダイオキシン類、その他有害物質となっていますが、１９年度実施計画ではＰＣＢとダイオキ

シン類が抜かれているので、どういうことなのかと思ったのです。 

 

【事務局】 

 昨年度、ＪＥＳＣＯの排水路以外の地点で採水をしていたのですけれども、流量が非常に少なく

て、水が流れる深さが二、三センチなので、その水しかとれないということで、採水のときに底に

たまっていた泥などもとってしまうのです。そうなりますと、水質の評価は水質自体をあらわすも

のではないのではないかということで、冬の２月にも実施して同様の結果が得られましたことから、

検討しまして、１９年度につきましては、雨水幹線に合流する前の水を、頻度を若干増しまして、

施設稼働後、１カ月に１回のペースで測定してあらわすこととしたものです。 

 今のモニタリングの説明は、資料の２枚目の（１）ではＰＣＢ、ダイオキシン類の測定が抜かれ

ているのですけれども、周辺地域環境モニタリングの雨水幹線排水合流前の水質の測定頻度を増す

計画に変更しているものです。 

  

【委員長】 

 実質的には、１９年度は、試運転期間も含めて、稼働後のＰＣＢ、ダイオキシン類の環境へ排出

する、あるいは排出直後の測定頻度を上げることで昨年度の当初に設定した計画から詳細な調査、

モニタリングになっているということです。 

 それから、昨年の円卓会議のときにいろいろご議論がありました東地区と祝津地区の方には、先

ほど事務局からご紹介があったように、モニタリングステーションを増加していただいたというこ

とになります。 

 ほかに何かありますか。 

 

【委員】 

 祝津地区に新しく設けられた場所なのですが、この位置の検討はどのような形でなされたのです

か。 

 通常、やませ、東風が強い場合、祝津の山の陰になって、ここは測定に向いているのかどうかち

ょっと疑問なところがありましたので、設定に至るまでの状況をお知らせいただきたいのです。 

 

【事務局】 

 祝津地区の設定ということでしょうか。 

 

【委員】 

 位置の特定です。 
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【事務局】 

 大気のモニタリングの場合は、機械を設置するということと、風向・風速をある程度押さえなけ

ればなりません。これまでの測定は、いわゆる大気の環境汚染の測定をする測定局ということで、

御前水、新日鐵体育館、白鳥台などの地区を設定しておりました。ただ、祝津地区方面に測定局は

ございませんので、どこか測定できる場所を考えた場合に、１週間程度機械を置いて電源をとると

いうことと、風向・風速の測定ができるものが近くにあるということで、ここですと、道の駅のと

ころの風向・風速を参考にしまして、あとは、実際に機械を置いて、メンテナンス上の話になって

しまうかもしれませんが、ほかの人が入って、うかつにさわったりできないように、セキュリティ

ー上の問題と、それから、冬期間などに運び込む必要がございますので、ある程度管理の行き届い

たところということで、祝津地区で協力を得られたのは室蘭市の水族館となっておりますので、水

族館の屋上で測定させていただくという設定になっております。 

 

【委員長】 

 そういうことだそうです。 

 いずれ、モニタリングのデータを見れば、風向・風速の分布図等も出てくるでしょうし、その段

階で代表性がないということになれば、また違うことを検討しなければならないと思いますが、と

にかく本年度に関してはここだということです。 

 

【委員】 

 観測点なのですが、先ほどお話があったように、西風、あるいは、やませということで、室蘭で

はしきりに大きい風が吹くのです。皆さんご存じのように、季節によって、朝なぎ、夕なぎという

ものがありまして、日没から夜明けくらいまでの時間帯に吹くのは北東の風が多いのです。これは、

秋口に、日中に気温が上がっていると、みんな上の方に行くのですけれども、それが冷えると下が

ってくるのです。これで、粉じんなりガスなりが下がってきて、通常、我々の鼻でも観測できるよ

うなものは秋と春の時期です。これは北東の風が多いのです。室蘭市の場合、全体的に、大気汚染

の観測も、先ほどお話があったように、南東方面が主体であって、南西方面はほとんどないような

状態です。そういう時期的な風からいうと、この位置を中心地と見れば、フェリー埠頭とか、この

辺が一番心配になるのです。川でも、海でも、陸でも、我々は潮だまりとか風だまりと言っていま

すが、季節によってはそっちの方に空気が流れますので、できれば、この機会にフェリー埠頭なり

役所のあたりに観測点を設けてもらえればと思います。 

 

【委員長】 

 ちょっと説明していただきたいのですが、何時間値というか、どういう形のサンプリングをする

かということで、今、○○委員がおっしゃったように、ある時期にぽんととるのか、何時間値をず

っととって測定するのか、その辺のところをご説明していただければと思います。 

 

【事務局】 
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 今回、北海道ＰＣＢ廃棄物の環境モニタリングということで実施するのですが、大気については

２種類用意しておりまして、１種類は公定法と呼ばれているものです。１週間、空気を引き続けま

して、それをフィルターにひっかけて、そのフィルターから出てくるものをはかるというものです。

これを行うのが、新日鐵体育館、御前水、白鳥台、祝津、東地区、ＰＣＢ処理情報センターの箇所

です。 

もう一つは、ずっと引きっ放しにしているところが１箇所あります。これは、最も近くで観測で

きて、先ほど言ったような条件、風向・風速なども満たせるということで、御前水に設置していま

す。当然、年４回やりますので、季節ごとのものと、１週間ずっと連続してやりますので、１日の

変動ということではないですが、１週間の平均の数値が出ることとなります。 

 

【委員】 

 通常の大気汚染の観測点の調査ですね。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【委員】 

 それに関連してですが、施設前面の海域、室蘭港内の海域です。図面の右下に距離が書いてあり

ますが、この黒いのが施設であって、すぐそこに線のようなものがありますけれども、これが排水

路ですね。この排水路の前面、これだけを見ても５００メートルくらい沖合ということになると思

います。これは、やはり５００メートルの地点になるのですか。 

 施設の前面を通って、ここが仲町で、こっち側が御崎町で、その境を流れているのです。そっち

の裏側の方からね。そして、室蘭港に注いでいます。ですから、図面の右下にちょっと細かい数字

でキロ数が出ているけれども、岸壁から５００メートルくらいの沖合―沖合というか、港内にな

ってしまいますね。そこが観測点になるのですか。それとも、ここではなくて、ここから５００メ

ートルくらい離れた沖合という意味なのですか。 

 

【事務局】 

 はい。沖合で設定しております。 

 

【委員】 

 その理由は何ですか。 

 

【事務局】 

 周辺の環境調査ということで実施しています。排出源調査ではございませんので、湾内の環境と

いうことで設定しております。 

 

【委員】 
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 その中の施設のことは、要所要所のポイントでやるということはわかっています。 

 

【委員長】 

 海に入る直前でもはかるのです。 

 

【委員】 

 そこが最終地点ということですね。 

 

【委員長】 

 それで、地先ではかって、室蘭の海域の環境基準の測定点のＳＴ４ということですね。違います

か。 

 

【事務局】 

 それでいいのですけれども、ご存じのとおり、潮の満ち引きで排水路に海水が逆流してきます。

それで、排水路でもはかれないものですから、実際に出る水だけで押さえているのです。そのほか

に、出たり入ったりするものも含めて沖合５００メートル程度ということで測定しています。 

 

【委員長】 

 わかりました。 

 それから、今の説明は環境モニタリングですが、今の段階で、ＪＥＳＣＯの方で日常的にはどれ

くらいの頻度で大気なり何なりを測定されるご予定があるのか、ちょっとご紹介していただけます

か。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 今、資料を用意しておりますので、後に回していただけないでしょうか。 

 

【委員長】 

 わかりました。 

 後からご説明してください。 

 それでは、ただいまの環境モニタリングについては、ご了解をいただいたということにさせてい

ただきまして、次の……。 

 

【委員】 

 委員長、ちょっと疑問があるのです。 

 測定頻度ですけれども、今、ＪＥＳＣＯさんの測定頻度がどれくらいかわからないのですが、例

えば、ここには年４回とかと載っていますね。それで、この４回という根拠はどういうことなので

しょうか。なぜ通年測定ができないのですか。その辺をお伺いしたいのです。 
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【委員長】 

 ○○委員が言っておられる通年というのは、３６５日、空気を引き続けてはかるという意味です

か。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【委員長】 

 では、事務局の方からお願いします。 

 

【事務局】 

 これまで、ＰＣＢ、ダイオキシン類については日本各地で測定が行われていますけれども、その

測定方法は、年４回、１週間という形で定められております。データなどの比較をするには、当然、

同様な方法をとらなければいけないということで、そのためにこの測定頻度を設定しております。 

 このほかに、公定法というか、日本各地で行われている方法ではないのですけれども、道の環境

科学研究センターの方で、同様な量を引いてみて、ずっと引きっ放しでやってみて使えるかどうか

という調査を行った結果、ある程度の相関が得られるというデータが出ておりますので、御前水に

ついては通年の測定もあわせて実施しております。ただ、この方法は、ほかの地区というか、ほか

の地点とは測定方法が異なりますので、比較はできないということになります。 

 

【委員】 

 それでは、通年のデータと年４回のデータの値は比較の対象にならないということですか。 

 

【委員長】 

 今の説明は、例えば、御前水のＰＣＢのデータを見ていただきますと、かなり季節変動があるわ

けです。例えば、４月からずっと見ていくと、１２０、１９０、１２０、１４０ということで、夏

場が高くて、冬場になって下がります。月１回、あるいは年４回測定することで、それぞれの地区

あるいは地域の平均的なＰＣＢやダイオキシンの濃度を求めることができるだろうというのが、国

が定めているサンプリング方法、モニタリング方法であります。ただ、今、○○委員がおっしゃら

れたように、それで本当に大丈夫なのかということで、道の環境科学研究所が、３６５日、通年引

くような設備を御前水に入れてモニタリングをした結果、環境科学研究所で行ったデータと御前水

のこのデータと年平均的でいえば同じような傾向が認められたということです。ただし、だからと

いって、ほかの地区もこのデータをもって御前水と同じようなことが言えるかどうかは確認してい

ないという説明だったのです。 

 あえて言えば、事前の環境影響評価の段階で、御前水の公園のあたりは、万が一、この事業所か

ら漏えいがあったときの最高到達地点になっているということがわかっているので、御前水につい

ては、先ほどご説明があったように、測定頻度を多くし、サンプリングする期間を長くする、モニ

タリングと両方行うことにしているということです。 
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【委員】 

 別の質問です。 

 資料３ですが、ＰＣＢの総量を書いてあります。これは、４７年当時はどういうやり方をしてい

たのか私は知りませんけれども、今は各ＰＣＢが分子種ごとに測定されておりますでしょうか。そ

れが記録に残っておるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 前回か前々回の円卓会議のときに、三十幾つか四十幾つ並んでおりますＰＣＢの全部の項目の結

果を出しております。ただ、個別のデータまで見るのは、項目がたくさんあり過ぎて非常に見づら

いので、ＰＣＢという形で大きくまとめて、トータル数字を出してくれというお話もありましたの

で、今回、その数字をお出ししております。 

 もしお要りであれば、細かいすべての項目をデータとして持っておりますので、お出しすること

は可能でございます。 

 

【委員】 

 その情報はオープンに出すことはできるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 お出しできます。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 委員長、先ほどの件についてよろしいでしょうか。 

 排出源のモニタリングの具体的な頻度というお話だと思いますので、お答えしますと、資料２の

裏側に、排出源モニタリングの１９年度の計画が載っております。北海道と書いてある下にＪＥＳ

ＣＯがやる場所と項目と頻度が出ております。 

 まず、排気につきましては、排気出口７カ所でＰＣＢ、ダイオキシンをはかります。これは、年

４回となっております。ただし、操業開始後半年間は、毎月１回、頻度を上げて測定いたします。

ベンゼンにつきましても同様でございます。 

 それから、浄化槽の処理水につきましては、環境生活項目の７項目、年２回でございます。 

 それから、その下の最終放流口１カ所、その他有害物質となっておりまして、これも年１回でご

ざいます。 

 ただし、もともとの計画は、最終放流口でＰＣＢ、ダイオキシンを年２回はかる予定にしており

ました。ですが、先ほどからお話があるように、この地点で周辺環境モニタリングの水質を同じ水

ではかるということになりましたので、同じ水をはかるのに項目を二つに分けるのはわかりにくい

ということで、ＰＣＢ、ダイオキシンにつきましては、（２）の周辺地域環境モニタリングのＪＥ

ＳＣＯ分の雨水幹線排水路合流前、ＰＣＢ、ダイオキシンになっておりまして、これが月１回でご

ざいます。今までは、周辺環境として年２回、そして排出源モニタリングとして年２回を考えてい
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たのですが、足しても年４回ということで、それではちょっと少なかろうという判断をいたしまし

て、年１２回、したがいまして月１回に頻度を上げております。 

 なおかつ、この基準値は、環境モニタリングとしてやる以上、環境基準に照らしてどうなのかと

いう意味でチェックをさせていただきたいというふうに考えております。 

 以下、騒音、振動、悪臭につきましては年１回でございます。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 それプラス、工程管理としてのモニタリングはやられるわけですね。それをご紹介してください。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 それにつきましては、まず、運転モニタリングとしまして、搬入から搬出、払い出しに至るまで

の状況ということで、トランスコンデンサはどういう型式のものが何台入ってくるのか、それは、

当然、日々管理をいたします。 

 それからもう一つは、卒業判定モニタリングでございますけれども、無害化したＰＣＢ、すなわ

ち処理済み油、あるいは廃アルカリといったものになりますが、これにつきましては、当然、払い

出し後、バッチごとに分析をして確認いたします。 

 それから、分析排水につきましても、１日に出る量は少量なので、それをある程度ためておきま

して、これも払い出しごとに確認して、オーケーであれば払い出しをするということにしておりま

す。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、とりあえず、モニタリングのことについてはこれで終わらせていただいて、もし何か

あれば、後ほどご質問いただくことにいたします。 

 続きまして、北海道事業の進捗状況についてであります。 

 ご説明をお願いします。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 引き続きまして、資料４－１に沿いまして報告をさせていただきます。 

 初めての委員の方もおられますので、簡単に去年の状況から振り返ります。 

 平成１８年２月７日に、廃棄物処理法に基づく設置許可を北海道知事からいただきまして、翌２

月８日から建設工事の着工をいたしました。 

 それで、現在、ほぼ１年と数カ月経過しておりまして、現在の出来高はほぼ九十数％まで行って

おります。 

 ただ、三つのＪＶに発注が分かれておりますので、それぞれの進捗率は細かく出るのですけれど

も、全体を合算したものは出しておりませんので、九十数％ということでご理解いただきたいと思

います。まだ数％は工事が残っております。 
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 去年、工事をやりつつ、１０月段階で運転会社であります室蘭環境プラントサービス、略称ＭＥ

ＰＳという会社でございますが、ここに運転業務の委託契約をいたしました。 

 それから、ステップ１から５の段階の教育訓練を始めておりますが、現在は第４ステップにござ

います。単体機器及びユニット装置の試運転立ち会いということでございます。 

 あわせて、先行事業所におきまして、ＪＥＳＣＯ、ＭＥＰＳの職員が現地に参りまして、実際の

設備を前にしてのオンザジョブトレーニングをやっております。北九州事業所におきましては、１

１月、１２月、４月、４月は２回やっております。それから、豊田事業所におきましては、１２月

に２回、１月というような実績でございます。 

 その後、工事中の状況につきまして、いろいろな市民団体の方々に工事現場を見ていただくとい

うことで、かなりの皆様にご協力いただいております。 

 次のページに参りまして、今年に入りまして、１月２５日の段階で北海道廃棄物処理施設専門委

員会がございますが、当初、許可をいただいたＰＣＢ処理施設の設備内容につきまして、先行事業

所での経験も踏まえまして、さらに安全、確実なものとするため、三つの変更をいたしております。

解体前洗浄槽の追加、副反応槽の肉厚を厚くした、熱媒ボイラー及び煙突位置の変更といった内容

でございました。 

 その後、４月２７日に、変更した申請分の許可もいただいたところでございます。 

 ちょっと戻りますが、前回の第６回監視円卓会議が３月１５日でございました。 

 その後の動きとしましては、３月２２日に試運転を開始いたしまして、翌２３日にＰＣＢセミナ

ーが開催されました。 

 それから、３月２７日には、収集運搬業者の入門許可申請の受付を開始しております。 

 それから、消防検査等が開始されまして、一方、リスクマネジメントの講習を行ったり、産業医

の先生のお話を聞いたり、いろいろ安全教育をしております。 

 それから、５月９日の段階で、９日、１０日、１１日と本社の事業部から総勢１０名くらい参り

まして、中間のでき形検査をいたしました。かなり指摘事項もございましたので、この改善を図る

べく、さらに取り組みを強化しているところでございます。 

 そして、本日を迎えたところでございます。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 続きまして、本社事業部の方から、資料４－２に基づきまして、進捗状況の説明をさせていただ

きます。 

 資料４－２に表がございますが、ＪＥＳＣＯにおきましては、北海道事業を含めまして全国５カ

所で事業を展開しております。今回は初めての委員の方がいらっしゃるということで、全体的なパ

ンフレットをお持ちすればよかったのですが、まだ最新バージョンに仕立てたものはございません

ので、また別の機会にお示しさせていただければと思います。 

 なお、ＪＥＳＣＯのホームページ等からは、最新の情報をいつでもごらんいただけるようになっ

ております。 

 時間も押していますので、簡単にご紹介いたします。 

 まず、最初に操業いたしましたのが、①の北九州事業でございます。規模につきましては１．５
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トン／日です。これは、第１期と２期合わせての数字でございますが、現在は第１期で、１．５ト

ンのうち、０．５トンのみが稼働しております。第２期につきましては、現在、計画が進みまして

建設段階に移っているところでございます。この北九州事業につきましては、当初、２年間で北九

州市内にあるＰＣＢ廃棄物を処理するということがおおむね計画どおりいきまして、現在、対象地

域を福岡県に順次拡大しておりまして、順調に操業しているところでございます。 

 次に、②の豊田事業でございますが、これは北九州事業に続きまして２番目の事業であったわけ

ですが、②の豊田事業の平成１７年１１月２１日からというところにございますが、ＰＣＢ漏えい

事故がありました。これは、環境影響を生ずるほどではなかったのですが、ＰＣＢを含みます排気

が漏えいいたしました。この事故によりまして、８カ月ほど操業をとめておりました。そして、昨

年の７月１９日に操業を再開いたしております。 

 昨年末から、漏えい事故ではないのですが、上水漏れを起こしたとか、冷却水の配管が破損して

大量の冷却水が施設内に漏れたというトラブルがございまして、この不具合により、今年の２月１

４日から運転を停止しております。現在、補修工事を行っておりまして、それはほぼ完工しており

ますが、ちょうど年１回の定期点検に当たっておりまして、現在、定期点検期間中ということで、

今月いっぱいくらいまでは豊田事業は操業を行っていないという状況でございます。 

 こういった事業におけますトラブル、事故等につきましては、適宜、監視円卓会議でも報告いた

しますとともに、ご意見を伺い、あるいは、北海道事業にどのように反映させたかというあたりに

ついてもご説明し、ご意見を賜るということで現在まで来ております。 

 この豊田の一連のトラブルについても、前回の円卓会議でご紹介し、ご意見をいただいています。

先ほどありました第６回の円卓会議議事録でもその辺はお読み込みいただけるかと思います。 

 それから、裏に行きまして、③の東京事業です。これが３番目の施設でございますが、平成１８

年のところを見ていただきますとわかるとおり、３月と５月に、排水と排気という表現になります

が、漏えいの事故を起こしております。その対策を行いまして、同年１０月から再開しています。

東京施設の排水漏えいとありますのは、東京事業だけは工程排水を出すプラントでございます。工

程排水処理水を下水道に放流するというほかの４事業とは違う形式をとっておりますので、特徴的

な排水漏えい事故が起きてしまったわけですけれども、現在のところ、施設の能力を確実に出すた

めの改造工事などを行いながら、処理効率を落としながら操業を続けているという状況にございま

す。 

 それから、４番目の大阪事業は、昨年１０月に操業を開始した事業でございます。これにつきま

しては、現在のところ、順調に操業を続けている状況でございます。 

 それから、５番目が北海道事業ということでございます。 

 以上、大変簡単ですが、ＪＥＳＣＯ全体の他の事業の説明とさせていただきます。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 それでは、引き続き、資料５に沿いまして、試運転の計画の概要と、今日、現在まで何をやって

きたかについてご説明いたします。 

 まず、計画の目的でございますけれども、北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設の保証性能と安全性をま

ず確認するということでございます。あわせて、保管事業者から処理施設までのＰＣＢ廃棄物の収
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集運搬の安全性も同時に確認したいと考えています。それから、緊急時対応につきましても、訓練

を含めて確認したいということです。 

 今回は、大きく三つの目的で試運転を開始しております。試運転の概要のところですが、処理施

設の性能保証事項である事柄として、一つはプラントの設備能力で、１日１．８トンのＰＣＢを処

理できるかどうかという問題です。二つ目は、環境保全性能、処理する過程で環境に問題がないか

どうかということでございます。三つ目は、作業環境性能です。我々、中で作業をする者にとって、

その環境が適正なものであるかどうか。この３点を確認します。 

 試運転期間は、本年３月から９月までの６カ月間です。 

 あわせて、この試運転期間中に室蘭環境プラントサービスに運転業務の指導を行います。試運転

の構成としましては、大きく四つの段階がございまして、電動機の単独調整、総合調整運転、非Ｐ

ＣＢ廃棄物を使った負荷試験、ＰＣＢ廃棄物を用いた負荷試運転でございます。 

 それぞれ何をするかというのは、概要の方に書いておりますので、ここでは省略したいと思いま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 それらを工程表に落としたものが上にございます。 

 四つの段階が３段ありまして、一番下の方に矢印で書いておりますけれども、実は、これはいろ

いろな設備がたくさんございまして、ここが終わったら次の段階に全部移れるものではございませ

んで、終わったところから次の段階に入っていっているというやり方をとっております。そういう

意味では、オーバーラップしながら、今、試運転を進めているところでございます。一方、主要官

庁検査というものが上にございますけれども、消防検査がございますし、クレーンの落成検査、こ

れは労働基準監督署の検査でございます。そういった関係が全部終わって初めて、建築工事の完了

検査を受けられるわけでございます。消防につきましても、室蘭消防署の職員がほぼ全員、何班か

に分かれまして、１日で終わるようなものではございませんので、そのパートパート、エリアエリ

アででき上がったところから順に見ていただいているというような段階でございます。 

 ということで、今日現在、まだ全部は終わっておりません。クレーンの方も、部分的には受けて

おりますけれども、まだ残っているところがございます。 

 そういうことで、試運転の進捗率は何％くらい行っているのでしょうかというご質問が仮にある

とすれば、パーセンテージではなかなか出しにくいのですけれども、試運転に取りかかったばかり

でございますので、北海道事業所、ＪＶ、ＭＥＰＳともども、連日のように実施しまして、工程も

詰めながら、一つ一つ手順を含んで確実なものとして次のステップに移っていくという作業をして

おります。中間総括的なご報告は、次回、もうちょっと進んだ段階でさせていただこうかなという

ふうに考えております。 

 それから、試運転に使用する廃棄物はどんなものがあるかということで、非ＰＣＢ廃棄物につき

ましては、ＰＣＢが入っていないトランスコンデンサがございます。トランス類が１８台、コンデ

ンサ類が１５５台を実際に解体して、油を抜いて処理するという試験を考えております。それが終

わって初めて、本物のＰＣＢと言うと変ですが、ＰＣＢを用いたものすべてを、設備側の方がもう

整ったという段階で初めてＰＣＢを受け入れまして、トランスでは２１台、コンデンサは２２６台、

ドラム缶は１０１本という予定を立てております。この段階では、実際にＰＣＢが入りますので、
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非常に日々緊張した状態になるわけですけれども、それまでに入っていない段階でいろいろな不具

合を直して万全の体制にして受け入れたいと考えております。試運転に使用するＰＣＢ廃棄物の収

集運搬につきましても、特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を得た方で、かつＪＥＳＣＯの入

門許可を受けた業者さんにより行いたいということです。 

 搬入ルートは、国道３６号線または３７号線を経由して、仲町ランプから処理施設に搬入します。

それから、試運転といえども、ＧＰＳシステムを備えた車両にしてくださいということです。 

 それから、試運転でも緊急事態が発生するおそれがございますので、これは速やかに対応すると

いった体制をとりつつ、行いたいと考えております。 

 それから、４番の緊急時対応で、施設側でもトラブルが想定されますので、あらかじめ緊急時対

応マニュアルに基づいて対処したいと考えております。 

 それから、５番は、運転会社の作業によるところが非常に大きい処理事業の操業でございますの

で、この教育訓練も時間をかけてきちっとやっていきたいと考えております。 

 進捗状況については以上でございます。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、これまでのご説明について、ご質問やご意見があればどうぞお出しください。 

 

【委員】 

 豊田事業は、資料を見ますと、現在、補修工事実施中ということですが、まだ操業されていない

のでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 はい。操業は全くしておりません。 

 

【委員】 

 議事録の中に、事故原因の特定について質問がありまして、まだ特定されていないというふうに

書かれています。この事故原因の特定は、現在はどうなっているのでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 豊田事業につきましては、この監視円卓会議と同じような安全監視委員会というものがございま

して、先週の金曜日にも最新の委員会があったのですが、そこに、適宜、公開資料として事故対策

報告書をお出ししております。 

 前回の３月の時点でも、そのときの資料の一部を使ってご説明を申し上げました。そのときには、

委員ご指摘のところは、恐らく、熱交換器の管の破断の部分だと思います。その後、メーカー側に

いろいろな実験等を行っていただきまして、おおむね原因は特定できております。これは、本来、

監視委員会の資料をお持ちして説明すべきところでしたが、具体的に申し上げますと、まず、熱交

換器にたくさんのパイプで冷却水を流すわけですが、入り口と出口の接続が誤っていたということ
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が一つございます。それから、熱交換器自体は、常に流している状態で使うということを前提とし

ていたのですが、実際の運用上は、必要なときに冷却水を流すという間欠運転をしていました。こ

の二つが複合して、一時的に熱が高まるのではないかというのは、おおむねメーカー側の検討でわ

かりまして、その報告書ではそのように結論づけております。 

 熱交換器の入り口と出口が逆だったという極めて初歩的なミスといいますか、本来あり得ないこ

となのですが、これをいろいろ調べてみたところ、熱交換器自体の製造段階で入り口と出口で間違

った表示がされていました。施工のときは、その表示を信じてつけてしまったものですから、結果

として逆になっている。これがかなり大きく作用しているというふうに考えております。 

 豊田事業では、百数十台の熱交換器、いろいろな種類があるので、それをすべて点検しまして、

必要なところについて、今回、事故を起こしたものと同じ交換器についてはすべて取りかえるとい

う対策を既にしております。 

 

【委員】 

 収集運搬とか、緊急時対応とか、教育訓練等々において、リスクアセスメントはどのような形で

おやりになったのか。 

 また、今お話がありましたけれども、ヒューマンエラーというのはあってはならないことなので

すけれども、それらも含めたリスクアセスは非常に重要なことかと思われますけれども、その辺は

いかがでしょうか。 

 

【委員長】 

 次の資料６が緊急時対応マニュアルですから、今の○○委員のご質問も踏まえて、緊急時対応マ

ニュアルの資料と、今日配付していただいた事業者緊急対応マニュアルの説明を一緒にしてくださ

い。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 今、委員の方からいただいたご指摘は非常に重要な観点だと思っております。リスクアセスメン

ト、リスクマネジメントについては、私自身も含めて一から教育訓練をやっております。 

 言えることは、絶対はあり得ないと思っています。絶対に事故を起こさないということを幾ら言

いましても、人間がやることですし、機械には必ず不具合が起こるという前提に立って物を構築し

ていかなければいけないと考えておりますので、何かあったら、とりあえず大きな事故にならない

ように、緊急時対応マニュアルを定めておりますし、連絡体制の整備もしていかなければいけない

と考えております。 

 そういった前置きで申しわけございませんが、資料６で緊急時マニュアルにつきまして、簡単に

ご説明させていただきます。 

 まず、この目的は、緊急異常事態が発生した場合、事業所がとるべき措置について、環境保全協

定に基づいて総合的な防災活動の円滑な推進を図って、災害の発生、あるいは、万が一、起こって

しまえば拡大を防止して、事業所の防災に関する社会的責任を果たすことを目的に定めております。 

 資料の構成としましては、１ページ、２ページ、３ページが３１条までございますマニュアルの
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骨子を書いてございます。マニュアル案そのものはその次のページにございますが、かなりの枚数

がありまして、これを逐一ご説明しているわけにはいきませんので、どんなことが書いてあるかと

いうことだけご紹介したいと思います。 

 マニュアルの概要でございますが、第１章においては、用語の定義、適用範囲を定めています。 

 それから、第２章においては、組織及び任務、事業所に自衛防災組織を設立しますけれども、こ

の構成と、防災管理者などの任務、それから、対策本部、指揮本部、消防隊並びに防災対策委員会

の設置、図書の整備を定めております。 

 それから、第３章におきましては、緊急時の通報・連絡体制の問題、それから、異常現象、どう

いう現象が起こったらどこにどういう順番で通報するのかといった手順を定めております。あるい

は、緊急異常事態が起これば、その状態の報告と、どう対応したのか、復旧はどうしたのかという

ことを踏まえまして、最終的には運転の再開ということになりますけれども、運転の再開は、協定

書にも定められておりますとおり、北海道、室蘭市の承認がなければできません。したがって、そ

ういうことを定めております。 

 第４章におきましては、応急活動ということで、初期活動、避難の指示及び解除、避難の協力、

防災隊の解散、調査報告書の作成、事後処理といったものを定めております。 

 それから、第５章におきましては、それらを滞りなくやるための教育訓練を定めております。 

 全体の構成はそういうことでございますが、緊急時対応マニュアル案の説明が重複しますので、

この条項は飛ばしまして、具体的にどんなものを定めているかという別表をご紹介することによっ

て説明にかえたいと思います。 

 資料の別表－①に自衛防災組織表というものがありまして、自衛防災組織というのはどういう組

織なのか、どういう任務なのかということが書かれております。対策本部、指揮本部、消防隊とい

う三つの組織によって構成されております。 

 それから次に、別表－②でございますけれども、それぞれ防災隊の基本任務表を掲げてございま

して、こういった仕事の役割があるということでございます。 

 それから次に、別表－③でございますけれども、防災隊の初期行動について定めをしております。

処理施設の作業従事者から具体的な異常現象が起こったらどういうルートでどう伝えて防災管理者

あるいは対策本部の設立に結びつけていくかということを素早くやるというフローが書かれており

ます。 

 それから次に、別表－④でございますが、それぞれの防災管理組織の選任及び任務を書いており

ます。 

 それから次に、別表－⑤－１は、緊急時通報系統図というものでございまして、万が一の場合に

は消防、警察、海上保安部、労基署に緊急通報するとともに、行政の窓口でございます北海道環境

生活部環境局、あるいは胆振支庁地域振興部、それから室蘭市役所さんの各担当窓口の課、それか

ら、保健所、医療機関等にご連絡をするという体制でございます。 

 ⑤－１の方は平日の場合です。 

 次に、⑤－２の方は、夜間または休日の場合にこういう連絡体制を考えております。 

 次に、別表－⑥ですが、どんな現象が起こったときにご連絡するのかということにつきましては、

火災の場合、爆発の場合、漏えいもしくは流出の場合、損壊の場合ということで、その程度を書い
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ております。 

 それから、別表－⑦－１につきましては、先ほど出てまいりました各監督官庁初め、関係の役所

に対しましてどういう事柄について連絡するのかということをマルとバツで整理したものでござい

ます。これが平日分でございまして、次のページの⑦－２が夜間と休日の連絡体制でございます。 

 別表－⑧につきましては、その通報内容を正確かつ簡潔に伝えるため、こういう事柄を迅速に報

告するということでございます。 

 それから、最後ですが、環境安全異常事態等速報というのは、事業所から本社にも報告しなけれ

ばなりませんので、これはもう少し時間がたちまして、その事柄をかなり明確につかんだ上で、写

真等も添えて報告をするフォーマットになっております。 

 以上のような様式を使いまして緊急時の対応を図っていきたいと考えております。 

 

【委員長】 

 それでは、○○委員、ご質問の内容はよろしいですか。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【委員長】 

 ほかにございますか。 

 

【委員】 

 マニュアル（案）の１２条ですが、緊急異常事態が発生したとき等で必要と認めたときはと書い

てあります。この整理については資料６の概要の中に書いてあるのですが、後ろのマニュアル（案）

を見ると、文面が少し変わっていて、同じ第１２条なのですけれども、原則として設置するとなっ

ています。これは、使い分けがあるのかどうかをお聞きしたいのです。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 １２条の原則としてというのは、事業所の事務管理室が１階にあるのですけれども、基本的には

ここに置く考えでおりますが、この近場で異常事態が起こったときにこの場所では無理な場合もご

ざいますということで、「原則として」という言葉を入れさせていただきました。その場合は、し

かるべき場所に移すという考えでございます。 

 確かに、前もってお渡ししたものから若干字句の修正等がございます。というのは、現在、この

内容を北海道庁さんと室蘭市さんとＪＥＳＣＯの３者で協議中でございまして、整合性のとれてい

ない今のようなところや、用語の使い方がばらばらなところのチェックをいただいておりますので、

ちょっと修正がございます。今後も若干あるかもしれませんので、そこのところをご了解いただき

たいと思っています。 

 

【委員長】 
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 そういう意味で案なのですね。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【委員長】 

 ほかにございますか。 

 

【委員】 

 市民にどういう情報が伝わるのかということですけれども、基本的には、別表－⑥に異常現象通

報範囲基準表というものがありまして、ここに該当したものはすべて市に行って、市民へ伝わると

いうのは、その後、そこから市民に伝わるという形なのでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 ＪＥＳＣＯとしては、そういう考えでおります。 

 ただ、協力するという条項が一つございます。２７条に避難の協力という条項がございまして、

室蘭市、消防または警察等から近隣地域の居住者に対し避難の指示または勧告がなされたときは、

ＪＥＳＣＯはこれに協力するものとするということがございますので、この点はやっていきたいと

思っております。 

 

【委員】 

 続いて、市の方になると思うのですけれども、基本的には市民に異常現象通報範囲というのは、

ＪＥＳＣＯから連絡がきた場合、避難があるかどうかは別にして、基本的には、報道機関を通じて

すべて市民に伝えるということなのでしょうか。それとも、その中でまたガイドラインをつくって

市民に伝えるというワンクッションがあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 確認ですけれども、緊急的に、そのときにという意味も含めてですか。それとも、あった事実を

ということですか。 

 

【委員長】 

 両方です。 

 

【委員】 

 ですから、異常というのは、前回の豊田のような事故は施設停止になるので、私の判断では異常

現象に入ると思いますけれども、その前の段階のもう少しささいなトラブルですね。 

 というのは、前回、この会議でもお話ししたのですけれども、ガイドラインというのは、レベル

分けをしないと市民の方が混乱するので、その伝え方として、何らかのガイドラインをつくって伝
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えると思うのですが、それを市の方でつくるときに、この場を通じてやるのか、それとも、ＪＥＳ

ＣＯなり市の方で市民にどういうふうに伝えるかということを考えるのか。これとこれは別ものな

のか、一緒なのかということです。 

 

【事務局】 

 先ほど油井所長の方からもありましたように、今、このマニュアルの案を示してもらって、今、

庁内の方で検討を進めているところです。具体的に詰まっておりませんけれども、基本的にはすべ

て公表するような考え方でおりますので、その手続等については、これから庁内で協議して決めて

いきたいと思います。 

 

【委員】 

 多分、８月からＰＣＢ自体が搬入されることになると思うのですけれども、前回お話ししたこと

の繰り返しになりますが、ガイドラインがないと、本当にＰＣＢが漏れるようなレベルの話なのか、

たまたま水の通りが悪いというレベルなのか、その辺の判断ができないので、施設の稼働は、試運

転の各段階に、ある程度あわせてやっていただいた方がいいと思います。１０月が本格稼働ですか

ら、できれば、その前の試運転の段階から、ＰＣＢの処理が始まった時点でそういうガイドライン

にしてやっていただいた方がいいと思います。 

 というのは、どの報道を見ても、市民の方が知りたいことと行政が発表することとのずれがあり

ます。こっちは発表する必要はないと思っても、市民はこうだったというそごがあってトラブルに

なっているケースが多いので、その辺は早い段階で、できればこの会議でもそういうガイドライン

を示していただければと思います。 

 

【委員】 

 円卓会議と緊急時対応の関係についてはどうなるのか、それは余り書いていなかったような感じ

がします。 

 

【委員長】 

 本日配られた資料の最初に円卓会議設置要領というものがありまして、第２条の円卓会議で次の

事項について監視するということで、整備と操業と収集運搬と運行管理と環境モニタリングと情報

公開と安全と生活環境の保全ということになっています。要するに、円卓会議の仕事というのは、

ＪＥＳＣＯがＰＣＢの処理を適切に行っているということについて北海道と室蘭市の間に立って意

見を述べるというのが我々の仕事ですから、今、○○委員がおっしゃったように、こういう緊急対

応のマニュアルに上がってくるような事態よりは、先ほどＪＥＳＣＯからご説明があったように、

それぞれの事業所でいろいろなトラブルが起きているわけです。そのトラブルがＰＣＢの適正な処

理を行う上で見過ごしできない問題であれば、それは第２条の項目に該当します。例えば、工場の

技術者の人がトンカチを落として床に穴をあけてしまった、へこんでしまった、これくらいのこと

は別に問題にすることはないだろうと。 

 そういう意味では、円卓会議というのは非常に重要な役割を持っていますし、場合によっては、
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先ほどの緊急時対応マニュアルに書いていないことでも、本当は円卓会議にきちっと話をしてもら

って、それは市民にきっちり伝えなければならないことだということもあるのではないか。 

 それは、これは緊急時対応マニュアルですから、これよりもマイナーな事故で、どの範囲までは

円卓会議に報告していただいて、あるいは、円卓会議は頻繁に開くわけにいきませんので、市民に

室蘭市さんの責任で情報公開をしていただくと。ただ、それはどの範囲かということは、どこかで

議論しなければいけないような気がしますが、ＪＥＳＣＯさん、いかがですか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 操業停止なりその再開についての地元自治体並びに円卓会議の関係については、それぞれ協定書

において基本的な考え方が示されています。これは、各事業でそれぞれちょっと異なる状況になっ

ているのですが、北海道事業の場合は、何か起こって操業を再開するときには道と市の承認を得る

ことになっております。 

 円卓会議との関係については、その経緯について報告するというのが協定書上の取り決めになっ

ております。実は、豊田事業も同じような仕組みになっているのですが、実際のところ、トラブル

等が起きて、豊田の場合は市だけですけれども、豊田市の承認を得て再開した後で報告するという

運用はしておらず、その途中で、安全監視委員会でご意見をいただきながら、その意見を参考にし

つつ、市は結果的に承認するという形で今まで来ております。そのトラブルの内容にもよりますけ

れども、それなりに重大なトラブルが起きた場合は、道と市が円卓会議と関係なく承認するという

ことではなくて、恐らく、その過程においていろいろご説明し、ご意見を伺った上で室蘭市の方で

承認をいただくという流れになるのではないかと考えております。 

 そういう運用をしていただいた方が、我々の方としてもいろいろな意見をいただけますので、い

いと思っております。 

 

【委員長】 

 要領の第１０条の意見というところで、監視円卓会議は第２条第１項各号というのは、先ほどの

整備から情報公開その他、もろもろに関してですが、意見を述べることができるとあります。意見

は、道に対し、原則として書面により提出するものとするということになっております。本当に環

境や人の健康や安全にかかわるようなことが起きたとして、少なくとも円卓会議としてもうやって

はいけないよというような意見書を出すこともできるわけで、それに対して、道は室蘭市さんとよ

くご議論されて、具体的に事業の許可を撤回するような判断までいくことがあるかもしれないとい

う意味で、この円卓会議は、非常に重要であり、つらい立場でもあるわけです。ただ、意見書を出

すか出さないかということを判断するときに、適切なＰＣＢの処理を行っていないというわけでは

なくて、行っていても、例えばヒューマンエラーでささいな事故が起きたときに、それに対して適

切な処置がとられれば、それはそれとしていいのではないかということは我々が判断しなければい

けないことだと思います。 

 これは私からのお願いですが、どこまであるかどうかわかりませんけれども、現にＪＥＳＣＯさ

ん、ＪＶさんは、作業工程あるいは作業の手順書をお持ちですね。その作業の手順書どおりに行わ

れなかったことは、当然、記録に残るわけです。ＩＳＯ９０００なり何なりからいってもね。そう
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いうエビデンスに対して、事業者としてはどういう措置をとっていたかというような記録の積み重

ねがリスクマネジメントの将来にとって役に立つわけです。ですから、そういうものに関して、可

能な範囲で処理事業が行われるようになったら、そういうようなエビデンスがどんなところで起き

ていたのかということは、円卓会議でご報告していただいた方が、我々の方も、道も市も、リスク

負担の仕事に関して信頼性を増すことになると思います。今日直ちにご返事はいただきませんが、

そのようなことも少し考えて工夫をしていただくようにお願いしたいと思います。 

 どうぞお願いいたします。 

 

【委員】 

 ＪＥＳＣＯさんが言われたように、事故なんてほとんど起こらないと思いますが、万一起こった

場合は、それを収拾していく段階で、円卓会議で議論していくというふうに理解していてよろしい

ですか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 円卓会議自体は、北海道と室蘭市の主催の会議ですので、基本的には道と市と相談をしてやらせ

ていただきたいと思いますが、今までも、漏出事故を含めていろいろなトラブルが起きたときには、

必ず、地元自治体にいち早く連絡しています。例えば、北九州で天井が剥離したときには、監視委

員会を緊急に開きまして、現場を見ていただくとともに、意見交換をしております。そういう形で、

自治体の方でそういう判断をしていただければ、当然、ＪＥＳＣＯ側としてもご協力をしてやって

いきたいと思っております。 

 

【委員】 

 それは、道も市もそういう立場でよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

 そのとおりで結構でございます。 

 

【委員長】 

 緊急時対応マニュアルだから、今の社会的情勢からいえばなくてもいいのかなと思うのですが、

警察が入っていませんね。ここに浸入してやばいものを何かという話は緊急時ですね。ただ、この

マニュアルには警察が入っていないのではないでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 警察は、連絡先の一つとしては入っています。 

 

【委員長】 

 ただ、警察から連絡が来ないのです。何か起きて警察に言うのは当然ですが、このマニュアルで

は警察から連絡がないのですよ。そこまで考えなくてもいいよと言われればそうかもしれないけれ
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ども、ちょっと気持ちが悪いなと思います。 

 まだ案ですから、考えてください。 

 

【委員】 

 先ほどお聞きしたかと思いますけれども、緊急時対応マニュアル案の中の緊急異常事態の①は、

ＰＣＢなど法令で定める有害な物質が流出または流出するおそれが生じた場合とあります。この初

めの方の流出というのは、流出してしまったことを言うわけですね。次の２番目の施設の敷地とい

うのは、建物の外部なのですけれども、施設の敷地内で法令等に定める有害な物質が漏えいした場

合、これは非常に関連性があることだと思うのです。この辺の線引きは、リスクアセスメントで教

育訓練をする場合にも非常にクリアにしておかなければいけないことかと思うのですが、いかがな

のでしょうか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 プロジェクトマネジャーの織田と申します。お答え申し上げます。 

 まず、①では、流出した場合とおそれが生じた場合ということで、そういった可能性がある場合

も含めてということです。 

 

【委員】 

 この流出というのは、流出してしまったことを言うわけですね。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 そうです。 

 

【委員】 

 それでは、漏えいした場合というのは、敷地内で、建物の外部にはまだ行っていないことを指す

わけですか。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 外には出ていません。 

 

【委員長】 

 ちょっと時間が過ぎていますが、今日は初めての方もいらっしゃいましたので、少し時間をとら

せていただきました。 

 次に、その他ということで、事務局から資料が準備されておりますので、ご説明してください。 

 

【事務局】 

 道庁の三木と申します。 

 資料７に基づきましてご説明させていただきます。 
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 まず、資料７でございますけれども、タイトルにありますとおり、平成１９年度の北海道ポリ塩

化ビフェニル廃棄物処理計画の実施計画ということで、今年度、どういう処理を行うかというもの

をことしの３月３０日に定めましたので、ご説明させていただきたいと思います。 

 ここに書いてありますのは、１５県との間で、ＰＣＢの搬入に当たって、搬入者などに対しての

指導等方針を定めております。また、ＰＣＢ廃棄物処理実施計画というものを定めておりまして、

それぞれ年度ごとに定めるのですけれども、その年度に処理をするＰＣＢの計画を定めましょうと

いうことが書かれてございます。 

 なお、お手元に配付させていただきましたパンフレットの５ページ目の北海道ＰＣＢ廃棄物処理

計画の概要の下の方にございますけれども、道内で年度ごとに重点地区を設けて処理をしていくと

いうことがごらんいただけると思います。１９年度については、室蘭を含む胆振管内から処理をす

るということで計画してございます。 

 本年度は、そういったエリアにおいて、資料に戻って１番でございますが、処理の対象となるＰ

ＣＢ、トランス、コンデンサ、ＰＣＢ油ということで、大きく分けてこの３種類を対象にしており

ます。その下に、具体的に今年度処理する予定の数量を記載していただいておりまして、トランス

であれば６４台ということで記載してございます。 

 また、なお書きの方には、ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者でも、３０台以上保管している方、

または１、２台しか保管していない方、いろいろいらっしゃいますが、３０台以上お持ちの方はベ

ースロードとして取り扱うものとします。ベースロードというのは、計画的な搬入をしやすくする

ため、保管業者の方とうまく連携して処理量の均一化を図りたいと考えているもので、これをベー

スロードと言っております。 

 それから、２ページ目になりますけれども、今年度は先ほど申しました数量の処理を進めていく

のですけれども、確実に処理を進めるためにいろいろな方策を立ててございます。まず一つは、Ｐ

ＣＢ廃棄物の収集運搬につきましては、お手元に小さいタイプのパンフレットを配付させていただ

いております。いわゆる輸送中により安全、確実なということで円卓会議でもご説明させていただ

いておりますけれども、各保管事業者さんや収集運搬業者さんにお渡ししていまして、実務要領と

いうことで、北海道ならではの特性に配慮した運搬をしていただくということで、こういったもの

を周知させていただいておりまして、ほかの１５県の方にも同様に管内の事業者に周知をしてくだ

さいということで取り扱わせてもらっております。 

 また、先ほどモニタリング結果についてご説明させていただきましたけれども、この情報センタ

ーは１０月くらいからオープンするということですけれども、オープンしましたら、モニタリング

結果をここでも見られるような形で普及啓発を進めさせていただきたいと思ってございます。 

 それから、２ページ目の（３）、（４）でございますけれども、先ほどご説明しました北海道Ｐ

ＣＢ廃棄物処理計画では、北海道及び１５県に保管をしている、または使用中のすべてのＰＣＢを

処理するということで取り扱っておりますが、現在、建設中の施設につきましては、トランス、コ

ンデンサ、ＰＣＢ油の種類しか処理ができないということで、（３）ですが、安定器などその他の

ＰＣＢについては早期に処理をしていただくように、国に対し、機会をとらえて今後とも要望して

いきたいということで、１５県と一緒になって取り組んでいきたい。また、同じ広域で処理を進め

る北九州事業では、現在、建設に向けて事業が進んでおりますが、ＰＣＢの場合、先ほどの処理計
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画にございますとおり、最終年次が２８年ということで後ろが決まっている話ですので、北海道の

場合は２４年までに道内分を処理したいと思っていますけれども、施設整備について早急にという

ことでお願いしたいと思っております。 

 なお、（４）に試運転の計画がございますけれども、先ほどＪＥＳＣＯさんの方でご説明したも

のを、さらに要約したものを別紙としてつけさせていただいております。これについても、北海道

の事業の場合は広域で処理をするということですので、１５県の方々と、広域協議会というものを

設けまして、その中で安全な収集運搬を進められるように計画しているところでございます。 

 私の方からは以上でございます。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

 続いて、環境省の方からお願いします。 

 

【環境省】 

 それでは、資料８に基づきまして説明させていただきます。 

 ＰＣＢ廃棄物処理事業の推進についてということで、これまでの経緯と、どのように進んでいる

のかという現状と、今後の予定についてご説明させていただきます。 

 資料８の１ページの上の三つまでですが、ＰＣＢはもともと有用な物質として使われてきていた

のですけれども、昭和４３年にカネミ油症事件が発生するなど、社会問題化しまして、昭和４７年

以降、製造は行われておりません。こういったものにつきまして、民間によるＰＣＢ処理施設設置

の動きがあったのですけれども、結局、これまで処理が行われず、長期にわたり保管が継続されて

きたということがございます。 

 また、ＰＣＢを使用していない地域の人々からもＰＣＢが検出されるなど、国際的な問題として

懸念が高まり、対策がとられてまいりました。 

 欧米諸国では既にＰＣＢ廃棄物の処理が進んできておりまして、日本においても速やかにＰＣＢ

廃棄物を処理しなければならないということで、平成１３年６月に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措置法及び日本環境安全事業株式会社の前身でございます環境事業

団法の一部を改正する法律が公布されました。 

 これらの法律によりまして、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者に一定期間内の処分の義務づけがな

されまして、こういった義務を履行していただくためには、早期に処理施設を設ける必要があった

ことから、環境事業団のＰＣＢ廃棄物処理事業を承継しました日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳ

ＣＯ）を活用したＰＣＢ廃棄物の拠点的な処理施設の整備を進めてきているところでございます。 

 平成１６年１２月に北九州事業が開業して以降、豊田、東京、大阪の四つの事業を開始しており

ます。 

 これらの施設におきましては、高圧トランスや高圧コンデンサといった高濃度のＰＣＢを含有す

る廃棄物の処理を対象にしているところでございますけれども、昨年度、平成１８年度からは、北

九州事業におきまして、高圧トランスや高圧コンデンサといった高濃度のＰＣＢを含有するもので

はなく、それよりＰＣＢ濃度が低い小型の電気機器や感圧複写紙、ウエス―ぼろきれのことです
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けれども、それから、汚泥といったＰＣＢ汚染物等の処理施設の整備を開始したところでございま

す。 

 平成１９年度は、北九州事業におきますＰＣＢ汚染物等の処理施設の整備を引き続き進めるとと

もに、北海道事業におきましても、ＰＣＢ汚染物等の処理施設の設計に係る予算を環境省として計

上いたしております。地元自治体の皆様方と調整を行いながら、引き続き、北海道事業の整備を進

めていきたいと考えております。 

 ２ページでございますけれども、現在、考えております前提条件の案について書かせていただい

ております。 

 設置場所としましては、まさに建設中の施設の近傍に増設したいと考えております。 

 処理の対象物としては、小型の電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等でございます。 

 また、処理対象区域は、従前のものと変わらず、北海道と東北、北関東、甲信越、北陸の１５県

を考えております。 

 処理方式につきましては、現在、検討中でございます。 

 この北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設の増設にかかわりまして、環境大臣が定めますＰＣＢ廃棄物処

理基本計画の変更といった手続、また、ＪＥＳＣＯにおきましては、事業基本計画の変更や、どの

ような事業を実施していくかという北海道事業部会における検討、また工事の発注手続などが必要

になってまいります。 

 今後、これらを進めていきたいと考えております。 

 残りの３枚目と４枚目は参考資料でございまして、３枚目のＰＣＢ廃棄物処理の優先順位と書か

せていただいている資料では、今は、まさに第１段階の処理施設の建設をここで進めておりまして、

私がご説明させていただきました増設にかかわる部分が第２段階のところを指しております。第１

段階と第２段階をＪＥＳＣＯの処理事業の中で実施したいと考えております。 

 ４枚目は、各事業の地区割りを示したものでございます。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 それでは、今、道と環境省から説明があったことについて、ご質問やご意見をいただきたいと思

います。 

 

【委員】 

 私は第２のものを知りませんでした。ちょっと読み落としておりました。これを室蘭市につくる

というのは、どういう理由からなのでしょうか。 

 例えば、非常に単純な市民感情としては、これ以上欲しくない、よそのところでつくってくれと

いう感情もあるのではないかと思うのですが、室蘭市につくることを提案された理由はどういうこ

とでしょうか。 

 

【事務局】 

 先ほど、三木の方からお話しさせていただきましたが、１７年３月に室蘭市に１５県分の処理施



 30

設をつくるということをご説明申し上げたときに、その前段は、北海道の中にあるＰＣＢ廃棄物全

部を処理します、そして室蘭にお願いしたいですというお話をしております。その次に、１５県分

にふやして処理をさせていただきますということで、室蘭市と私どもの方で説明会をいろいろさせ

ていただいて、今、ここに来ております。 

 今、環境省もお話ししましたし、私どももお話ししたのですが、トランス、コンデンサという重

機器プラスＰＣＢ汚染物というのは、ＰＣＢの量でいくと全体の何％程度しか占めないのですけれ

ども、確かにそういうものもありました。蛍光灯の安定器なども含まれます。それらを含めて、北

海道、東北の１５県にあるＰＣＢ廃棄物を室蘭市で処理させていただきたいということでご説明申

し上げて、当面急ぐ、大きなトランス、コンデンサ、資料７の１に書いてある大きなものの処理を

させていただきたいということで、今、ここで事業を進めてきております。 

 そこで、いよいよ１期目の大きなものの目途が大体ついてきたので、次には、その他の汚染物の

処理について今後処理しなければいけないので、今、環境省から話があったように、第２段階とし

て汚染物の処理を進めていきたいということでお話をさせていただきました。 

 ですから、今回、室蘭に新たにＰＣＢ汚染物を持ってきますという認識ではなくて、既にご説明

させていただいている中で、今回、具体的な話になってきたのでご説明させていただいたというこ

とでございます。 

 

【委員長】 

 手続的にはそういうことです。 

 

【委員】 

 では、こういうものはもう既に決まっておったということですか。 

 

【委員長】 

 はい。 

 

【委員】 

 私が知らなかったということですね。 

 

【事務局】 

 特に、私どもも、最初のときに１期、２期という概念は特にお話し申し上げていませんでした。

ただ、こういうものがあります、重機器もあるし、汚染物もありますということをご説明した中で、

それらを室蘭でやります。ただ、１７年のお話の仕方というか、とりあえず、１００あるうちの九

十数％を占めるＰＣＢの重機器の処理をまず最優先にしなければいけないので、私どもはそちらの

説明を随分やらせていただいたため、私どもの説明がなかなか伝わっていかなかった部分も確かに

あると思います。それは、私どもの説明が不足していた部分もあると思います。ただ、全体のお話

はそんな形で進んでおったというふうに認識しております。 
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【委員長】 

 ほかにございませんか。 

 

【委員】 

 私も、長くかかわってきた一人ですが、第２期の施設というのは案ということでございますね。

私は、ＰＣＢのトランス、コンデンサのあたりのことだけで頭がいっぱいでございましたので、そ

の他の次の汚染物、ここに書いてあります細かい電気機器やウエスや複写紙などは全く頭になった

わけで、今、あらっというふうに思っているところです。 

 その辺を、ほかの委員の皆さんはご存じだったのですか。 

 一時、道議会の中で、電気器具とかいろいろなことはどうなのだろうか、言葉は悪いのですが、

ついでに一緒にやってしまったらいいのではないかというような話が出た。けれども、私たち市民

としては、これにかかわる前に、賛否を問うたときに、そういう話は全くありませんでしたし、あ

くまでもＰＣＢのこの部分でとらえていました。 

 これは、私の認識不足だったのか、委員長、どうなのでしょうか。 

 

【委員】 

 関連してですが、市民側としては今の意見と全く同じだと思います。我々は漁業組合から来てい

るけれども、室蘭市から最初には、ＰＣＢが含まれているものは、トランスやら、そういう細かい

ものやら何やらがあるという話は、ＰＣＢ全体としての話は説明も受けて聞いていると思う。そし

て、当初は道内のものですね。そして、最後まで残ったものは、よそのところのものまで北海道で

する必要はないのではないかという意見が大勢だと思うのです。 

 円卓会議や監視委員会で賛成とか反対という意見はだめなのですね。最初は、我々漁業サイドは、

室蘭港を利用して、そこで仕事をしながらＰＣＢを見なければならないということで、だめだと言

ったら、そういう論議をするところではないと、それはもっと上の段階で決めるのだろうと思うけ

れども、みんなの意見としてはそうだと思うよ。トランスとか大きいものの処理だけで、この前に

処理されたときだって、そういうものを処理するということで、あとの細かいウエスなども処理す

る施設をつくりますということは聞いていないよ。これは初耳です。 

 

【事務局】 

 今、お話があったように、確かに、去年の道議会でもそのような議論がありました。あのころは、

国の方といろいろお話をしている中で、いずれにしても、私どもとしてはそういうつもりでいまし

た。ただ、国がその他物の処理をどのように計画に位置づけてどうするのかという議論がまだはっ

きりと決まっていない中で、北海道でやるとかやらないという議論にもなりません。 

ただ、先ほど言ったように、北海道と１５県の中では、その他物も含めてという考え方は確かに

ありました。ただ、北海道議会の中でそういう話が来たときには、国の方でまだ整理されていない

ので、今後議論になっていくでしょうと。 

 それで、２期工事という言い方も何なのですが、次のその他物の処理もいつかはしなければいけ

ません。これは、室蘭なのか、ほかの場所なのかという議論も当然あります。今回、このお話があ
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って、では、その他物はどのくらいあるのか、汚染物も、特に今日はそういう資料をお持ちしてお

りませんので、その辺の資料もきちんとお示しして、実際に北九では、２期工事と言いながら、今、

設計工事を進めているというお話もさせていただきながら、その辺の議論を少し深めていただけれ

ばという感じはしております。 

 ただ、一つご理解をいただきたかったのは、全く初めて急にこうだよと出したのではないという

ところだけはご理解いただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 要するに、ＰＣＢの処理の推進に関する特別措置法云々では、高濃度ＰＣＢと低濃度ＰＣＢと両

方処理するのだというふうに書いてありました。多分、道も室蘭市さんも、最初は北海道のものだ

けをやるのだけれども、いずれ次のものも来るだろう。ただ、それがいつ来るかということに関し

ては、室蘭市だけで北海道内をやろうとしたら……。 

 

【事務局】 

 １５年、それから１７年です。 

 

【委員長】 

 １５年ですね。あのときには、まだ先のスケジュールが見えなかったのです。それは確かだと思

います。ただ、法律でそういうことをしなければならないというなかに、低濃度ＰＣＢが入ってい

たことはそうだと。それで、ここは円卓会議ですから、今さらどうこうというわけにはいかないの

で、我々としては、道と環境省がそういう計画をお持ちだと。お持ちだけれども、どういう計画か

わかりませんし、あんな大きいものをつくるのか、どんなものができるのか、○○委員も関係して

おりますけれども、水産業の立場からいけば、全く影響がないものなのか、いいものなのか、それ

こそ山のものか海のものかもわからなくて、こういうものをやりますと言われても困るわけです。

あるいは、我々としては、市民の方に、低濃度も処理するのだけれども、それはこっちよりももっ

と安全だとか、先ほど道の田中局長からお話があったように、進めるのなら進めてもいいけれども、

いざとなったら意見書を出してやめてもらうこともあり得るとかね。 

そうは言わないけれども、もう少し情報をくださらないと、公募委員の方も、我々学識経験者も、

関係団体の委員の方も判断がつかないのです。今回はこういうことがあるとして、次回にはもう少

し詳しい資料をお出しいただいて、環境リスクがなくて、道あるいは東北１５県の皆さんに北海道

から話がされるのだということがわからなければ、なかなかすっきりいかないというのが正直なと

ころだと思います。 

 ですから、いろいろな意味で情報提供をしていただいて、リスクコミュニケーションをさせてい

ただいて、少し勉強をさせていただくということにさせていただきたいと思います。 

 環境省の方も予算計上をしているというけれども、実施設計の分まで予算計上しているわけでは

ないでしょう。 

 

【環境省】 
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 地元自治体の皆様の合意の上で進めていく事項でありますので、確かに予算は計上しております

けれども、場合によっては繰り越しということもあり得ると考えております。 

 

【委員長】 

 そういうことで、少し情報提供していただきながら、我々が理解できるような処理施設になると

いうことが大事です。 

 

【委員】 

 これは、環境省は関係なくなって、北海道、室蘭市の方になるわけですが、協力してくださいと

か一回頼みますという話ではないのですね。これは、今、委員長も、切ない話だということを言わ

れていますので……。 

 

【委員長】 

 ですから、今日はそういうお話があったことにして、次回に……。 

 

【委員】 

 要望として意見を出したいのです。ここに、早期に処理体制を確立するよう国に要望すると書か

れていますが、その処理方法やいろいろなことについてまだ明確ではないと思うのです。ですから、

そういう形で書くのではなくて、早急にやってもらいたいことと。 

 私たちが一番心配するのは、低濃度にしろ何にしろ、そういうものがあちこちにかなりあると聞

いているので、それをきちんと管理なりするということが前提だと思うのです。一緒に処理するこ

とを考えて、片方で漏えいしているのでは、そんなものは本当に処理する意味がないので、その辺

もきちんとやってもらいたいと思います。 

 

【委員長】 

 前回か前々回に、○○委員と○○委員が、その他物はその後にどうなるのだ、どういう処理でや

るのだというご質問をされたのですが、そのときは、まだ道も環境省も方針が決まっていなかった

ら、ふにゃふにゃふにゃっとなってしまったのです。どうやってやるかというのはこれからのこと

だと思いますので、円卓会議では新しい仕事がふえてしまって、新しい工場の監視だけでは済まな

いような感じもしないわけではないですが、委員の方には、ひとつよろしくご協力いただきたいと

思います。 

 とにかく、今一番大事なのは、油井さん、きっちりつくって、ばっちり動かして……。 

 

【ＪＥＳＣＯ】 

 まずは１期を。 

 

【委員長】 

 それで、みんなが大丈夫だと言ってくれるように、ぜひ頑張ってください。 
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 それでは、これから見学がありますので、あとは事務局にお任せします。 

 

【事務局】 

 眞柄委員長、委員の皆様、今日はどうもありがとうございました。 

 ２期目の初めての会議ということで、非常に活発なご意見を賜りましてありがとうございました。 

 先ほどの資料にございましたけれども、本年度の監視円卓会議の今後の予定でございますけれど

も、今のところ、今日を含めまして４回の開催を予定してございます。２回目は、試運転用のＰＣ

Ｂ廃棄物搬入前、今の予定では７月下旬です。それから、３回目は、今の予定では１０月から操業

開始というふうに承っておりますので、その開始前を考えております。さらに、４回目は、年が明

けまして１月くらいを予定して進めてまいりたいと考えております。正式に決まりましたら、改め

てご連絡申し上げたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

５．処理施設見学 

【事務局】 

 それでは、ちょっと時間が押してしまいましたけれども、これから処理施設の視察に向かいたい

と思います。 

 

 

 

６．閉  会 

 

 


