
 
 
 

ＰＣＢ廃棄物処理施設に対する 
室蘭市の基本的な考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 

室  蘭  市 
平成１４年１２月 

 



はじめに 

 

 本市には、明治末から約 1 世紀に及ぶ工業都市、ものづくりのマチとしての

発展の中で、北日本においても有数な工業基盤とともに、それに伴う技術や人

材等の多くの工業技術集積があります。 

 現在、地球温暖化などの地球環境問題への対応が求められる中で、環境の世

紀としての２１世紀における循環型経済社会システムの構築に向けた環境産業

への取り組みが始まっており、本市においてもこれらの工業技術集積を活かし

た環境調和型の循環型産業へ各種の展開が進められています。 

 

 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は、電気絶縁性や不燃性等の特性から、昭和

２９年（1954 年）から電気機器や熱媒体として広く使用されていましたが、昭

和４３年（1968 年）のカネミ油症事件を契機にその毒性が問題となり、製造、

使用が禁止となり、以来長期の保管がされてきましたが、保管中機器の不明等、

ＰＣＢの環境中への漏洩が懸念されており、早期の無害化処理が求められてい

ます。 

 近年、新たに化学処理による無害化処理の技術が確立したことなどから、国

においてもその処理に向け、平成１３年（2001 年）には「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」の制定や「環境事業団法」の

改正などの制度面の整備を行いました。 

 これを受け、環境事業団による拠点処理施設の整備に向けた取り組みが、北

九州市、豊田市、東京都、大阪市で進められるなど、全国各地においてもＰＣ

Ｂ無害化処理に向けての取り組みが行われています。 

北海道においても平成１３年度に適正処理に向けた検討委員会が設置され、

北海道におけるＰＣＢ廃棄物処理の基本的方向を示した「北海道ＰＣＢ廃棄物

適正処理基本方針」が本年４月に示されました。 

  

 この基本方針を受け、本市が有する工業基盤等がＰＣＢ処理事業の立地に適

していることなどから、その受け入れに向けた表明を５月９日に行ったところ

です。 

 その後６月に、北海道が道内での処理施設立地については、本市に優位性が

あるとし、国のＰＣＢ処理基本計画への位置付けを要請したことから、ＰＣＢ

廃棄物無害化処理に関する正しい理解を市民の方々にして頂くため、説明会の

開催を行ってきました。 

 

 現在、２０世紀の負の遺産であるＰＣＢの無害化処理が地球規模で取り組ま

れ、次の世代に対する責任ということを考えますと、本市での取り組みは、北

日本において 1 世紀にわたり培ってきた工業技術や研究開発機能を有する本市

の役割であり、北海道ひいては、日本全体の環境保全への社会貢献となること

と考えます。 



 本市は、今、これまでの先人達が築いてきた工業技術等の集積を生かし、新

たな産業としての環境産業への取り組みを産官学の連携の中で、全市を挙げて

進めています。 

 ＰＣＢ廃棄物処理事業については、ものづくりのマチとしての本市の使命を

果たす中で、地球環境保全への先駆的・先端的な事業として取り組むことによ

り、今後の環境産業拠点形成へ向けた一層の集積が進められることと考えます。 

 

 この「基本的な考え方」は、これまでの説明会での市民の方々からのご意見

や市議会でのご論議とともに、室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会からの助言等

を頂く中で、今後のＰＣＢ廃棄物処理事業を安全で安心して進めるために市と

しての考え方を取りまとめました。 

この「基本的な考え方」については、今後、国、北海道への受け入れに関す

る考え方を示すに当たっての基本とするとともに、長期にわたるＰＣＢ廃棄物

処理事業を進めるに当たっての基本的な指針になるものと考えています。 
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第１章 ＰＣＢ廃棄物処理への取り組み 

 

１ ＰＣＢ廃棄物処理の必要性 

 

１） ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）について 

 ＰＣＢは電気絶縁性や不燃性等の特性から、電気機器等を中心に国内で約

54,000 トンが使用されましたが、カネミ油症事件を契機にその毒性が問題とな

り、昭和４８年（1973 年）には製造・輸入・使用が原則禁止となりました。 

 ＰＣＢの毒性については、残留性や生物蓄積・濃縮性があることや、ダイオ

キシン類であるコプラナＰＣＢを含んでいることなどから、発ガン性や環境ホ

ルモンとしての疑いが持たれています。また、地球規模での汚染が広がってお

り、残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）の一つとして、その無害化への国際的な

取り組みが各国で進められており、我が国においても早期な取り組みが求めら

れています。 

 ＰＣＢの無害化処理については、昭和６２年～平成元年（1987 年～89 年）に

高温焼却により約 5,500 トンの処理が行われましたが、その後、焼却施設の立

地は住民同意が得られず行われていません。 

 その後、平成１０年（1998 年）に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、

廃棄物処理法)」の改正により、新たに化学処理の方式が認定されたことから、

一部の企業での自社処理が開始されています。 

  

ＰＣＢは残留性が強いことや、環境ホルモンとして生殖等への影響が疑われ

ており、大気や水等の環境へ漏洩した場合、長期間にわたる地球規模での生態

系への影響が懸念されています。 

 ＰＣＢ廃棄物はこれまで約３０年間保管がされていますが、既に不明となっ

たものも少なくなく、今後の長期にわたる保管は、次の世代に対して大きなリ

スクを強いることとなり、早急な無害化処理の実施が必要となっています。 

  

２） ＰＣＢ廃棄物処理に向けた動向 

 この様な中で、ＰＣＢ無害化処理に向けた体制整備として、平成１３年（2001

年）には、「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」

（以下、ＰＣＢ特措法）を制定するとともに、「環境事業団法」の改正により、

国主導による事業実施に向けた体制の整備が行われています。 

  

また、北海道ではＰＣＢ特措法の施行を受け、北海道内のＰＣＢ廃棄物の無

害化処理についての検討を行うため、平成１３年７月（2001 年）に北海道ＰＣ
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Ｂ廃棄物適正処理検討委員会が設置され、平成１４年３月に報告書がまとめら

れ、その報告書をもとに、北海道内におけるＰＣＢ廃棄物については、道内に

おける処理を基本とすることを基本原則とした、「北海道におけるＰＣＢ廃棄物

に関する適正処理基本方針」が平成１４年４月に示されています。 

 

この基本方針を受け、本市の持つ工業技術や交通等の基盤がＰＣＢ廃棄物処

理施設の立地の条件として道内において優れていることや、取り組みを進めて

いる環境産業での先導的なプロジェクトとなることから、その受け入れについ

て北海道へ要請したところです。 

 現在、北海道は本市に立地の優位性があることから、ＰＣＢ特措法に基づく

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画への位置付けを国へ要請しています。 

 

 

２ 「基本的な考え方」の検討の前提 

 

 本市で受け入れを検討するＰＣＢ廃棄物処理施設については、北海道におけ

るＰＣＢ廃棄物適正処理基本方針を踏まえ下記の内容とします。 

 

○ 事業主体については環境事業団とします。 

○ 処理対象物は北海道内にある高圧トランス・高圧コンデンサ等と蛍光灯安

定器を主としたＰＣＢ廃棄物を基本とします。 

○ 事業期間は平成２８年３月とします。 

○ 立地場所については、室蘭市仲町の新日本製鐵㈱室蘭製鐵所の工場敷地南

西臨海部（図１）を第一候補地とします。 

○ 処理順序は室蘭市に保管されているものを基本的に優先します。 

 

 

３ ＰＣＢ廃棄物処理事業における安全性確保の基本的な考え方 

 

 ＰＣＢ廃棄物の処理にあたっては、安全で安心出来る事業とするため、処理

事業の安全性と信頼性の確保が重要であると考えます。 

 安全性のある処理事業を進めていくためには、ＰＣＢ廃棄物処理事業に限ら

ず、機械のトラブルや操作ミス等による事故が絶対に起こらないとは限らない
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ことから、フェイルセーフやセーフティネット等によるリスクマネジメントの

考え方を最大限に導入し、事故の予防策はもちろんのこと、事故等の緊急時の

早急な対処、さらには、事故等から考えられるリスクに対してどのように対応

するかについてを事前に検討しておくことが必要と考えます。 

 

 また、市民の理解と信頼を得るため、事故等に対する予防・対応策とともに、

リスクについての考え方を事業関係者や行政、市民が共有するリスクコミュニ

ケーション手法を活用し、それに基づく情報公開等による透明性のある事業運

営が必要と考えます。 

 

ＰＣＢ廃棄物処理事業での安全性の確保については、絶対の安全性の確保は

無いとの中でも、次の世代へリスクを負わせないとの事業の原点に基づき、環

境への漏洩を許さないリスクゼロへの挑戦が必要と考えます。 
 この挑戦に向け、事業関係者は作業マニュアル等の確実な実施や些細なトラ

ブルに対しても安全性を重視したチェック体制や情報公開など、リスクゼロへ

挑む事業運営体制の確立が必要です。 
また、この挑戦への取り組みは事業関係者だけではなく、市民による積極的

な事業評価・監視への取り組みが必要であり、市民自らが事業に対する関心を

高める中で、事業関係者とのリスクコミュニケーションを行うことが必要です。 
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第２章  ＰＣＢ廃棄物処理事業に関する安全性の確保 

 

１ 収集運搬に関する安全性の確保 

 

ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬では、積込み、運搬、積替え、保管等におけるＰ

ＣＢの漏洩、流出の防止対策が最も重要です。そのことから、廃棄物処理法や

「消防法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下、化審法と

いう。）とともに、「危険物の輸送に関する国連勧告」等に基づき、適正な運搬

容器や運行基準等の調査・検討が充分に行われる必要があります。 

国においては、「ＰＣＢ廃棄物収集運搬の基本的な考え方」（案）を本年３月

にまとめ、現在これを基に、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に関するガイドラインの

策定が進められています。 

 

 ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬に際しては、関係法令や上記のガイドラインを尊

守するとともに、効率的な処理事業の運営や自然条件としての北海道の面的広

大さ、冬季間の気象条件等の地域特性などを充分考慮し、市内についての安全

な収集運搬を下記の点に留意して実施することが必要と考えます。 

○ ＰＣＢの環境へ漏洩を防止するため、トランス・コンデンサ容器等からの

抜油による運搬は基本的に行わないとともに、ガイドラインに従った適切な

運搬容器の使用を検討すること。 

○ 道路による運搬経路については、高速道路や国道等の幹線道路の利用を優

先するとともに、鉄道との平面交差が出来るだけ生じない運搬経路の検討を

行うこと。 

○ 収集については、幹線道路網や市街地の状況から安全で効率的な収集経路

とともに、積み替えが出来るだけ生じない収集計画の策定を行うこと。 

○ 鉄道を利用する場合には、安全性や効率性に配慮した保管・積み替え地の

設置について検討を行うこと。 

○ 冬季間における運搬のリスクを出来るだけ少なくし、計画的な処理事業の

運営に支障が及ばないように、処理施設隣接地での集積・保管場所の設置に

ついて検討を行うこと。 

○ 天候や交通状況などの道路情報の的確な把握とともに、運搬車両等の位置

確認などの運搬に関する情報収集・発信の検討を行うこと。 

○ 収集運搬については、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物収集運搬

業者によることを基本とすること。 

○ 収集運搬計画について、警察、消防、道路管理者等の関係機関への周知を

行うとともに、事故等の緊急時での対応を協議すること。 
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２ ＰＣＢ廃棄物処理における安全性の確保 

 

１）処理技術の現状について 

 

ＰＣＢの無害化処理技術については、前処理としての、抜油、粗解体、洗浄、

液分離と、ＰＣＢを分解無害化する液処理に大きく分けられ、液処理について

は、高温焼却や水熱酸化分解方式、脱塩素化分解方式、還元熱化学分解方式、

光分解方式の5つの方式が廃棄物処理法のもとで技術認定が行われていますが、

環境事業団の処理事業では高温焼却を除く 4 つの化学処理方式を使うこととな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分解処理
方式

脱塩素化分解方式 水熱酸化分解方式
還元熱化学分解方式
（気相水素還元法）

光分解方式

処理の特徴

・処理温度は比較的低く
（６０～２５０℃）、圧力も
常圧
・高濃度のＰＣＢ処理に
ついては、希釈等の前処
理をする方式が多い
・国内実績有り（金属ナト
リウム法、アルカリ分解
法）

・高温（３８０～６３０℃）、
高圧下（２３～２６ＭＰａ）
での反応で、反応時間は
短い
・高濃度、低濃度ともに
対応可能
・国内実績有り

・処理温度が高温
（８５０℃）で反応時間が
短い
・高濃度、低濃度ともに
対応可能
・水素雰囲気下で処理を
行う
・容器処理と一貫して油
処理が可能
・国内実績なし、海外実
績有り

・最も低温処理、反応が
緩やか、高濃度、低濃度
ともに対応可能
・分解に時間がかかる
（紫外線分解/生物処理）
・２００１年度中に自社処
理施設稼動予定（光/触
媒分解法）

国内実績等

・日本曹達㈱
・住友電工㈱
/原子燃料工業㈱
・㈱荏原製作所
・東京電力/三井物産

・オルガノ㈱
・三菱重工業㈱

・㈱東芝

主要生成排出物

・油
・ＮａCｌ
・ＮａＯＨ

・水（循環可）
・二酸化炭素
・NaCl

・炭化物
・水（塩類を含む）
・二酸化炭素

・塩類
・油

設計時の留意点

・酸素混入防止のための
窒素シールの実施
・酸素濃度の監視・制御

・装置の構造、材質は耐
熱性、耐食性を十分に考
慮
・反応器以降の機器を保
護するための冷却装置
の設置

・装置の構造、材質は耐
熱性を十分に考慮
・水素漏洩防止のための
確実なシール及び水素
漏れ検知器の設置
・装置内部を大気圧より
若干高い圧力で保持

・紫外線ランプ及びケー
スは割れ難い構造とする
・ランプ及びケースの割
れ検知装置の設置

運転時の留意点

・反応槽内処理済み液の
ＰＣＢ濃度を測定し、基
準に達しない場合に再処
理を行う

・処理水のＰＣＢ濃度を
測定し、基準に達しない
場合に再処理を行う

・生成ガス中のＰＣＢ濃
度を測定し、基準に達し
ない場合に再処理を行う

・処理水のＰＣＢ濃度を
測定し、基準に達しない
場合に再処理を行う

緊急時の留意点

・温度異常時は急冷を行
い、分解反応を緊急停止
・排気の活性炭等による
処理

・温度圧力異常時におけ
る排気の急冷措置及び
設備の緊急停止
・排気の活性炭等による
処理
・フード等の設置による
排気の漏洩時における
捕集と拡散の防止

・フード等の設置による
水素、排気の漏洩時に
おける捕集と拡散の防
止
・水素、排気の漏洩時に
おける設備の緊急停止
・排気の活性炭等による
処理

・紫外線ランプが破損し
た場合には設備の停止
・排気の活性炭等による
処理

資料：北九州市ＰＣＢ処理安全性検討委員会報告書を基に室蘭市作成

ＰＣＢ分解技術の概要
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４つの処理方式のもとに認定されている処理技術は、分解方法や使用薬剤、

生成物等にそれぞれ特徴はありますが、いずれの処理技術であっても、ＰＣＢ

分解処理の安全性・確実性が確認されており、ＰＣＢの中に混在が考えられる

コプラナＰＣＢやジベンゾフラン等のダイオキシン類についても分解無害化さ

れます。 

また、４つの処理方式を対象とした、処理施設整備の基本的考え方、施設を

構成する処理工程が満足すべき条件、安全確認、モニタリング等の環境安全対

策の具体的な考え方などが、環境事業団に設置された専門家による委員会によ

り、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高圧トランス・高圧コンデンサ等）処理施設

に係る技術的条件及び環境・安全対策について」として取りまとめられていま

す。環境事業団では、すでに施設整備が進められている北九州市での事業をは

じめ各地の事業にこの考え方を活かしていきます。（資料１） 

本市としては、これらを踏まえ安全性を十分に確保していくことが重要であ

ることから、処理技術の検討にあたっては、前処理、液処理技術個々に、廃棄

物処理法の設置許可を受けたＰＣＢ廃棄物の実処理施設等において実績を有す

る技術を基本とすることが必要と考えます。 

さらに、ＰＣＢ使用安定器の処理技術についても、安定器の処理システムの

考え方や処理施設が満足すべき技術的条件及び環境安全対策が、環境事業団の

東京都での事業に適用することを前提として、環境事業団に設置された専門家

の委員会により「ＰＣＢ使用安定器の処理について」として取りまとめられて

います。 

 

２） 地域特性を活かした処理技術について 

 

 本市には、鉄鋼業を基盤とした、総合エンジニアリング技術や特殊鋼生産技

術があり、これらを活用した廃棄物処理技術や資源リサイクル技術により環境

産業への展開が進められています。中でも、世界的にも有数な特殊鋼生産技術

を活かしたＰＣＢ無害化処理の先進的な技術開発や実証プラントの建設が進め

られています。 

 

ＰＣＢ廃棄物処理事業においても、これらの既に蓄積された技術力やノウハ

ウを活かすことが出来ると考えます。すなわち、どのような処理技術が選定さ

れたとしても、施設建設、事業の運営、緊急時の対応など、様々な局面でその

時々のニーズに対応が可能な素地が地域に蓄積されているということです。ま

た、処理後のトランス等の鉄製容器のリサイクル等、地域の産業基盤を活用し

て循環型社会の形成を促進することが可能です。このようなことから、可能な

限り、地域の技術・人材を活かした事業とすることが長期にわたり、安全で安

心できる処理を行ううえでは効果が高いと考えます。 

 また、処理施設が室蘭港臨海部に立地することから、処理工程からの排水は、

室蘭港や隣接河川へ直接排出しない処理システムとすることが必要です。 

処理工程から生成水等が発生する場合は、循環使用やリサイクル等による量

的な極少化を行い、残さについては適正に処理するシステムが必要です。 



7 

３ 環境保全・安全対策について 

 

 ＰＣＢ廃棄物処理事業の安全性の確保や市民が安心できる生活環境を維持し

ていくためには、ＰＣＢによる周辺環境への総合的な負荷を極力最小限とする

中で、周辺の生活環境への悪影響が無いことを確認することが必要です。 

そのために、以下の点に留意した施設運営や各種のモニタリングについて、

事業主体となる環境事業団が中心となり、北海道や室蘭市との調整・協議の中

で計画的な運用を行うことが必要と考えます。 

 

○ 処理施設に関する生活環境影響調査 

○ 処理技術の特性に合わせた処理済の排出物の卒業判定の確実な実施 

○ 処理技術の特性に合わせた排出モニタリング 

○ 処理施設の稼動状況と連動した周辺生活環境のモニタリング 

○ 処理施設におけるＰＣＢ管理区分の設定と、それに合わせた作業環境モニ

タリング 

○ 産業廃棄物処理施設としての許可基準や公害防止協定の適正な運用 

○ 処理事業に関する的確な情報提供 

○ 事故・災害等の緊急事態への対応策 

  

モニタリングの測定項目等については、採用される処理技術により相違があ

ることから、実施に向けては、環境事業団や北海道との協議検討が必要と考え

ます。 

 

なお、処理工程からの排水を室蘭港や隣接河川へ直接排出しないこととしま

すが、臨海部に立地することから、雨水等の敷地排水や生活排水を海域等へ排

出する場合は、その排水のモニタリングとともに、隣接水域の水質、生物等の

モニタリングについての検討が必要と考えます。 

 

事故や災害等の緊急・非常時においては地域が一体となった広範なバックア

ップ体制が可能となることが事業の安全につながります。地域が有する総合エ

ンジニアリング技術は、施設整備や操業の技術に応じた、必要な技術者等の迅

速な対応などのバックアップが可能となっており、これらの地域が有する技術

を活かした事業とすることが必要です。（資料２） 
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第３章 事業監視と情報公開 

  

 ＰＣＢ廃棄物処理事業については、平成２８年（2016 年）までという長期に

わたることや全道を対象とした事業であることから、事業関係者の相互信頼の

中で、事業の各段階での各自の役割を的確に果たしていくとともに、それに係

る情報の公開を進め、市民が安心できる事業として信頼性と透明性を確保して

実施することが必要と考えます。 

 

１ 事業に係わる関係者の役割について 

 

○ 国 

事業全般を統括し、ＰＣＢ廃棄物処理体制等の全国的な整備を進めるととも

に、事業主体である環境事業団の監督を行う。 

また、ＰＣＢ特措法に基づく基本計画の策定とともに、収集運搬のガイドラ

インの策定を行う。 

 

○ 環境事業団 

事業主体として、専門家による委員会の的確な運用を行いつつ、安全・確実

な事業実施を行う。 

ＰＣＢ廃棄物の受入れ・処理についての調整・協議を関係者と行う。 

各種のモニタリング等の情報の一元的な管理を行う（仮称）ＰＣＢ処理情報

センターを設置し、室蘭市などとの協議のもとで運営を行う。 

 

○ 北海道 

ＰＣＢ特措法に基づく処理計画の策定を行う。 

廃棄物処理法に基づき処理事業の許可、指導、監督を行うとともに、広域処

理施設の安全性の確保に関する措置を実施する。 

 全道における収集運搬について、環境事業団や保健所設置市と調整を行うと

ともに、収集運搬事業者の許可、指導、監督を行う。 

水質汚濁防止法等の各種環境法令に基づく環境監視を実施する。 

 

○ 室蘭市 

安全・安心な処理事業としての市民理解に向け、住民等の参加による（仮称）

事業監視委員会を関係機関との協議する中で設置、運営する。 

事業関係者に対して事業に関する情報公開を求める。また、環境事業団と公

害防止協定を締結しその適切な運用を行う。 
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２ 情報公開とリスクコミュニケーション 

 

ＰＣＢ廃棄物処理事業を安心して信頼できる事業として進めるために、事業

に係わる情報の公開とともに、事業関係者や行政、市民が共有の認識のもとで、

事業を評価、理解するリスクコミュニケーションが必要と考えます。 

 

１）（仮称）事業監視委員会 

 ＰＣＢ廃棄物処理事業が安全かつ適正に行われることを評価、理解するため、

市民代表や学識者からなる（仮称）事業監視委員会の設置が必要と考えます。 

 設置や運営のあり方については、事業関係者との協議が必要と考えます。 

 

２）（仮称）ＰＣＢ処理情報センター 

 市民が安心し信頼できる事業の実施に向け、ＰＣＢ廃棄物処理事業に関する

情報を一元的に集約・管理する（仮称）ＰＣＢ処理情報センターを事業主体で

ある環境事業団により設置することが必要と考えます。 

 

３）施設の公開 

 処理施設については、ＰＣＢ廃棄物処理事業に対する理解や信頼性の向上を

図るため、情報公開の一環として、作業者や見学者の安全確保を前提として、

原則公開とすることが必要と考えます。 

 

４）情報公開 

 市民に公開する情報としては、本市でのＰＣＢ廃棄物処理事業に関する情報

はもとより、全国的な観点からの処理事業で進捗度等を示すことにより、処理

事業に対する関心や理解を高めることが必要と考えます。また、ＰＣＢを含め

た化学物質による環境汚染等の情報提供により、地球環境問題等への関心を高

めることが必要と考えます。 
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第４章 まとめ 

 

１ 取りまとめの経緯と今後のスケジュール 

 

 ＰＣＢ廃棄物処理施設の受け入れに向けた表明を行って以後、２０回にわた

る説明会を開催し、延べ約７７０名の方々の参加を頂き、市民の皆様から疑問

や不安に関する多くのご質問等を頂いたところです。また、市議会においても、

安全性の確保や情報公開等の多くの観点からの論議を頂きました。 

 本市といたしましては、これまでの意見や論議を集約し、受け入れに向けて

の安全対策や事業監視等についての基本的な考え方を取りまとめるにあたり、

市民との協働との視点から、「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会」を設置し、４

回にわたりご意見を伺う中で進めてきました。 

 今後は、市としての処理事業に対する対応や、事業受け入れに対する国や道

への申し入れに際してこの基本的な考え方に沿って対処していきたいと考えて

います。 

 

２ 今後の事業実施へ向けて 

 

１）安全性を重視した事業実施 

 安全性の確保は、事業実施での不可欠な前提であり、フェイルセーフ、セー

フティネットの考え方による施設計画や作業管理等での多重的なハード・ソフ

ト面での対応とともに、信頼、安心を基本とした事業とするためのリスクコミ

ュニケーションによる考え方を導入した情報公開が必要と考えます。 

 また、リスクゼロへの挑戦として、事業関係者による取り組みはもとより、

市民自らが安全性の確保への関心を高めることが必要です。 
 

○ 収集運搬 

 収集運搬のガイドラインの尊守とともに、地域特性等を考慮した安全な収集

運搬の実施が必要と考えます。 

 

○ 処理技術 

 液処理技術は、高温焼却を除く４つの処理方式からの選択となりますが、ど

のような処理技術を選択したとしても、地域に存する高度な特殊鋼生産技術や

総合エンジニアリング技術を活用して、緊急時を含めた対応を迅速、適切、万

全に行う体制を確立し、地域の信頼を得ることが必要と考えます。また、処理

による残さや生成物についても、鉄鋼業を中心とした地域産業の中でリサイク

ルが可能となる処理技術の選択が必要と考えます。 

さらに、臨海部に立地することから、処理工程からの排水が室蘭港や隣接河

川へ直接排出されない処理システムとすることが必要です。 

なお、安全性確保から国内において実績のある技術を基本とすることが必要

と考えます。 
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○ 環境保全 

事業の安全な推進に向けた排出や作業環境モニタリングの適正・確実な実施

とともに、安心出来る市民生活にむけた環境モニタリングの実施が必要です。 

また、臨海部での立地であることから、港内水質のモニタリング、生物調査等

の実施についての検討が必要と考えます。 

処理施設については、処理終了後においてＰＣＢによる汚染が無いことを確

認することが必要です。 
 

○ 緊急・非常時の対応 

災害や事故等の緊急・非常時へはフェイルセーフ、セーフティネットによる

多重的な対応策による施設計画、運営が必要です。また、緊急・非常時に対し

て地域の総合エンジニアリング技術と一体となった人材、技術によるバックア

ップ体制についての検討が必要です。 

 

２）情報公開 

情報の公開に当たっては、事業関係者からの一方向での情報の提供ではなく、 

市民が必要としている情報を的確に把握し、事業の安全性や信頼性を高めるた

めのリスクコミュニケーションの取り組みが必要と考えます。 

 

３）地域振興 

ＰＣＢ廃棄物処理事業の受け入れに際しては、これまで培ってきた工業技術

集積や研究開発機能を活かし、現在進めている環境産業拠点形成に貢献すると

ともに、地域経済への大きな波及効果となる事業とすることが必要です。 

 

○ 地域経済への波及効果 

施設建設、運営における地元の人材、技術、企業の活用とともに、可能な範

囲における資機材の地元調達や地元優先の雇用が必要です。 

 

○ 環境産業拠点形成の推進 

処理技術やモニタリング技術等の関連分野での研究・技術者等の研究開発交

流の拡大による環境産業拠点形成の推進が必要です。 

国立研究所等と室蘭工業大学等の地元研究機関との共同研究の推進による研

究開発機能の拡充を進めることが必要です。 

地域産業の特性を活かした地球環境保全への取り組みに対して、国等が各種

施策や事業実施等の支援を行うことにより、北海道における環境産業拠点形成

を進めることが必要と考えます。 



図１

登別・室蘭インター

第１候補地

仲町インター

ＪＲ貨物駅

道央縦貫自動車道

国道３６号

国道３７号

ＰＣＢ廃棄物処理施設立地第１候補地点

白鳥大橋

室蘭インター

-
1
2
-
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資料１ 
４つの処理方式による処理システムの概要 

環境事業団ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高圧

トランス・高圧コンデンサ等）処理施設に係る技術的条件及び環境・安全対策について」より

抜粋 

 
①脱塩素化分解方式又は光分解方式による処理システム 
（前処理を、基本的に洗浄のみ、又は真空加熱分離のみで行う場合もある。） 

 
 ②水熱酸化分解方式による処理システム 

 
 ③還元熱化学分解方式による処理システム 

 

生成ガス分解完了確認 

受入･保管 
抜油 

本体切断･解体等 

抜油ＰＣＢ 

固形物 

液体蒸発 

固形物蒸発 

卒業判定用解体･分別 部材卒業判定 

還元熱化学分解 

熱源として利用 

リサイクル 
等の処理 

気液分離水分解完了確認 

受入･保管 
抜油 
粗洗浄 

本体解体･分別･破砕等 

抜油ＰＣＢ 
洗浄回収ＰＣＢ 

含浸性部材 

卒業判定用解体･分別 

水熱酸化分解 

含浸性部材 

非含浸性部材 洗浄 部材卒業判定 リサイクル 
等の処理 

再生循環利用等 

含浸性部材 真空加熱分離 

脱塩素化分解 又は 光分解 

処理済油分解完了確認 

受入･保管 
抜油 

粗洗浄 
本体解体･分別･破砕等 

抜油ＰＣＢ 
洗浄回収ＰＣＢ 
分離回収ＰＣＢ 

洗浄 部材 
卒業 
判定 

卒業判定用

解体･分別 

リサイ 
クル等 
の処理 

洗浄 非含浸性部材 
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資料２ 

環境保全・安全対策での考え方 

環境事業団ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高

圧トランス・高圧コンデンサ等）処理施設に係る技術的条件及び環境・安全対策について」

より抜粋 

① 処理済物の卒業判定の考え方 
事 項 内  容 
試験頻度 払出ごとに安全確認がなされるよう、処理工程に応じて適切なロット単位

で判定試験を行う。 
試験方法 試運転期間を通じて処理済物の種類に応じた適切な判定試験方法とサンプ

リング方法を設定する。 
管理目標 廃棄物処理法に基づき、廃棄物の種類ごとに定められた次の卒業判定基準

を遵守しつつ、できる限り低減化に努める。 
廃プラスチック類・金属くず  
（洗浄液試験法）：0.5mg/kg 洗浄液 
（拭き取り試験法）：0.1 μg/100cm2 
（部材採取試験法）：0.01mg/kg 部材 
その他（溶出試験法） 0.003mg/L 検液 
廃油：0.5mg/kg 
廃酸・廃アルカリ：0.03mg/L 

分析方法 廃油の分析を除いて基本的に公定法によることとし、迅速分析法を用いる

場合には、処理方式に応じた適切な迅速分析法を設定し、試運転期間中に

公定法による分析との相関を十分に確認する。ただし、試運転期間の卒業

判定のための分析は、まず公定法により行うことを原則とする。 
分析体制 卒業判定の分析は、施設内分析を基本とし、確実な卒業判定ができる分析

体制を確保する。迅速分析法を用いる卒業判定については、通常の運転開

始後、外部分析機関に委託して、適宜公定法による測定を行うこととし、

迅速分析法との相関を定期的に確認する。 
判定前の

保管 
判定試験前の処理済物の保管にあたっては、外部からの汚染を受けないよ

うに十分配慮するとともに、それぞれの判定に要する時間を考慮して必要

な容量を確保する。 
再処理 判定試験の結果、卒業判定基準を満足しない場合においては、施設内で基

準に適合させるための再処理を行う。 
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② 管理区分と管理の考え方 
 

 区分の考え方 関係する主な工程 管理の考え方 
管理区域

レベル３ 
通常操業下で PCB による作

業環境の汚染の可能性があ

るため、レベルの高い管理が

必要な区域 

大型トランス等の

粗解体工程 
解体・分別工程の

一部 
 

・強制換気、負圧維持 
・局所排気等による作業環境の維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・入域者の管理、関係者以外立入禁止 
・作業に応じた十分な保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

管理区域

レベル２ 
工程内の PCB はグローブボ

ックス等により隔離されて

いるため、通常操業下では

PCB による作業環境の汚染

はないが、工程内の作業で間

接的に高濃度の PCB を取り

扱うため、相応の管理が必要

な区域 

グローブボックス

内での抜油、解体

工程 
 

・強制換気、負圧維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・入域者の管理、関係者以外立入禁止 
・保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

管理区域

レベル１ 
工程内の PCB は設備内に密

閉されているため、通常操業

下では PCB による作業環境

の汚染はなく、最小限の管理

で対応できる区域 

洗浄工程 
液処理工程 

・強制換気、負圧維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・一般の見学ルートではないが、見学

者の立入可能 
・簡易な保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

一般 PCB
廃棄物取

扱区域 

上記を除く PCB 廃棄物の取

扱区域 
受入・保管工程（容

器等外部の汚染が

ないことを確認し

た後の工程） 

・一般換気 
・非常時を想定した排気処理 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

 
 
○ 作業環境モニタリングの考え方 

 
事 項 内  容 

対象区域 PCB 管理区域のうち、作業従事者の立ち入る区域 
測定項目 PCB の測定を基本とし、その他洗浄に使用する溶剤等（例：イソプロピ

ルアルコール）の種類に応じて、必要な項目を選定する 
測定頻度 管理レベル、作業時間等に応じて適切な頻度を設定するが、特に試運転時

から初期運転時には、十分な頻度で安全性を確認した上で、適宜頻度を見

直す。 
測定対象 PCB 管理区域内の適切な箇所で地点（管理区分、作業従事者の作業場所、

作業時間等を考慮） 
分析方法 PCBについての作業環境評価基準0.1mg/m3以下であることを確認できる

迅速分析法により、施設内で行う。 
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③ 排出モニタリング 
③－１ 排気の種類に応じた処理及びモニタリングの考え方 

排気の種類 主な排出源 排気の要処理 
レベル 

排気処理の例 排出モニタリ

ング 
PCB を取り扱う設

備の排気 
 

溶剤洗浄機・蒸留設備 
真空加熱分離設備 
液処理反応槽 

レベル高 オイルスクラバ等

による排気処理 
＋活性炭処理 

必要に応じ系

統別に測定 
測定頻度多 

グローブボックス等

の排気 
前処理工程のグローブボ

ックス等 
〃 〃 〃 

作業空間の局所排気 大型トランス等の解体作

業室等の局所排気設備 
〃 〃 〃 

作業空間の負圧維持

のための換気に伴う

排気 
(管理区域レベル３) 

大型トランス等の解体作業室 
解体・分別作業室 

レベル中 （必要に応じ排気

処理） 
＋活性炭処理 

〃 

〃 
(管理区域レベル２) 

グローブボックス外等の

前処理工程の作業空間 
〃 活性炭処理 一括測定 

測定頻度中 
〃 

(管理区域レベル１) 
その他の PCB 管理区域 レベル低 活性炭処理 一括測定 

測定頻度少 
通常の換気等 管理区域以外の PCB 廃

棄物取扱区域 
通常時は処理

の必要なし 
（非常時のみ活性

炭処理） 
一括測定 
必要に応じ 

水熱酸化分解方式の

気液分離ガス 
水熱酸化分解方式の分解

処理工程 
レベル中 （必要に応じ排気

処理） 
＋活性炭処理 

他の排気とは

別に測定 
測定頻度多 

 
○ 排気モニタリングの内容 
事 項 内  容 

測定項目 PCB の測定を基本とし、その他使用薬剤等に応じて必要な項目を選定す

る。 
試運転時にはダイオキシン類についても測定し、関係法令に照らし問題と

なるレベルで含まれないことを確認する。また、その後も定期的に確認す

る。 
測定頻度 排気の性状に応じて適切な頻度を設定するが、試運転時から初期運転時に

は、十分な頻度で安全性を確認した上で、適宜頻度を見直す。 
測定対象 それぞれの排気に求められる処理レベル毎に、排気処理後の排気を一括し

て測定することを基本とし、処理前の排気についても、必要に応じて測定

する。ただし、処理レベルの高い排気については、系統別の測定ができる

ようにし、試運転段階には系統別に安全性を確認するとともに、その後も

定期的に確認する。 
管理目標 環境規制による基準値などをもとにして処理施設の設置許可を行う地方

公共団体と協議の上決定する。 
分析方法 PCB については、管理目標以下であることを確認できる迅速分析法によ

り施設内で行う。ただし、環境モニタリングの実施と併せて測定を行う場

合には、外部分析機関に委託して行う。 
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③－２ 排水の種類に応じた処理及びモニタリングの考え方 
排水の種類 主な排出源 排水の要処理 

レベル 
排水処理の例 

(下水道放流の場合) 
排出モニタ

リング 
分析排水 

（別途処理する分

析廃液を除く） 

分析室 通常時は処理

の必要なし 
中和処理 

用役排水 冷却塔、ボイラー 〃 中和処理 
生活排水 トイレ、シャワー等 〃 なし 
雨水排水  〃 なし 

必要に応じ 
 

水熱酸化分解方式

の気液分離水 
水熱酸化分解方式の処

理工程 
レベル中 中和処理 他の排水と

は別に測定 
測定頻度多 

還元熱化学分解方

式の生成ガスの洗

浄排水 

還元熱化学分解方式の

処理工程 
〃 〃 〃 

 
○ 排水モニタリングの内容 
事 項 内  容 

測定項目 PCB の測定を基本とする。 
測定頻度 工程排水を排出しない場合は、環境モニタリングと同程度の頻度とする。 

工程排水を施設外に排出する場合、試運転時から初期運転時に十分な頻度

で安全性を確認した上で、適宜頻度を見直す。 
測定対象 排出前の排水について測定を行うこととし、工程排水を施設外に排出する

場合は、他の排水とは別に測定を行う。 
管理目標 環境規制による基準値などをもとにして処理施設の設置許可を行う地方

公共団体と協議の上決定する。 
分析方法 PCB については、管理目標以下であることを確認できる迅速分析法によ

り施設内で行う。ただし、環境モニタリングの実施と併せて行う場合には、

外部分析機関に委託する。 
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④ 環境モニタリングの考え方 

事 項 内  容 
モニタリングの対象 大気、（必要に応じて）水質、地下浸透、生物 

測定項目、頻度、時期 地方公共団体と協議の上、必要な内容を設定 
大気 処理施設の敷地境界の適切な地点（風向き、排気口の位置等

を考慮）にて実施 
水質 （場内排水、雨水排水の公共用水域への直接放流がある場合） 

放流先近傍の適切な地点（排水の放流口の位置等を考慮）に
て実施 

地下浸透 処理施設内の適切な地点（地下水の流れ等を考慮）に観測井
を設けて PCB の地下浸透が生じていないことを確認 

生物 （場内排水、雨水排水の公共用水域への直接放流がある場合） 
適切な定着性の生物（例：ムラサキイガイ）を対象に、水質
測定地点近傍で実施 

 
⑤ 緊急事態における対応の考え方 
緊急事象 対応の考え方 

地震 一定規模以上の地震が発生した場合には、施設の自動停止システムが作動
し、施設の運転を停止（安全が確保できる手順に従った停止をいう。）する。 

その後、専門家の助言・指導のもと、あらかじめ定めた点検手順に従い施
設の点検を行い、安全確認をした後に、あらかじめ定めた再開手順に従い運
転を再開する。 
設備の破損等により、PCB の流出等の被害が生じた場合には、事故時の

対応に準じて対応する。 
浸水  台風、豪雨等により施設内に浸水するおそれが生じた場合には、浸水防止

対策を講じるとともに、安全に停止できるうちに、施設の運転を停止する。 
 施設内に浸水した場合には、浸水の復旧後、専門家の助言・指導のもと、
上記と同様に、あらかじめ定めた手順に従い点検、安全確認をした後に運転
を再開する。なお、復旧にあたっては、施設内に浸入した水について水質分
析により安全を確認した上で排出する。 

停電  停電時には、施設の自動停止システムが作動し、施設の運転を停止する。 
 停電復旧後、専門家の助言・指導のもと、上記と同様に、あらかじめ定め
た手順に従い点検、安全確認をした後に運転を再開する。 

断水  断水等により施設の運転に必要な用水の確保が困難になった場合には、施
設の運転を安全に停止する。また、安全に停止するために必要な量の水は、
常時施設内に確保しておく。なお、水の不足による運転の異常が検知された
場合には、施設の自動停止システムが作動し、施設の運転を停止する。 
 給水再開後、専門家の助言・指導のもと、上記と同様に、あらかじめ定め
た手順に従い点検、安全確認をした後に運転を再開する。 

事故  万一、火災、爆発、反応の暴走、設備の破損による PCB の漏洩等の事故
が発生した場合には、直ちに施設の運転を停止し、消防等への連絡を行うと
ともに、作業従事者の安全を最優先にしつつ、あらかじめ定めた手順に従い、
自家消火等の自らによる応急対策の可能性を見極め、適切な措置を講じる。 
 PCB 等の漏洩防止のための回収作業、設備の応急復旧等に動員が必要な
場合には、あらかじめ定めた緊急時の動員体制及び作業手順に従い対応す
る。 
 当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合には、あらかじ
め定めた手順に従い直ちに関係者に通知し、避難、誘導等を行う。 

 



参考資料１ 

参－1 

取り組みの経緯 

      

平成 13 年 7 月      ＰＣＢ廃棄物特別措置法施行（国） 

北海道ＰＣＢ廃棄物適正処理検討委員会設置 

 

平成 14 年 3 月末    北海道ＰＣＢ廃棄物適正処理検討委員会報告書とりまとめ 

                   

平成 14 年 4 月 24 日  「北海道におけるＰＣＢ廃棄物に関する適正処理基本方針」

の決定 

 

平成 14 年 5 月 7 日   道議会環境生活委員会に「適正処理基本方針」を報告 

 

平成 14 年 5 月 9 日   ＰＣＢ処理施設の受け入れを道へ要望 

 

平成 14 年 6 月 4 日     室蘭市に立地の優位性があることを道が公表 

・道議会へ報告 

・道知事から環境大臣へ「室蘭市への立地」を要請 

 

平成 14 年 6 月 10､11 日 市内２箇所で市民説明会の開催 
 

平成 14 年 6 月 24 日    市内９箇所で市民説明会の開催 

～7 月 4 日   

 

平成 14 年 7 月 1 日     各種団体等への説明会の開催 （９団体）     

～9 月 10 日    

 

平成 14 年 8 月 28 日  第１回 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会開催 

 

平成 14 年 10 月 1 日  第２回 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会開催 

 

平成 14 年 11 月 8 日  第３回 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会開催 

 

平成 14 年 11 月 18 日   ＰＣＢシンポジウム２００２ｉｎムロランを北海道と 

～11 月 20 日     共同開催 

 

平成 14 年 11 月 25 日   第４回 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会開催 



参考資料２ 

参－2 

室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会設置要綱 
 
（目的） 
第１条  室蘭市において受入を表明している広域的なＰＣＢ廃棄物の処理に

ついて、各種の安全対策や事業監視等についての市の基本的な考え方

の取りまとめにあたり、市民意見やこれまでの論議等を集約すること

を目的として、「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会」（以下、「委員会」

という。）を設置する。 
 
（組織） 
第２条  委員会は、学識者及び各種団体並びに公募市民をもって組織する。 
   ２ 委員会には、オブザーバーを置くことができる。 
 
（委員長） 
第３条  委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 
   ２ 委員長は、委員会の議事を統括する。 
   ３ 委員長は、必要に応じ委員会に関係者の出席を求めることができる。 
 
（庶務） 
第４条  委員会に係る庶務は室蘭市企画財政部総合政策課において処理する。 
 
（委任） 
第５条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、

室蘭市長が別に定める。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成１４年 ７月 ４日から施行する。 
２ この要綱は、平成１５年 ３月３１日限り、その効力を失う。 



参－3 

室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会傍聴要領 
 
 室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会設置要綱第５条に基づき、次のとおり定め 
る。 
 
１．傍聴する場合の手続き 
 傍聴の受付は、先着順で行います。したがって、定員になり次第、受付を終 
了します。 
 
２．会議を傍聴するに当たって守っていただく事項 
（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然 
 と可否を表明しないでください。 

（２）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。 
（３）会議の支障となる行為をしないでください。 
（４）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、委員長の指示に従ってくださ 

い。 
 
３．会議の秩序維持 
 傍聴者が２．の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、 
退場していただく場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会委員名簿（順不同）
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第１回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年８月２８日（水） １３：３０～１６：３０ 
開催場所 室蘭市中小企業センター ２階 研修室 
 
議事次第 
 
１．開会 
２．市長挨拶 
３．委員自己紹介 
４．委員長選出⇒室蘭工業大学工学部建設システム工学科教授 穂積 準 
５．議事 
 

事務局より 
・配布資料の確認 
・ＰＣＢ廃棄物処理事業受け入れに関する経緯の説明 
・説明会開催状況の説明 
・ＰＣＢ処理事業の概要について、プロジェクタにより説明 

 
質疑・主な意見等 
 
 受け入れの経緯について 
 環境事業団について 
 委員会の開催期間について 
 本委員会終了後の処理監視委員会等について 
 北海道の処理計画の策定について 
 東北のＰＣＢの処理について 
 市民説明会の質問・意見に対する市の考え方について 
 市民説明会について、より多くの説明の機会を持つことが大事 
 臨海部への立地に不安がある 
 一番重要なのはリスクコミュニケーション、情報をいかに出すかということ、

市民委員会で結論を出す前に委員会として市民との対話集会を 
道内のどこにどれだけの量があるのか把握が必要 
 地元企業の自家処理にかかる公害防止協定について 
 委員会は安全性に対する意見を出し合う場、市が受入れを回答するタイムリ

ミットはあるか 
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 室蘭は衰退の一途を辿っている、なんでも反対では室蘭の発展はない 
 この委員会は国に示す条件を話す場か 
 環境事業団で処理施設のミニプラントのようなものを見せてもらえるとよ

い 
 この会の役割をはっきりさせたほうがよい 
 室蘭市が道へ要望するのにあたり、議会決議を経たのか、市民説明を経て要

望をするのがひとつのあり方 
 フォーラムを開催するときに環境事業団や北海道の関係者を呼び、意見交換

がしたい 
 輸送の方法について 
 各地処理施設の建設時期、順番について 
 ＰＣＢが紛失されているが、何処で何個なくなっているかは追跡できる、そ

れを捕捉して公的に保管することも、早く処理することと並んで大事 
 ＰＣＢの環境ホルモンとしての疑いについてもっと説明すべき 
 これまで処理ができなかった理由、処理の緊急性、このまま保管し続けるこ

とのリスクをもっと説明する必要がある 
 なぜ室蘭市かという部分が市民に訴えるときに一番大事、環境産業に対する

室蘭市としての姿勢を示すべき 
 室蘭市にも環境条例が必要では 
 処理時に他の物質が紛れ込む可能性がある、処理後の卒業試験と同時に、受

け入れ前の入学試験も必要では 
 リスクマネジメントのより具体的な説明を、市民の安心、理解につながる、

投資、雇用等の具体的な内容、処理が終わった後の施設、処理後の生成物の

取り扱いについて 
 ＰＣＢの化学処理時にダイオキシンが発生しないか 
 専門家の先生を呼んで市民フォーラムを検討して 

 
 次回、平成１４年１０月１日（火）に開催予定 

 
６．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第２回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１０月１日（火） １４：００～１６：２０ 
開催場所 室蘭市役所 ３階 議会第１会議室 
 
議事次第 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑・主な意見等 

 
 室蘭市での処理における対象地域について 
 安全性を確認して広域的に処理すべき 
 施設の処理終了後の取り扱い施設の解体処理について 
 運搬時の安全性、リスクについて 
 残留ダイオキシンとか環境ホルモンについて 
 立地について決定したような状況で考えられている 
 運搬のガイドラインの策定時期について 
 海上運搬の可能性について 
 運搬業者、運搬体制、運搬計画について 
 運搬中での市内での保管に関する安全対策を市の考え方に入れていくべき 
 地震時などの災害時の対応への考え方が必要 
 運搬・持込時の積み替えを減らすことが事故の防止につながる 
 ずさんな保管が大問題、まず安全な保管を積極的にすべき 
 運搬のためにも全道の保管状況を明確にすべき 
 処理の優先順位について 
 冬期間の運搬、処理対象地域について 
 雇用について室工大、工業高校などの新卒者を優先して採用すべき 
 道内のトランスの最大重量について 
 インナーコンテナについて様々な対応が必要 
 運搬前に事前の容器のチェックが必要、路面の凍結時など考慮すべき 
 運搬車輌のＧＰＳ監視について 
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 運搬時の伴走車について 
 運搬時は北海道の冬場の特性を考慮すべき 
 施設建設の優先順位について 
 室蘭市内の自家処理施設についても監視や規制が必要 
 情報公開センターの設置場所について 
 情報公開センターは気軽に市民、道民が足を運べる施設にして欲しい、ＰＣ

Ｂ以外の環境産業を含めた施設にして欲しい 
 情報公開センターは輪西の市民会館を利用すべき 
 モニタリングする内容について市民向けの説明に盛り込むべき 
 処理事業の雇用の形態について 
 運搬は１人でするのではなく、２、３人として欲しい 
 北海道のガイドライン策定について 

 
３．その他 
 
 次回、平成１４年１１月８日（金）に開催予定 

 
４．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第３回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１１月８日（金） １４：００～１５：４０ 
開催場所 室蘭市役所 ３階 議会第１会議室 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑・主な意見等 
 
 「基本的な考え方」の表現はもっとはっきりしたかたちにすべき 
 事業に係わる関係者の役割について 
 共同研究の推進による研究開発機能の拡充を進めるとあるが、一歩進めて研

究所が必要と誘致を要請すべき 
 処理施設の処理が終わった後の取り扱いについて、解体するとしたらもった

いない、続けて使う方法を検討すべき 
 排水の処理システムについて 
 処理施設の後処理、解体について明確にすべき 
 処理施設の解体はガイドラインなど示されて、適正に行われると考える 
 処理施設の立地予定地の借用の形態について 
 処理方法の種類について 
 処理の事業期間について、ＰＣＢ以外の物質の処理について 
 豊田市、北九州市のようなガイドラインの作成について 
 排水の処理について処理方式により明記すべき 
 処理の優先順位について 
 「基本的な考え方」の表現はもっと簡潔にはっきりすべき 
 子供たちの生命安全がどう保障されるのかが一番の願い、何かあったときに

どうするのか、というところをもっと市民にアピールすべき 
 監視にあたっては、その道のプロ・本職の人が直接検査すべき 
 事故があった場合の対応について 
 もっと市民にＰＣＢそのものの性質・特質をくどく説明すべき 
 環境モニタリングの対象となる生物について 
 運搬にあたっては伴走車が必要 
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 処理情報センターの設置場所について旧市民会館を利用して欲しい 
 処理事業の管理・運営にあたって民間が入るシステムにして欲しい 
 処理情報センターに分析センター、環境モニタリングセンターを併設・運営

し拠点とすべき 
 

３．その他 
 
 次回、平成１４年１１月２５日（月）に開催予定 

 
４．閉会 
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室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会（第４回） 議事要旨 
 
開催日時 平成１４年１１月２５日（月） １４：００～１５：３０ 
開催場所 蓬らい殿 銀河 
 
１．開会      
 
２．議事 
 
１）資料説明 
 
２）質疑 
 
 市の制度・仕組みとして室蘭市がこういう事業を進めたい、ということは何

も差し支えのないことと思う、それを説明して市民の理解を深めるべき 
 ＰＣＢに関連する法令について 
 トランスに含まれるＰＣＢの量について 
 「市に寄せられた質問・意見に対する市の考え方」の文章表現について 
 学校で子供たちに環境に積極的に貢献しているということをＰＲすべき 
 従業員教育を徹底して欲しい 
 処理施設の高潮・高波などへの対策について 
 立地候補地の環境調査について 
 まだ異なる意見があるのは事実、もっと納得できることが必要 
 北海道では技術都市の室蘭が引き受けるのは環境を守るためにも当然、率先

してすべきだが、考えられるリスクをすべてつぶすのが大事 
 この委員会としての報告書について 
 市の取り組みに対する誤解を解く努力も必要 
 市民説明会の日程、場所、時間について配慮すべき 
 市は積極的に説明に出向いてＰＲすべき、それによって理解を深める人もい

る 
 説明会への参加などを啓発したい 
 出前説明会など呼んでくださいとＰＲして、市民の目線でして欲しい 
 市内企業のＰＣＢの自社処理施設を委員会として見学できないか 
 室蘭市への立地の正式な決定について 
 我々委員も周りに情報発信して啓発をすることが役割 
 市役所の今後の担当課について 
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 行政と一緒に市民説明会に委員の立場で参加できないか 
 市民説明会は市町村合併の説明会と分けて実施すべき 

 
３．その他 
 
４．閉会 
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平成14年11月11日 

 

PCB廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方への提案 

 

吉田英樹   室蘭工業大学建設システム工学科 

 

提案要旨： 

 PCB情報センター（仮称）にPCBに限らず残留性有機物質(POPs）全般の環境モニタ

リングと情報公開の両方の機能を持たせ、PCB処理施設の事業終了後も存続させる。 

 

提案内容： 

 PCB情報センター（仮称）は、PCB処理の必要性や処理施設の安全性を市民に認識

してもらう上できわめて重要である。また、PCB処理に限らず、現在国際的な規制が行

われようとしている他の残留性有機物質(POPs）の情報も含めて公開することで、広い

意味での地球環境について市民に関心を持ってもらうことができる。POPsの影響が長

期間にわたるものであることから、これらの影響を受ける可能性のある小中高の児童・

生徒のための環境教育の場として活用されることが期待される。 

 情報公開の場としての重要性はもちろんであるが、今後のPOPsの問題を考えるため

に環境中のPOPs濃度をモニタリングする分析センターとしての機能も持たせることが

適当と考える。これは、これまで紛失したPCB機器からの環境汚染の可能性があり、

PCB処理施設の事業終了後も北海道内のPCBのモニタリングを積極的に実施すること

が必要であること、またPOPsの高度な分析能力を持つ施設とすることで、今後発生す

る可能性のある新たなPOPsの問題に対応できるようにできるためである。 

 PCBに限らずPOPs全般の問題にソフトウェアとハードウェア両面から対応できる施設

とすることで、胆振地域の企業や大学等とのPOPsに関する共同研究を通して、POPs

研究の拠点に発展させることも可能であると考える。 

 PCB情報センター（仮称）の建設敷地は、長期間の利用を考えると、交通アクセスの

良い公共施設に隣接した立地場所を選定することが適当と思われるが、PCB処理施設

に併設する必要がある場合には、分析機器と付帯施設の移動が可能になるような施設

設計を行い、PCB処理事業終了後に他の適切な場所に移設することも検討する。 
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平成１４年１１月１１日 
ＮＰＯ法人室蘭地域再生工場 

理事長 藤当 満 
ＰＣＢ廃棄物処理施設誘致に関する考え 

 
① ＰＣＢ処理施設誘致は、室蘭地域の技術力、世界への貢献をアピールする絶好の機会

と捕らえ、単に北海道地域内の処理にとどまらすべきでないと考えます。 
東北地方、フェリーのつながりのある北陸地方は、取り組みが遅れておりこの地方の

ものも当地域で処理すべきと考えます。また、ロシア等東南アジアにおいて処理技術

が確立しているとは思われない地域のものまで考えてのいいもではないでしょうか。 
海上輸送の安全性を高める技術開発にも、港湾の活用にもつながり、世界の環境に大

きく貢献することが出来る。 
今後の環境産業、静脈産業誘致に弾みがつくと思われる。 

 
 
② 環境産業拠点形成の推進をうたい、国立研究所等と室蘭工業大学等の地元研究との共

同研究機関との共同研究の推進による研究開発機能の拡充を求めているが一歩踏み込

んで研究所の設置を求めたい。 
ＰＣＢの処理は終了してしまうと終わりとなってしまうが、ＰＣＢ問題だけでなく有

機ハロゲン系有機塩素系の化合物というものは基本的には似たような性質を持ってお

り、そういうもの全般に広げていく方法として研究所の設置を求めたい。 
有機塩素系の化合物がたくさんあり、たとえばドライクリーニングのトリクロロエチ

レンなど毒性のあるといわれる有害物質をコンスタントに処理していける方法を開発

していく場所としての研究所を設置して環境に貢献できる事業展開を求めていきたい。 
そうすることが、当地域を環境リサイクル拠点都市として世界に貢献できると確信い

たします。また当地域の技術力向上に大きく寄与すると思います。 
 
 
③ 専門検討委員会に市民代表を入れるべきと考えます。 

難しいことは専門家に任せておけばいいと思われません。技術の問題であれ市民が持

つ疑問点、知恵をもっと大事にする時期だと考えあます。 
どうしてもだめなら、あとで設置することになると思います監視委員会の代表を入れ

るということではどうでしょうか。 
監視委員会の充実が今後の事業展開に多く左右すると思われます。この点を特にお願

いしたいし、できれば委員として貢献したいと考えます。 
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④ 事業終了後の施設のありようについて、豊田市では、受け入れ条件の中に 
環境事業団は、ＰＣＢ処理事業完了後に敷地や施設等の環境汚染が生じていないこと

を確認するなど総点検を実施すること。また汚染がないことが確認された後に処理施

設を解体して撤去することがうたわれています。 
終了後についてもきちんと論議しておき、要望すべきと考えます。 
この点を考え、リサイクルを念頭に置いた施設建設をお願いしたい。 
出来たら鉄骨主体の建築物にし、鉄のまちをアピールしたい。鉄骨住宅推進にも寄与

したい。 
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2002 年 11 月 14 日 
ＰＣＢに関する意見書 

高砂町在住  青山 剛 
 
＝全般＝ 

はじめに、今まで３回に及ぶ委員会を通して、ほぼ北九州市の模倣となっており、室

蘭市の独自性が感じられなかった。もちろん委員としても、独自的な考え等を打ち出し

ていく必要がある。従って、今後のリスクコミュニケーションへの取り組みの部分にお

いて、独自性を出していきたいと思う。 
処理方法選定や収集・運搬等の事業実施に関しては、我々素人には判断することが出

来ないため、安全を絶対優先の上で専門家の意見を聴取し、的確な方法を選定していた

だきたいと思う。 
 
＝事業監視委員会＝ 

事業監視委員会には、PCB 処理安全委員もメンバーとするべきである。それは、PCB
処理安全委員として事業終了まで見届ける責務があると考えるからである。その際に、

事業監視委員会は、事業主体とは決して馴れ合いになってはならなく、常に公正な監視

が出来ることを徹底する必要がある。近年頻発している原子力発電所の組織的な証拠隠

蔽のようなことはあってはならない。 
さらに、室蘭工業大学との連携をより強化し、監視委員会には、学識者（穂積教授、

吉田助手、高野助教授、亀田助教授ら）のみならず、今後の環境産業に従事していくで

あろう室蘭工業大学の学生（学識者研究室の学生）も一部委員とすることが望ましい。「も

のづくり」のまち室蘭が、優秀な人材を形成していくこと（「ひとづくり」）は非常に意

義深い。 
 

＝（仮称）PCB 処理情報センター＝ 
前回の会議（11 月８日開催）において、PCB 処理情報センターは、処理施設に隣接し

て設置されるとあったが、やはり旧市民会館跡地での建設を求める。一般市民は、新日

鉄構内に入構することが常時できないために、市民の理解や信頼性を確保するという姿

勢があるのであれば、新日鉄構内に設置することは、やはり適当でないと繰り返し主張

したい。また、ただの PCB 処理情報機能だけの施設に留まることなく、環境産業都市む

ろらんの PR 機能及び産業観光のコアセンターを兼ね備えた施設にすべきである。修学旅

行や社会見学などの団体客がきた際には、事業監視委員（特に工大生）にガイド役を務

めてもらうことも年頭においてはいかがであろうか。 
 処理情報センター運営の母体は、事業団であろうが、常駐スタッフで専門員以外のス

タッフは、積極的に市内の若者を優先的に採用していただくことを望む。 
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＝情報公開＝ 
不測の事態が発生しても、情報を隠蔽することなく市民に発信していくことが、事業主

体の責務であり、このことだけは何があっても徹底していただきたい。 
 
 
 

以上 
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平成１４年１１月１１日 
 
 
 

北海道電力㈱企画部環境室 
中 村 裕 一 

 
 

ＰＣＢ廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方（素案）について 
 
 

 ＰＣＢ廃棄物処理施設に対する室蘭市の基本的な考え方（素案）について、室蘭市ＰＣＢ処

理安全市民委員会オブザーバーとして、下記のとおり意見を提出いたします。 
 
 

記 
 
 
１．収集運搬に関する技術、能力について 
 
 ＰＣＢ廃棄物の積込み、積み下ろし、運搬途中の万一の事故・トラブル等に迅速に

対処するためには、運搬品目の大部分を占める変圧器、コンデンサの取扱い経験、構

造等に関する知識のある者が収集運搬を行なうことを「基本的な考え方」に加えるべ

きと考えます。 
 
２．収集運搬のネットワークについて 
 
 道内全域から収集運搬が行なわれることから、万一の事故・トラブル時に迅速に応

援体制を確立できるようにするため、全道のネットワークを構築することを「基本的

な考え方」に加えるべきと考えます。 
 

以 上 
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市民説明会開催概要 
１）市民説明会の実施状況 

 実  施  日 時    間 会            場 参加人数 
６月１０日（月） 18:30～20:00 胆振地方婦人会館大研修室 74 名 全

市 ６月１１日（火） 〃 室蘭市文化センター大会議室 33 名 

計 107 名 

 
２）主な質問・意見発言  

意見の内容 件数 

処理事業に関する情報公開や受け入れ決定手続き等に関すること 41件 

ＰＣＢの毒性に関すること 3件 

運搬の安全性に関すること     10件 

処理方法や処理量等に関すること     40件 

処理事業に対する不安感や疑問について     20件 

推進すべきとの意見      6件 

経済効果等に関する意見      9件 

その他      5件 

計    134件 
 
３）各種団体等を対象にした説明会の実施状況 

団  体  名 開催日時 参加人数 備考 

室蘭消費者協会 ７月１日 13:00～13：40 18 名  

室蘭市町会長・自治会長懇談会 7 月 12 日 15:30～16:00 71 名  

室蘭市ＰＴＡ連合会 7 月 12 日 18:00～20:00 10 名  

室蘭市婦人団体連絡協議会 7 月 22 日 10:00～12:00 40 名  

室蘭商工会議所 7 月 23 日 15:00～17:00 70 名 道から講師 

新日本婦人の会 8 月 3 日 10:00～12:00 22 名  

室蘭漁業協同組合 8 月 12 日 13:00～15:00 12 名  

伊達市農業協同組合 8 月 20 日 10:00～12:00 10 名  

高齢社会を考える会 9 月 10 日 13:00～15:00 10 名  

計 263 名  

６月２４日（月） 18:30～20:00 海洋センター 25 名 

６月２５日（火） 〃 室蘭市文化センター大会議室 47 名 

６月２６日（水） 〃 母恋会館大ホール 32 名 

６月２７日（木） 〃 高砂中央会館 41 名 

６月２８日（金） 〃 胆振地方婦人会館大研修室 36 名 

７月  １日（月） 〃 室蘭市市民会館中会議室 69 名 

７月  ２日（火） 〃 中島会館（中島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ２階） 52 名 

７月  ３日（水） 〃 本輪西会館ホール 55 名 

 
 
 
9
地

区 

７月  ４日（木） 〃 白鳥台会館集会室 45 名 

計 402 名 
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ＰＣＢシンポジウム２００２inムロラン 概要 
 

テーマ 「安全で安心なＰＣＢ廃棄物処理を目指して」 

 

目的 
    ＰＣＢ廃棄物の広域処理の必要性、最新処理技術の安全性、情報公開とリスク

  コミュニケーションなどについて、道民及び立地を予定している室蘭市民の理解

 を深め、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進を図るため開催する。 
 
主 催     北海道、室蘭市（共同開催） 
日 時  平成１４年１１月１８日（月）～２０日（水） 
場 所     室蘭市市民会館（室蘭市輪西町２丁目５番１号） 
 

Ⅰ．ＰＣＢシンポジウム 平成１４年１１月１９日（火） 
①基調講演 「ＰＣＢと負の遺産を考える」 

         講演者：国立環境研究所統括研究官 森田 昌敏 
②パネルディスカッション 

○テーマ：「安全で安心したＰＣＢ廃棄物処理はいかにあるべきか」 
○コーディネーター  北海道大学工学部都市環境工学専攻教授 真柄 泰基 
○パネラー  

・環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長 森谷 賢 
・東京農工大学工学部化学システム工学教授 細見 正明 
・室蘭工業大学建設システム工学教授 穂積 準 
・北九州市環境局総務部長 中薗 哲 
・北海道新聞論説委員 黒田 正一 

 
Ⅱ．ＰＣＢ展ムロラン  平成１４年１１月１８日（月）～２０日（水） 

ＰＣＢ廃棄物の概要・処理技術についてパネル・模型の展示などにより説明 
  出展者 北海道、室蘭市、環境事業団、  

処理技術メーカー（９グループ１１社） 

㈱東芝、日本曹達㈱、オルガノ㈱、日本車輌製造㈱・東京貿易㈱、 
(財)鉄道総合技術研究所・三菱重工業㈱、三井物産㈱、㈱荏原製作所、 
三菱重工業㈱、神鋼パンテック㈱ 

 
 
入場者数 
・１１月１８日  ３２名  ＰＣＢ展 
・１１月１９日 ４４０名  ＰＣＢシンポジウム・ＰＣＢ展 
・１１月２０日  ３７名  ＰＣＢ展 

合  計 ５０９名 



参考資料５ 

参－21 

市に寄せられた質問・意見に対する市の考え方  
 
○受け入れに対しての情報公開や手続きに関すること 
 
［質問・意見］ 
・ＰＣＢ処理事業の受け入れがすでに決定した上での説明ではないか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢ処理施設の受け入れについて、北海道がＰＣＢ処理事業に対する基本

方針を示したことから、本市は平成１４年５月９日に北海道に対し室蘭市への

立地を要望しました。 
市民への説明が受け入れに向けた表明の後ということについては、行政とし

て方向性を示した上での説明が行政としての責任と考えていることから、ご理

解を頂きたいと考えています。 
処理施設の本市への立地について決定はしていませんが、本年６月に北海道

を通じて国へ基本計画に位置付けるよう要請がされており、現在、国において、

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画が検討されているところです。 
 
［質問・意見］ 
・情報公開や市民への説明が必要である。 
・北海道による説明会の開催について。 
・北九州市の情報をインターネットで市民自らが入手して取り組むべきでは。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢの処理にあたっては、十分な安全性を確保すること、市民の理解を得

るために最大限の努力をすることが必要なことであると考えています。 
 その場合、計画段階から情報公開を行い、できる限り透明性を確保すること

が最も重要なことと考えています。 
 また、ＰＣＢの処理に限らず、どんな技術でも操作ミス、機械トラブルが絶

対に起こらないとはいえません。そこでどの程度のリスクがあり、どうすれば

リスクの発生を未然に防止できるか、またリスクが顕在化したときにはどのよ

うな対応ができるのかをあらかじめ検討し、対応策を考えた上でこのような情

報を、事業者及び行政、市民で共有を図る「リスクコミュニケーション」が必

要です。情報公開の方策として、事業にかかる情報を一元化した「（仮称）ＰＣ

Ｂ処理情報センター」の設置等を通じて市民が事業に係る様々な情報を入手で
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きるなど、情報公開が重要な条件のひとつになると考えています。 
また、これまでも市民等への説明会を実施してきましたが、今後もご希望が

ありましたら、説明にお伺いし、正確な知識の提供、情報の公開を行います。 
 北海道においても、ＰＣＢ廃棄物処理の必要性を広く周知するために、ＰＣ

Ｂフォーラムを開催しています。現在、本市は受け入れにあたっての基本的な

考え方の取りまとめを行っており、今後とも処理施設が立地する自治体として、

事業の進捗や熟度に合わせた事業内容や実施状況などについての説明は、市の

責任において行うことと考えていますが、事業の進捗状況に合わせて必要に応

じ、北海道など関係機関への説明も求めていきたいと考えています。 
 なお、本年１１月１９日には、本市と北海道が共催して、住民理解を深める

ための施策として「ＰＣＢシンポジウム２００２ｉｎムロラン」を室蘭市市民

会館で開催しました。 
 また、インターネット等で先進的な取り組みをされている北九州市の情報な

どをご覧いただき関心を持っていただきたいと考えています。 
 
［質問・意見］ 
・市民を含めた委員会等での検討が必要ではないか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
本市では、平成１４年８月２８日に学識者、各種団体、公募市民により構成

した「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員会」を設置し、これまでの説明会等の意

見集約を行い、受け入れへ向けた安全対策や事業監視等についての基本的な考

え方の取りまとめを進めているところであり、１１月末を目途に市の基本的な

考え方を取りまとめ、説明会等により市民の皆様の理解を深めていきたいと考

えています。 
 
［質問・意見］ 
・周辺住民の合意のための法的根拠について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢ処理施設は産業廃棄物処理施設であることから、「室蘭市産業廃棄物処

理施設の設置に関する指導指針」で５００メートル以内の住民に事前の説明・

同意を得ることとされていますが、立地の候補地が臨海部の工業専用地域であ

り、定められている５００メートル以内に町内会等が無いことから、事前の説

明・同意の必要は無いと考えています。 
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［質問・意見］ 
・室蘭市としての受け入れの条件を提示すべきではないか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
・国等への受け入れの条件については、現在、「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委員

会」における意見を参考に取りまとめている市としての基本的な考え方をもと

に、事業の安全性の確保や地域振興に関することなどについて、条件や事業実

施に向けての配慮すべき事項として示していきたいと考えています。 
 
［質問・意見］ 
・「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」（以下、

ＰＣＢ特措法）における国・道・市の役割分担と市の関与できる範囲について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 ＰＣＢ特措法での国、北海道の役割として、国ではＰＣＢ廃棄物処理基本計

画の策定、北海道には国の計画に即したＰＣＢ廃棄物処理計画の策定が定めら

れています。 
 また本市の関与については、事業が実施される場合には事業主体となる環境

事業団は事業実施計画を作成し、北海道に協議するとともに、国の認可を受け

なければならないこととなっており、北海道はこの協議をするにあたっては、

関係市である室蘭市の意見を聴かなければならないことになっています。なお、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、廃棄物処理法）においても、産

業廃棄物処理施設であるＰＣＢ廃棄物処理施設の設置には北海道の許可を受け

なければならないことになっており、その許可に際して、北海道は生活環境の

保全上の見地からの意見を室蘭市から聴かなければならないこととなっていま

す。 
 本市としては現在取りまとめを行っている基本的な考え方を基に対応したい

と考えています。 
 
［質問・意見］ 
・北海道の処理計画の具体的な内容と本市の意見・要望がどのように反映され

るのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 北海道の処理計画の具体的な項目としては、 
（１）ＰＣＢ廃棄物の種類ごとの発生量、保管量及び処分の見込み量      
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（２）ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項 
  ①ＰＣＢ廃棄物の処理の体制の現状 
  ②ＰＣＢ廃棄物の処理の体制の確保のための方策 
  ③ＰＣＢ廃棄物の処理施設の整備に関する事項 
  ④ＰＣＢ廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項 
（３）ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な監視、指導

その他の措置に関する事項 
（４）その他ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項であって必要と

認められる事項 
とされています。 
 本市としては、管理運営や監視体制に関して、事業の安全性に関する監視委

員会や情報処理センター等との関連が大きいことから、それらが反映されるよ

うに北海道などの関係機関へ要請を行っていきたいと考えています。 
 
○ＰＣＢの毒性に関すること 
 
［質問・意見］ 
・急性毒性は衣類の防虫剤程度とあるが、皮膚毒性、生殖機能への影響などの

説明が不足である。 
・人体に及ぼす影響、発ガン性について。 
・ダイオキシン類は含まれないのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢは、代表的な毒物である「青酸カリ（シアン化カリウム）」などとは違

い、少量でも体に摂取したらすぐに命に関わるというものではありません。さ

らに引火性や爆発性などのような性質はなく、放射性物質のように近くにいる

だけで影響があるというものでもありません。 
 一方ＰＣＢは、水に溶けにくく脂肪に溶けやすいため、体内に取り込まれた

場合には排出されにくく、長期にわたり蓄積されることによる有害性、発ガン

性、環境ホルモンとしての生殖への影響が疑われています。 
 また、カネミ油症のように高濃度に体内に蓄積された場合は、塩素挫創など

の皮膚障害も生じます。 
ＰＣＢには、数％程度コプラナＰＣＢと呼ばれるダイオキシン類を含んでい

ますが、ＰＣＢを分解する工程において、コプラナＰＣＢも同様に分解されま

す。 
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［質問・意見］ 
・カネミ油症事件の実態について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 カネミ油症事件は昭和４３年に北九州市において発生しました。 
脱臭用熱媒体として利用されていたＰＣＢが誤って混入した食用のライスオイ

ル（米ぬか油）を食べたため、体内にＰＣＢが高濃度で蓄積し、起こったもの

です。 
症例としては 
・体に吹き出物ができる 
・手足がしびれる 
・妊娠中に被害を受けた人からは黒い皮膚の子供が生まれた 
などということがありました。 
昭和６２年に最高裁で和解が成立し、認定患者は全国で約１，８７０人です。 

 なお、この事件は、これまでの研究や分析機器の発達などから、ＰＣＢの中

に含まれていたダイオキシン類が原因であることが明らかになってきました。 
 
○運搬の安全性に関すること 
 
［質問・意見］ 
・収集・運搬における安全性確保の考え方について。 
・運搬時の漏洩対策について。 
・海上輸送の危険性は。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 ＰＣＢの収集・運搬の安全性については、処理体制の整備に合わせて、昨年

から国においてＰＣＢ廃棄物収集運搬の基本的考え方の検討が進められ、平成

１４年３月に案として示されました。 
 検討内容としては、廃棄物処理法や消防法とともに、国際的な基準である「危

険物の輸送に関する国連勧告」を基に、環境への漏れや流出の防止を重視する

内容で行われており、年度内を目処にガイドラインの最終案が提示される予定

です。 
 収集・運搬事業については、廃棄物処理法で都道府県知事の許可が必要と定

められており、運搬の安全性については北海道などの指導・監督に基づいて行

われることと考えています。                      

本市としても、市内での収集・運搬や市外からの運搬について、ガイドライン
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の考え方や運搬ルート、地域特性等の検討を行い、北海道や環境事業団と連携

し、市内の保管者や事業者への周知を行うとともに、運搬に関する安全性の確

保を北海道などに申し入れしていきたいと考えています。 
 北九州市では、トラック、鉄道、船舶のいずれの運搬方法においても、共通

するリスクとして、 
・積込み時、積降し時、走航行時の事故（転倒、落下、交通事故及び火災等） 
・漏洩、流出の発生 
が考えられており、これらのリスクに対して、 

・運搬ロットの集約（できるだけ、一回あたりの運搬量を多くして、運搬回数

を減らす。） 

・運行基準の策定（悪天候時の運行制限、運搬ルートの厳選等） 

・密閉式の運搬容器（インナーコンテナ等）の検討 

・運搬途中での位置情報の把握 

・事故発生時の対応など 

が検討されています。 

また、運搬時に万一ＰＣＢが漏れた場合の対策として、緊急用機材（ウエス、

吸収材）を携行する等による迅速な回収や関係機関との緊急連絡体制の整備な

どが検討されています。 
 
○処理方法や処理の量などに関すること 
 
［質問・意見］ 
・化学処理は確立しているのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 ＰＣＢの処理技術は、従来の高温焼却技術に加え化学処理技術も確立してお

り、安全かつ確実に処理を行うことができます。 

ＰＣＢの処理方法として、廃棄物処理法において焼却処理、化学処理が認め

られています。海外においても焼却処理や化学処理によりＰＣＢの処理が進ん

でいます。 

また、焼却処理は日本においても実績があり、処理の確実性、コストの面か

ら有効な方法ですが、現在までＰＣＢの処理が進まなかったのは、燃焼ガスの

発生などから焼却処理が地域に受け入れられなかったことが原因となっていま

す。 

一方、化学処理は、焼却処理に較べコストは高くなるものの、燃焼ガスが発

生しない、処理が完了したことを確認した後、排気、排水、残さ等を排出する
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ことが容易なことから、化学処理を前提に検討を進めています。 
 
［質問・意見］ 
・処理後の生成物とその利用や処分について。 
・化学処理の過程でＰＣＢに含まれるダイオキシン類は無害化されるのか。 
・スクラップなどの処理残さや排気、排水の安全性について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
化学処理は、ＰＣＢを化学反応により分解し無害化する方法であり、現在で

は５種類の方法が国に認められています。分解後発生するものは処理方式によ

って異なりますが、油や炭酸ガス､水､塩類などです。 

これらは通常存在する物質と同様のもので、毒物や危険な物質というもので

はありません。 

また、純度にもよりますが、油は燃料として、塩類は工業用原料としてのリ

サイクルが可能とされています。 

 また、ＰＣＢに含まれるダイオキシン類であるコプラナＰＣＢ等は、化学的

な特性はＰＣＢと同じ塩素系有機化合物であることから、ＰＣＢと同様に分解、

無害化されることが、これまでの実証実験や自社処理において確認されていま

す。 

ＰＣＢ処理にあたっては、ＰＣＢ液の処理とＰＣＢを抜いた後の容器やＰＣ

Ｂ含浸物（トランス内にあるＰＣＢが染み込んだ部品等）の処理が必要です。

油抜き後の容器、ＰＣＢ含浸物は国に認められた技術である洗浄もしくは真空

加熱分離（真空状態で加熱し、ＰＣＢを容器、ＰＣＢ含浸物から分離する方式）

によって、ＰＣＢが除去され、残さは通常の産業廃棄物としてリサイクル・適

正処理されます。 

また、含浸物については、高圧・高温状態の水の性質を利用した水熱酸化分

解により、直接無害化する処理方法が開発されています。 

ＰＣＢ処理施設は、地域周辺の環境保全の観点から排気、排水、残さ等を極

力排出しない方式が望まれます。排水処理については、雨水や生活排水を除き、

処理工程からの排水は循環利用などを活用し極力系外に排水を出さない無排水

を基本に考えています。 

なお、日本のＰＣＢ処理の基準は廃油中の残留ＰＣＢが０．５ｐｐｍ以下と

いうものであり、海外の５ｐｐｍ～５０ｐｐｍ と較べて世界で最も厳しくなっ

ています。 
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［質問・意見］ 
・道内や市内のＰＣＢの量について。 
・施設の処理能力・処理期間について。 
・処理が終わった後の施設はどうなるのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 道内のＰＣＢの量は「北海道ＰＣＢ廃棄物適正処理検討委員会報告書」によ

るとおおむね５００～１，０００トンと推測されています。 
また、室蘭市内のＰＣＢ廃棄物の保管状況としては、平成１３年７月１５日

現在で次のとおりです。（胆振支庁届出分） 
・高圧トランス等    ３５事業所   ２１０台 
・蛍光灯安定器     １０事業所 ２，１５２台 
・廃ＰＣＢ・ウエス    ３事業所 ＰＣＢ油３００リットルほか 
・小型・低圧コンデンサ  ６事業所   ３１７台 

 
ＰＣＢ特措法では平成２８年７月までにＰＣＢ廃棄物を処分することが保管

事業者に義務づけられています。 
なお、北九州市の第１期処理施設では１年間で約１００トンを処理するとさ

れていますので、同程度の処理施設であれば、道内分を最大で１，０００トン

としても、１０年程度の期間で処理は終了するものと考えています。 
また、ＰＣＢ処理の終了後、処理施設の取り扱いについては、基本的には、

初期の目的が果たされれば解体されるものと考えています。 

 
［質問・意見］ 
・処理方法に対する考え方と決定について。 
・処理技術選定における透明性の確保について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 各種の処理方法については、処理工程や残さの内容などでそれぞれ特徴があ

りますが、安全性に関しては、全て国において技術評価、認定された技術とし

て十分に確保されたものと考えています。 
 具体的な処理方法については、事業認可取得後、環境事業団において、専門

家による委員会を設置し、地域特性等を考慮した検討が公開で行われることに

なります。 
 北九州市では、専門家による委員会の公開での検討を受け、選定された技術

について処理技術の提案を公募し、事業主体である環境事業団が専門家の意見
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を聞きつつ提案を審査し決定しています。 
北九州市においても、選定理由等についての地域への説明を行っており、透

明性の確保は可能と考えています。 
 今後、本市においても、具体的な事業実施となった場合には、北九州市と同

様に選定理由の説明を環境事業団へ申し入れたいと考えています。 
 
［質問・意見］ 
・自社処理施設は規模が小さいが、スケールアップによる安全性の確認は。 
・国内外での処理の状況について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 建設中のものを含めると、現在国内で十数箇所のＰＣＢ処理施設があります。 

いずれも自社処理施設のため規模は小さいものですが、現在北九州市では、そ

の１０数倍程度である１日０．５トンの処理能力を持つプラントの建設が始ま

っています。海外での処理実績を含めて、スケールアップにおける安全性は確

認できると考えています。 

 なお、海外では年間の処理量が２０００トン規模の化学処理施設が稼動中で

す。  

 

［質問・意見］ 
・処理をするのは道内分だけか、東北分は。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 平成１４年４月２４日に北海道が示した「北海道におけるＰＣＢ廃棄物に関

する適正処理方針」の中で「北海道内におけるＰＣＢ廃棄物は、道内における

処理を基本とする」とされており、本市はこれを受けて受け入れを表明してい

ます。 
 東北分の処理については、本年３月に宮城県知事が県内への処理施設の立地

について表明し検討を行っているところと聞いています。 
 

［質問・意見］ 
・大気・水質等の環境への影響について。 
・環境影響調査について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 ＰＣＢに関する環境モニタリングについては、水質及び底質について北海道
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が室蘭港で測定しています。最近５年間の測定データでは、全て検出限界値未

満となっています。大気については、ＰＣＢとしてのモニタリングは行ってい

ませんが、ＰＣＢの中でも毒性が強くダイオキシン類とされているコプラナＰ

ＣＢについては調査を実施しており、最近３年間の測定データでは、大気１立

方メートルあたり２～５ピコグラムとＰＣＢの暫定的環境基準値の０．５マイ

クログラムに対し、１０万分の１となっています。 
 分解処理に伴う、排気や排水については、排出基準値以下であることを確認

して排出されますので、環境への影響はないと考えています。 
 ＰＣＢ処理施設は、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設設置にあたり、北海

道知事の許可施設となることから、生活環境影響調査については、許可の申請

に際して、事業主体である環境事業団により実施されることとなります。 
また、事業開始後の環境モニタリングについては、事業主体である環境事業

団が中心となり行うことになりますが、施設の設置許可を行う北海道や公害防

止協定を結ぶ本市との協議の上で、具体的な内容を定めることになります。 
本市としては、市民が安心できるような体制とするため、周辺環境について

の監視体制や情報公開のシステムの整備について、北海道や環境事業団ととも

に取り組んでいきたいと考えています。 
 
○処理事業に対する不安感や疑問について 
 
［質問・意見］  
・立地場所について。 
・海の近くにつくるのは不安がある。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 今回立地を予定している臨海部は、 
・工業的用途の広い土地が確保できること（数ヘクタール） 

・鉄や銅等のリサイクルという観点から、工業地帯が望ましい 

 

等の理由から、４か所を候補予定地としたものです。 

 本市では、交通アクセスや工業用水、電力などの工業基盤、他の計画との整

合性、周辺社会環境等での検討において、他の地点より優位性がある仲町の新

日本製鐵社有地である南西側臨海部を第１候補地として今後、環境事業団等の

関係機関と協議をしていきたいと考えています。 

また、ＰＣＢ処理施設は、地域周辺の環境保全の観点から排気、排水、残さ

等を極力排出しない方式が望まれます。排水処理については、雨水や生活排水
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を除き、処理工程からの排水は循環利用などを活用し極力系外に排水を出さな

い無排水を基本に考えています。 

 

［質問・意見］ 
・事故があったら街まで拡散する恐れはあるか。 
・安全性の確保のためのリスクマネジメント、情報公開とリスクコミュニケー

ションについて。 
・大地震など緊急時の対応について。 
 

［室蘭市の説明・考え方］ 
 安全性の確保に関する基本的考え方として、リスクマネジメントがあります。

これは、あらゆる事故やトラブルを想定し、様々な措置を講じて、リスクの回

避、低減化を図るというものです。 
一つの誤動作やミスが事故に直結しないための措置としてフェイルセーフ

（具体的には、警報装置の多重化、インターロックシステムによる手順ミスの

防止、機器故障時等に安全側に働くシステムなどがあります。）や万一事故が

発生した場合の影響を最小限に抑えるためのセーフティネット（具体的には、

防油堤の設置、不浸透構造の床、緊急用機材の常備などがあります。）などが

考えられています。 
また、情報公開とリスクコミュニケーションについては、一方的な説得、納

得ではなく、相互に情報の共有を図ることによるリスクの管理や評価の手法で、

北九州市では、学識者や市民代表による「北九州ＰＣＢ処理監視委員会」が設

置されるとともに、事業に係る情報を一元的に集約・管理する「（仮称）ＰＣ

Ｂ処理情報センター」が設置されることとなっています。 
本市としても、このような考え方に沿って（仮称）ＰＣＢ処理情報センター

の設置を環境事業団へ求めるとともに、（仮称）事業監視委員会の設置につい

ての検討を行っていきたいと考えています。 
 大地震など緊急時の対応については、建物の耐震性などとともに、自動運転

停止のシステムや緊急時マニュアルの整備や訓練等の運営面での対応も含め、

十二分な対応を求めていくとともに、本市としてもそれらの監視等を行ってい

きたいと考えています。 
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［質問・意見］ 
・処理施設で働く人の健康について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 処理施設で働く人たちの健康管理については、ＰＣＢは労働安全衛生法の特

定化学物質であることから同法に基づく施設整備や就業規則が求められます。 
 処理作業に従事する人たちの安全性の確保は安全性の基本であり、環境事業

団にも要請していきたいと考えています。 
 

［質問・意見］ 
・なぜ室蘭で行うのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 ＰＣＢ処理施設の受け入れにあたり本市では、 
・地球環境汚染防止への国際的な取り組みへの貢献 
・工業や交通、研究等の各種基盤を活用した環境産業推進へ大きく寄与し、環

境産業拠点形成に向けた先導的なプロジェクトとなる 
・国家事業としての投資、雇用等による経済波及効果 
・工業技術集積等から処理施設の立地に適している 
ことを理由として受け入れを表明しています。 
北九州市の例では、第１期施設建設投資が約１５６億円とされています。現

時点で本市における建設投資額等を推測することは難しいと考えていますが、

地元への経済効果がなされるよう、事業の導入にあたっては、事業主体の環境

事業団へ地元の人材・技術の活用について要請していきたいと考えています。 

また本事業を通じて、これまで以上に環境に係る技術力の蓄積、人材の育成

を図ることが可能となり、環境産業拠点形成に積極的に取り組んでいる本市の

さらなる発展が期待できます。 

地域にとってメリットの多い事業にするべきだと考えています。 

さらにＰＣＢの処理が進むことで、将来に向けてよい環境を残していくこと

ができます。 

 本市でのＰＣＢ処理事業の受け入れについては、これからの循環型社会形成

へ向けた地域の産業特性を活かした環境産業への取り組みの一環としてばかり

でなく、処理施設としてのリスクを正確に認識しつつ、国際的な環境保全・改

善への取り組みを行うものとして、国や北海道から高い評価を受けることと考

えています。 

 環境産業拠点形成に向けては、国や北海道による関連施策の実施や各種支援
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事業の展開とともに、研究開発に向けた実証実験プロジェクトや研究施設の誘

致等についても必要なことと考えています。 

 今後、ＰＣＢ処理事業を含めた環境産業拠点形成に向け、これらに関連した

地元研究機関を活用した研究開発プロジェクトの導入や研究施設の立地等につ

いて国や北海道へ要請するとともに、北日本における環境産業拠点の形成に向

けた支援施策や制度による支援等について国や北海道に働きかけていきたいと

考えています。 

 

［質問・意見］ 
・道内では室蘭が一番技術を持っている、北海道で出来るのは室蘭しかない。 
・安全対策を十分に考えれば受け入れに賛成。 
・勇気ある判断である、まず手を挙げないと可能性はない、毒性・危険性は石

油コンビナートでもあること。 
・我々の世代だけではない、どこかで処理が必要。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢは適正に処理する施設がないため、各事業者のもとで３０年にわたっ

て保管され続けています。しかし事業所の倒産などにより、ＰＣＢが入ってい

る高圧トランスなどの電気機器が平成１０年度と平成４年度で比較すると、年

間１，０００個近く不明・紛失となっており、これによる環境汚染が懸念され

ています。またＰＣＢを全く使っていない北極圏付近の人々や動物からＰＣＢ

が検出されており、ＰＣＢの適正な処理は、今や世界的な問題となっています。

一方ＰＣＢの処理技術は、従来の高温焼却技術に加え、化学処理技術も確立し

ており、安全かつ確実に処理を行うことができます。 

このようなことを背景に、我が国のＰＣＢ処理を適正かつ確実に進めていく

ため、ＰＣＢ特措法が衆参両院において全会一致で可決されるなど、ＰＣＢ処

理を進めていくことについては、異論のないところになっています。 

ＰＣＢ処理に対する不安感も理解できますが、逆に処理施設ができないと、

これまでのとおり紛失などによる汚染が広がり続けることが懸念されます。 

このためにも早急にＰＣＢの処理体制を構築し、処理を進めていくべきだと考

えます。 
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［質問・意見］ 
・処理施設などの建設費や雇用等の具体的な経済波及効果はどの程度か。 
・新たな雇用は歓迎できる。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
北九州市の例では、第１期施設建設投資が約１５６億円とされています。現

時点で本市における建設投資額等を推測することは難しいと考えていますが、

地元への経済効果がなされるよう、事業の導入にあたっては、事業主体の環境

事業団へ地元の人材・技術の活用について要請していきたいと考えています。 

また本事業を通じて、これまで以上に環境に係る技術力の蓄積、人材の育成

を図ることが可能となり、環境産業拠点形成に積極的に取り組んでいる本市の

さらなる発展が期待できます。 

地域にとってメリットの多い事業にするべきだと考えています。 

さらにＰＣＢの処理が進むことで、将来に向けてよい環境を残していくこと

ができます。 

 
［質問・意見］ 
・ＰＣＢ処理施設の誘致により、室蘭市の環境産業をどのように積極的に展開

するのか。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
 本市でのＰＣＢ処理事業の受け入れについては、これからの循環型社会形成

へ向けた地域の産業特性を活かした環境産業への取り組みの一環としてばかり

でなく、処理施設としてのリスクを正確に認識しつつ、国際的な環境保全・改

善への取り組みを行うものとして、国や北海道から高い評価を受けることと考

えています。 

 環境産業拠点形成に向けては、国や北海道による関連施策の実施や各種支援

事業の展開とともに、研究開発に向けた実証実験プロジェクトや研究施設の誘

致等についても必要なことと考えています。 

 今後、ＰＣＢ処理事業を含めた環境産業拠点形成に向け、これらに関連した

地元研究機関を活用した研究開発プロジェクトの導入や研究施設の立地等につ

いて国や北海道へ要請するとともに、北日本における環境産業拠点の形成に向

けた支援施策や制度による支援等について国や北海道に働きかけていきたいと

考えています。 
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［質問・意見］ 
・施設や処理費用等の事業費の負担は。 
・事業の責任所在について。 
・運搬・収集時の事故の責任の所在について。 
・現在の保管の状況、責任について。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢ処理施設の建設及び運営は環境事業団が行います。 

今回のＰＣＢ処理に伴う総括的な責任は国にあり、安全かつ確実にＰＣＢの処

理が行われることが前提ですが、万一事故が起こった場合、第一義的には各段

階で役割を担う者がそれぞれの法的責任を負うことになります。 

従来ＰＣＢは、民間で処理することとしていましたが、処理施設の整備が進

まず、結果的に３０年間にわたり保管が続き、そのため紛失などによる環境汚

染が懸念され、このまま放置できないとの判断から環境事業団による処理を行

うことになりました。 

環境事業団は、国の施策として処理を行いますが、排出事業者責任の原則のも

と、処理費用は保管事業者に求めることとなっています。 

ＰＣＢを保管事業者数で見ると、大手企業が約１割で残る９割は中小企業が

保有しています。また高圧トランスや高圧コンデンサの台数で見ると、大手企

業が約４割で、中小企業が約６割といわれています。 

ＰＣＢ処理を早急に進め、生活環境の保全に資するため、国と都道府県等でＰ

ＣＢ廃棄物処理基金を設けて中小企業に対して、ＰＣＢの処理費用を軽減する

ことが予定されています。 

また、製造者が処理費用をすべて負担するという考え方もありますが、ＰＣ

Ｂについては、製造当時優れた化学物質としての認識しかなかったことや製造

中止後約３０年も経過していることから、製造者に処理費用のすべての負担を

課すことは困難であるというのが国の考え方です。 

しかしながら、ＰＣＢの製造者は一定の社会的な責任を果たすべきとの考え

から、ＰＣＢ廃棄物処理基金への協力を求めることになっています。 

 
［質問・意見］ 
・事業の実施スケジュールについて。 
・事業着手のタイムリミットについて。 
 
［室蘭市の説明・考え方］ 
ＰＣＢ処理施設の受け入れについては、現在「室蘭市ＰＣＢ処理安全市民委
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員会」の意見を参考に、安全性などに対する市の考え方をまとめ、議会に相談

のうえ、北海道や国へ要望したいと考えています。 

また、事業着手の時期については、処理の期間を１０年間、建設に要する期

間を２～３年と想定し、その前の調査・設計に要する期間等を考慮すると、来

年度には本格的な調査を含めた事業の着手が望ましいと考えています。 

 




