
資 料 １

(第44回 監視円卓会議)

北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議

（第４３回）

議 事 録

日 時：平成３０年２月１５日（木）午後２時開会

場 所：Ｐ Ｃ Ｂ 処 理 情 報 セ ン タ ー
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１．開 会

【事務局】

定刻前ですが、委員の皆様がおそろいでございますので、ただいまより、北海道ＰＣＢ

廃棄物処理事業監視円卓会議を開催させていただきます。

皆様には、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

私は、北海道環境生活部循環型社会推進課の土肥でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

本日の会議は、議事の都合上、通常よりも３０分ほど早く開会させていただいておりま

すが、おおむね１６時３０分を目途に終了し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。

また、いつものお願いですが、本会議では、議事録を作成し、公表しておりますので、

ご発言いただく際にはマイクをご使用していただきますようお願い申し上げます。

それでは、開催に当たりまして、北海道環境生活部の相田環境局長よりご挨拶を申し上

げます。

【相田局長】

お疲れさまでございます。環境生活部の相田でございます。

本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、まことにありがと

うございます。また、近隣市からは、登別市、伊達市、オブザーバーとして、環境省廃棄

物規制課を始め、中間貯蔵・環境安全事業株式会社からもご出席をいただいております。

さて、本日は、前回の会議までにご指摘をいただいておりました洗浄溶剤の漏洩防止対

策、期限内処理に向けた長期処理計画などについて説明させていただいて、委員の皆様か

らご質問やご意見をいただきたいと考えております。

議論いただく内容が多岐にわたっておりますので、通常よりも早い開会とさせていただ

いております。長時間の会議となりますが、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し

上げまして、開会に当たっての挨拶といたします。

よろしくお願いいたします。

【事務局】

続きまして、本日、オブザーバーとしてご出席いただいております環境省廃棄物規制課

の成田課長様よりご挨拶いただきます。

【成田課長】

環境省廃棄物規制課長の成田でございます。

本日は、ご多忙のところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。ま

た、日ごろより、ＰＣＢ廃棄物の処理の推進に格別のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼を
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申し上げます。

さて、当地域におけるＰＣＢ廃棄物の処分期間は、変圧器、コンデンサーで平成３４年

３月末、安定器、汚染物等で平成３５年３月末までとなっておりますが、最も早く期限が

到来する北九州事業エリアの変圧器、コンデンサーについては残り５０日を切っており、

自治体、地方環境事務所などの関係者が個々の事業者に対して最後の追い込みを行ってい

る状況にあります。北海道事業エリアにおいても、北九州事業エリアの取り組みを参考と

しながら、期限までに残された時間を意識して計画的に取り組みを進めていく必要があり

ます。

環境省といたしましても、ＰＣＢ廃棄物の処分期間内の確実かつ適正な処分を推進する

ために、関係者間の連携を強化するとともに、体制の充実、必要な情報の提供等、自治体

が行う調査への支援を進めております。引き続き環境省庁と連携しつつ、地方公共団体、

ＪＥＳＣＯ、産業界とも一丸となって、処理の安全性の確保を大前提とした上で、ＰＣＢ

廃棄物処理を一日でも早く確実に進められるよう、全力を尽くしてまいります。

本日は、皆様の活発なご議論をよろしくお願い申し上げます。

２．議 事

【事務局】

それでは、議事に入らせていただきます。

ここからの進行は、眞柄座長にお願いいたします。

【眞柄座長】

それでは、早速、次第に従って進めてまいりたいと思います。

お手元の資料の確認をお願いします。

【事務局】

それでは、配付資料について確認させていただきます。

まず、次第、出席者名簿、資料１として前回会議の議事録、資料２－１、資料２－２、

資料２－３、資料２－４、資料２－４の別添１、資料２－５、資料２－５の別添１、資料

２－５の別紙、資料３－１、別紙１、別紙２、資料３－２、資料３－２の別紙１から別紙

５まで、資料４、資料５－１、資料５－２、資料５－２の別表、資料５－３、最後にＰＣ

Ｂの処理事業だよりとなっております。

不足があれば、事務局に申し出ていただければと思います。

【眞柄座長】

それでは、早速進めたいと思います。

最初に、前回の円卓会議の議事録について、あらかじめ確認していただいておりますの
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で、特にご意見がなければ、これを議事録として処理したいと思いますが、よろしいです

か。

（「異議なし」と発言する者あり）

【眞柄座長】

それでは、早速ですが、議題２の処理事業の進捗状況について、資料に基づき、資料２

－１から資料２－５まで説明をお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】

資料２－１をごらんください。

こちらは、前回、委員の皆様からご意見を頂戴いたしまして、また、眞柄座長からも、

次回にご説明するようにということがありましたので、整理させていただいております。

１ポツ目ですが、保管されている廃安定器へのＰＣＢ不使用のものの混入等ということ

でございます。

これまで、当社の情報等で保管されている廃安定器の中には、ＰＣＢを使用していない

ＰＣＢ不使用安定器、また、ＰＣＢを封入したコンデンサー部分を安定器本体部分から安

全に取り外すことが可能なコンデンサー外づけ型安定器が一定量含まれていることがわか

っております。

こちらは、前回はご説明できませんでしたが、当初、処理基本計画を作成した際にも、

一定量、ＰＣＢ不使用の安定器やコンデンサー部分の取り外しが可能なものも見込んでい

ました。こういったものを大量に保管されている事業者におかれましては、やはり影響が

大きいものですから、特に留意していただきたいと考えております。

保管事業者におかれましては、基本的には、排出事業者責任において、処理対象物の適

正化という観点から、廃安定器については、保管場所での仕分け作業、ＰＣＢ不使用安定

器の分別とコンデンサー外づけ型安定器で、安全に外せるものについてはコンデンサー部

分の取り外し作業を行っていただいて、高濃度ＰＣＢ廃棄物以外のものを取り除いていた

だくことが重要だと考えております。

弊社は、言わずもがなですが、高濃度ＰＣＢの処理を行う会社でして、こういったこと

をお願いさせていただきたいと考えております。

２ポツ目の仕分けの周知徹底等というところでございます。

しかしながら、搬入されてまいります廃安定器の中には、ＰＣＢ不使用のものがいまだ

に確認されることから、仕分けに関する周知徹底等を図るため、保管事業者の皆様向けの

各種説明会、また、国や自治体等による早期処理関係者連絡会や広域協議会等の各会議、

それから、電気保安協会等のセミナーの場所などなどさまざまな場面を活用し、保管場所

での仕分けの必要性、手順、処理費用の負担低減効果をご説明いたしまして、ご協力とご
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理解をお願いしております。

また、大量の保管者による仕分け作業の未実施につきましては、円滑な処理を考えると

影響が大きいものですから、前回もご指摘、ご意見をいただきましたが、仕分け作業の実

施による処理費用負担低減が十分に見込めることを考慮し、本年２月より、保管している

安定器の総重量が５００キログラム以上、ドラム缶で言うと２缶分、安定器１本の平均は

２．５キログラムぐらいと考えておりますので、安定器の数で言うと２００本程度となり

ます。こういったものをお持ちの保管事業者におかれましては、保管現場での仕分けをし

ていただいたかどうかの実施の有無、また、実施された場合は実施された事業者名、それ

から、どれぐらい削減できたのかという削減量などを搬入荷姿登録、これは我々ＪＥＳＣ

Ｏに搬入される際に登録いただく申請書がありますが、そちらに記載いただくように様式

を変更し、さらに一層の仕分けについてのご理解とご協力をお願いしております。

また、既に弊社に搬入荷姿登録の申請を済ませられて、今後弊社と処理委託契約を締結

する予定となっている保管事業者におかれましては、弊社で申請書類の内容を確認させて

いただいて、処理費用の低減効果が見込めると判断した場合には、それぞれの保管事業者

に再仕分けをお願いする場合もあります。これまでも、幾つかの保管事業者にご対応いた

だいているという実績もあります。

ただし、こういったことを行っても、搬入荷姿登録を完了している保管事業者などな

ど、仕分けの対応について難しいといった場合ももちろんございますので、ＪＥＳＣＯの

事業所中においても仕分けを行うことで処理対象物の適正化を図っていきたいと考えてお

ります。

次に、裏面をごらんください。

３ポツ目の事業者内での仕分けに向けてということですが、現在、適正処理の推進に向

けて、来年度４月からの北海道事業所内での廃安定器の仕分けの開始を目指し、必要な整

備、改造や人員体制構築など、必要な仕組みづくりの検討をまさに初めております。ＪＥ

ＳＣＯといたしましては、事業所内でも仕分けを実施することとして、ＪＥＳＣＯ処理対

象物の適正化を図ることとし、ひいてはＰＣＢ廃棄物の早期処理の実現をしっかりと目指

していきたいと考えております。

なお、北九州ＰＣＢ処理事業所におきましては、昨年１２月から暫定的に事業所内仕分

けを開始しております。

下に簡単な図で事業所内での仕分けフロー（案）として流れを書かせていただいており

ます。

まず、ＪＥＳＣＯの事業所内で安定器の入ったドラム缶を受け入れます。こちらは、既

に完全に仕分けがされているとわかっているものは前処理とプラズマ処理をしますが、Ｊ

ＥＳＣＯの中で仕分けの必要があると思われたものについて、仕分け作業を行います。そ

の上で、ＰＣＢ不使用のもの、安全に外づけ型コンデンサーが外せるもの、ＰＣＢが使わ

れているものに分けて、その後、ＰＣＢが使われているものと外づけ型のもののうち、コ



- 5-

ンデンサーを取り外した残部材を分けたところ、実際に資料採取などの判定を行い、無害

化処理認定施設に払い出せるものについては無害化認定施設に払い出します。また、ＰＣ

Ｂ使用のものや判定基準を下回ったものについては、従来どおり、我々のところでプラズ

マ処理を行うといったフローを考えております。実際に、北九州事業所の中でもこういっ

た形で実施しております。

次のページには、イメージを持っていただくために写真資料をつけております。

こちらは、事業所内仕分け作業のイメージということで、実際に北九州ＰＣＢ処理事業

所で行っている作業風景の写真を撮ったものでございます。

先ほどご説明したドラム缶の中に入っている廃安定器が左上の写真です。右上の写真

は、作業員による仕分け作業でございます。

ドラム缶の中から廃安定器を取り出して、作業員が手で同じタイプのものを分けていく

という作業をしております。

次に、左下の種類ごとに分別された廃安定器の写真ですが、手作業によってさまざまな

廃安定器を同じようなタイプに分けて、その上で廃安定器についている銘板などを確認す

ることにより、ＰＣＢが使われているものなのか、ＰＣＢが使われていないものなのか、

あるいは、コンデンサーの外づけ型と言って、リード線でつながっているもので、リード

線を切ることによってコンデンサー部分とそれ以外のものを安全に分けることができるも

のなのかといった判別作業を行っております。

その上で、右側の写真ですが、コンデンサー外づけ型安定器本体と、そこから取り出さ

れたコンデンサーということで、コンデンサー外づけ型のものについて、真ん中の上にち

ょっと乗っている金色のものがＰＣＢが入っているコンデンサーですけれども、これがリ

ード線で下につながっているところを切ることによって取り外し作業ができることになっ

ておりますので、分けて処理していくということです。

そういった形で実際にＰＣＢが入っていないものやＰＣＢが使われていない部分を取り

除くことによって、我々のプラズマ処理の作業量の負荷を減らしていくことができ、全体

で早期処理の実現に向けて貢献できるものと考えております。

資料の説明は以上です。

【眞柄座長】

ただいまの説明について、ご質問があればお願いいたします。

【○○委員】

今の資料のことですが、前提が全く違います。今まで処理した人間は、こういうことを

全然聞かされていません。

それで、ＰＣＢ不使用のものがいまだに確認されているということですが、これがまた

信じられません。写真をつけて、どういうものかを都道府県に提出します。それを処理す
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るには、かなりの金がかかります。何万円もかかるのですよ。それなのに、不使用だった

ものを出す人がいるのですか。我々は、写真を撮って、型番をとって、会社まで行って調

べて、この形式はどうなんですかとやっていますが、これが普通じゃないですか。こうい

うことをしないで、そのままぼんぼん出すお金持ちがいっぱいいるのですか。信じられな

いですね。

何のためにこういうことをやるかというと、こうしないと処理ができないからやるんだ

とはっきり言えばいいじゃないですか。それを繕うために、いかにもこういうふうなこと

をしてくださいと。我々も、そういう手順でやっていけば、普通だったら２キログラムの

ところが何分の１かの処理で終わったわけでしょう。もう済んだ人間は、血を流して、汗

を流して、一生懸命写真を撮って、型番を調べて出している。それが普通じゃないです

か。こういうことをきちんとやっていかないと、信頼性が全くなくなってしまいます。や

った人間に対して信頼性をなくしたら、今からやろうとする人間はますますどうでもいい

やという感じになるのではないですか。

その辺のところを、国としても行政としてもＪＥＳＣＯにしても、それぞれの痛みを把

握して、その中できちんとやって、こういう文書なんかは出さないで、早期処理するため

にはそれを外さないとできないんですよということであれば、そこを前面に出せばいいの

じゃないですか。そういうことをしないで、こんなに姑息な文書を出して、いかにもこれ

が正当ですよと言う。不使用のものは、今までどれだけのパーセントがあったのですか。

それはきちんと把握しているのですか。それが信じられないですね。

それでなくても、必死になって負担した人間にとっては、こういう感じの文書が出てく

るというのは、はらわたが煮えくり返りますよ。我々は、何のために一生懸命探して、処

理したのか。ドラム缶なんかの輸送にしても、ここに行ったら安いですよとか、誰も教え

てくれないですよ。それはできません、あなたが自分でやりなさいと言われて、それを全

部自分で調べてやりました。そういう中で、またこういう文書が出てくる。

前回も言ったけれども、今回も、このために仕分けをやってください、そうじゃないで

しょう。違いますか。ちゃんとそれを説明してください。

【環境省】

まず、○○委員には、早期にＰＣＢ廃棄物を見つけていただいて、非常に努力して処理

していただいたことは本当にありがたいと思っておりますし、我々としては、それについ

ては感謝しか申し上げられることはないと思っております。

○○委員は、前提が根本から違うのではないか、ＰＣＢが入っていないものは入り得な

いのではないかというご指摘をいただきました。おっしゃるとおり、○○委員のように、

しっかりと一つ一つ調べて、確認して、記録も残していただければそういうものは入らな

いと思っております。我々としても、最初の計画を見直した際に、今時点でＰＣＢを使用

していない安定器が一定割合混入しておりますが、処理費用の負担が非常に大きいので、
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分別して、それを除外して排出していただけるものだということで、当時はそういったも

のが入っていることも見込んでおりました。

しかし、実際は、分別したとしても、分別したものも無害化認定事業者に出さなければ

なりません。高濃度とそうでないものをいっしょくたに混ぜ込んでしまった場合には、拭

き取り試験をして、場合によっては、分別した後に分析してから出さなければいけないで

すし、排出先も二つに分かれてしまいます。そういったところで手間がかかるということ

で、実際には、残念ながら、一つ一つチェックしてやっているようなものではなくて、Ｐ

ＣＢ不使用の安定器が入っているのは事実でございます。我々が実態を把握してきた中

で、そういったものの分別をしていただくことは、排出事業者の責務の観点からも、一般

的な責務としても当然やっていただくべきものですし、ＰＣＢが入っていないものをＪＥ

ＳＣＯで処理する必要性はありませんので、そこについてしっかりお伝えしていくという

のはやらなければならないことだと思っております。

その上で、外付けのものまで取り外すのかどうかについては、元々のところでは取り外

せるものだという認識でした。ただ、そこまで強く言ってこなかったというのは今まで行

政がとってきた行動としてはあります。

ただ、今申し上げた前半の分別のところで、残念ながら混入しているのは事実ですし、

そういったものを分けなければなりません。それにあわせて、期限内の早期処理を確実に

するという意味では、両方の取り組みを進めていくことは今の時点においてとても重要な

取り組みだということですので、そこをしっかりやっていきたいということでご説明させ

ていただいております。

【○○委員】

なかなか理解できないところがありまして、我々は都道府県に届出をしています。その

ときに、何も見ないで出している人はいないはずです。どういうものをどれぐらいの数だ

け保管していますと写真をつけて、面倒な書類を書いて出しているのですよ。それなの

に、ないものが入っているということです。そういう言い方をされるということは、書類

を出したときに都道府県の人たちが違いますよと言えばいいのに、そういうチェック機能

もないわけでしょう。

ＰＣＢ保管開始届出書に型式、製造番号を書いて出しているわけでしょう。それを出し

ても混入しているということは、提出する都道府県がサボタージュしているということで

はないですか。書類を何も見ないで、そのままうのみにして出しているからそうなってい

るということではないですか。何のために型式から製造番号から全部書いて出しているの

ですか。それを都道府県できちんとやっていれば、そういうものが混ざるわけがない。

【環境省】

今の○○委員のご指摘はごもっともなところもありますが、二つの状況があろうかと思
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っております。

一つは、ＰＣＢ廃棄物の問題は非常に長い時間がかかっているものでございます。当

時、ＰＣＢが社会問題化したときに、とりあえずは飛散・流出しないように適正に保管し

ていただきたいということで保管していただいているというのが実態だったと思います。

その当時、PCB使用安定器に関する情報というのは、変圧器コンデンサーのように型

式、銘板の情報が明確にあったわけではございません。製品数も非常に多くありました

し、今のように全ての情報が明らかになったわけではありません。また、当然ながら、○

○委員のように一つ一つの確認を保管事業者でやっていただいて、行政もそれを確認でき

るというのが理想ですが、ビルの中で数千個、数万個を持っているようなところで全ての

記録を残すことが当時の情報がない中でできたかどうか、安全に保管することを重要視し

て、ドラム缶に入れて封をしたということがあったのではないかと思っております。

もう一つは、現在の届出の情報では、法律で銘板、型式の全てを記載していただくとい

うところまでの負担を事業者にお願いできている状況ではございません。もちろん書いて

いただいたほうが正確ですが、当時の状況からも、全ての事業者に確実に書いていただい

ている状況ではないと私は理解しておりますので、できる限りのことをやらせていただい

ていたということかと思います。

実際に状況について、もし補足があればお願いします。

【北海道】

実際に都道府県で届出をいただいている中で、行政は届出をどういう観点で見ているの

かといったことで申し上げますと、今まで、ＰＣＢの処理というのは、紛失などがあって

ＰＣＢ特措法で届出の制度ができて、それが運用されてきました。

都道府県としては、ＰＣＢを把握して、毎年度毎年度、変更がなくても届出をいただい

ております。それは、途中でなくしたり、いいかげんな処理をしていないことをきっちり

把握していくためのものです。どちらかというと、今まで、環境行政は、安全側で見てい

くので、ＰＣＢとして保管しているものについては、そこからなくなったら、これはどう

なったのですかと追及しますが、それについて、これはＰＣＢではないですよというのを

型番を照合しながら一つ一つという体制は今までとってきておりませんでした。

そういった体制の問題もさることながら、やはり技術的なものとして、どれが入ってい

て、どれが入っていないという詳細な仕分けのデータについては、近年では日本照明工業

会で各メーカーの取りまとめをして知見が蓄積されてきたということもあってＪＥＳＣＯ

においてはそういったことが可能になってきておりますが、都道府県として書類だけを見

て精密に仕分けができるかというと、そういった状況ではなかったため、届出段階で、こ

れは違います、これはＰＣＢが含有されています、これは取り外しできますねという区分

まではフォローしていなかったということです。
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【○○委員】

この時点で事業所内で新たに仕分けをするというのは、処理量がかなり多いので、迅速

に進めるためにやるということででしょうが、ただ、○○委員がおっしゃったように、で

きればやってくださいという意味ではなくて、その辺の必要性についてはきちんとお話し

していただきたいと思います。

処理量５００キログラム以上の事業者には既に個別に通知されているということです

が、多分、処理量５００キログラム以上の事業者も、そこまで手間をかけて、多少お金が

減ってもやるべきかどうかというのは判断に困るところだと思うのですけれども、そこで

処理量を減らして、できるだけ国全体の処理を早期にするというところをはっきり出して

いただきたいと思います。それがある程度出ていれば、○○委員のように早く処理された

方も納得されると思いますが、言い方に曖昧なところがあると私も思いましたので、そこ

を明確にしていただきたいと思います。

実際に、私の大学でも、ちょうど去年１１月に全ての処理が終わりましたが、道からの

説明にもあったように、コンデンサーだけを外せるものかどうか型番だけではわからなく

て、実際に物を見て、これは外せるもの、外せないものというのはかなり個別にあります

ので、うちの担当の方もわかりませんでした。ただ、外したものについては、拭き取り調

査をして、本当にＰＣＢが入っていないかどうかをチェックしなければなりません。なぜ

かというと、漏れて飛び散っているかもしれないからです。ですから、必ずしも外せるか

ら全部がオーケーというわけではなくて、そこで拭き取り調査をやります。うちで保管し

ているものの拭き取り調査を実際に見ましたが、布で何カ所か拭き取って、ＰＣＢの分析

をして、それが一定量以上だということを確認しないといけません。

恐らく、２００個以上持っているところは、そこまでやってもコストが下がるかもしれ

ませんが、そうではない場合には、分析をして、部屋の換気をして外に漏れないようにな

ければなりません。そうすると、うちの大学の規模ぐらいではなかなか難しかったのでは

なかということでしたので、小規模なところは、ここまでやってもコスト的・手間的に変

わらなかったということがありました。

ただ、過去のことはしようがないので、これからそれぞれの事業者にお願いするとき

に、コスト的に余り変わらないけれども、そんなにやる必要があるのというところに対し

ては、○○委員がおっしゃるように、処理量を低減して早期処理したいと強くお願いする

ところははっきり出していただいたほうがいいと思います。

私は５００キログラム以上を保管している事業者がどれぐらいあるのかは存じ上げませ

んが、過去に環境省が確認していないものは解体しないでくれという通知を出したことが

あるとおっしゃっていました。それがそのまま頭にあると、リスクはできるだけ低くです

が、もしかしたら、情報が伝わっていなくて、文書が来ても基本的には分解しないのだと

初めから考えて、ドラム缶の中もあけないでそのまま出されている事業者があるかもしれ

ません。
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説明会とかいろいろあると思いますが、北海道の地方では説明会に出られる収集事業者

がなかなかいなくて、情報が伝わらないので、安全が確認できれば解体してコストが下げ

られるという情報を道庁から小規模を含めた保管事業者に繰り返し広く早く伝えていただ

いたほうがいいと思います。私は、うちの大学の処理を担当された方から個人的にお聞き

しましたので、ぜひよろしくお願いします。

【眞柄座長】

○○委員がおっしゃったことも、○○委員がおっしゃったことも、まさにそのとおりだ

と思います。ただ、ＰＣＢの保管を開始したときには、ばらばらにしないで、できるだけ

そのまま保管しておいてくれ、処理ができるようになったらそのまま出してくれというの

がそもそもの初期の段階の考え方でした。今、安定器だけに限ってこういう形の話が出て

きていますが、ほかの変圧器やコンデンサーはどうなったという話になります。

ただ、仕分けの理由は、処理費用が安くなるというだけではないので、もう少し丁寧に

説明しなければいけません。○○委員が言われたように、このような写真だけですが、実

際の保管場所でこういうことをやろうというのはかなりリスクが伴うわけです。また、リ

スクを回避するためにはコストもかかるわけですが、お金で済むのだったらＪＥＳＣＯで

やってもらったほうがいいという人も当然いるわけです。

ここに書いていますが、仕分けのお願いなのか、やってくれというのか、やらなければ

ならないのか、そこが曖昧だから、あらかじめ済んだところはどうしてくれるんだという

話にもなりかねません。

仕分けの必要性というのはある程度理解しているつもりですが、費用だけということで

はなくて、実際に処理しなくてもいいものを処理することによって期限内に処理できくな

るリスクが高いから、リスクを回避するために、保管している人もこういう形で協力して

くださいなど、もう少し丁寧な説明を考えていただきたいと思います。

ほかにありますか。

【○○委員】

○○委員が言われていることには、僕も非常に共感します。結果として、今、委員長が

言われたような方向性は出ていると思いますが、基本的には最初の事業計画の甘さがあら

われていると考えています。

皆さんも思い起こしてほしいのですが、東京では、処理できるコンデンサーとできない

コンデンサーがあって、いろいろな困難が出てきたとう報告がされました。そのあたりか

ら、コンデンサーの量が膨大だということがはっきりしてきました。この段階で、環境省

も含めて、課長がかわるたびにその辺が行ったり来たりしているという経過が踏まれてい

ました。事業計画の甘さも含めて、不十分なものは不十分だったと認めるべきものは認め

たほうがいいと思います。
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○○委員のように本当に真面目にやってきた人たちに不利益が生じていることが明確な

ら、金銭的な問題も含めてさかのぼってできるのであればやるというぐらいの気持でやら

なければ、納得がいく問題ではないと思います。

今後のことについては方向性はある程度出てきて、それについてどうするか、さらにも

う一歩、突っ込まなければいけないときに来ていると思いますが、基本的には今までの対

応の仕方に不十分さが余りにも多くて、僕らには言いわけにしか聞こえません。その点は

○○委員が納得できないところだと思いますし、本当に真面目にやってきた人たちにすれ

ば、○○委員がお金にこだわっているという意味ではなくて、不利益を生じた者に対して

の対応を考えなければいけない内容だと理解してほしいと私は思います。

【眞柄座長】

私もそう思います。結果的に言えば、東京と大阪の事業所の計画自体が当初想定してい

たものではなくて、結果的に北海道と北九州にしわ寄せが来て、北海道はあと５年かかっ

て、東京の分まで処理しなければならないはめになっています。ただ、そのときに、○○

委員がおっしゃったような事柄について、北海道の人たちが納得できるような説明をして

もらいたいし、逆に、非現実的な話かもしれませんが、北海道の人はこんな仕分けをしな

くてもいいというぐらいの配慮があってもいいのではないかという感じもしないわけでは

ないので、その辺のところはもう少し考えてほしいと思います。

要するに、各種会議の場所を利用して、約束した期限内にＰＣＢが処理できるようにあ

らゆる事柄で協力してほしい、その協力の仕方の一つとして廃安定器の仕分けがあるのだ

というのが正しい説明の仕方であって、処理費用が安くなるというのは別の話なので、い

ろいろなところで協力をお願いするときにちゃんと説明することを考えてください。

結局、掘り起こし調査にしても同じことです。今まで届け出ていないものがあるかない

か、それぞれの事業所でもう一遍ちゃんとチェックしてくださいというのも結局は同じこ

とですよ。掘り起こし調査にしても、当然、都道府県はコストがかかるけれども、事業者

も自分の事業所の中を見て回らなければならないわけですから、それ自体もお金がかかる

ことなわけです。要するに、広く日本全体で協力をお願いするときに、なぜお願いしなけ

ればならないかという理由について、北海道なり処理施設を持っている地域のためにこう

いうことをお願いしますと説明していただきたいということ尽きると思いますので、そう

いうことを心がけていただきたいと思います。

次に、資料２－２の説明をしてください。

【ＪＥＳＣＯ】

資料２－２以降を説明させていただきます。

まず、資料２－２の中間貯蔵・環境安全事業におけるＰＣＢ廃棄物処理事業の現況でご

ざいます。
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いつもどおり資料で事業所の現況についてまとめたものです。特に、前回会議以降に追

記したことはありませんので、この資料の説明は割愛させていただきます。

続きまして、資料２－３をごらんください。北海道事業の進捗状況です。

一番新しい事項として追加したのが９ページ目です。

昨年１１月１７日に前回の円卓会議を行いましたが、その後の出来事として、１２月に

入って事業所のＩＳＯ１４００１の外部の定期更新審査を受検しております。

続きまして、資料２－４の説明に移ります。

稼働状況についてです。

まず、１ページ目は、当初施設の受け入れ状況の表です。

２ページ目は、当初施設の処理状況です。

表の上に括弧書きしておりますが、前回から中間処理完了時の集計数字に改めさせてい

ただいております。

これまでの累計で、変圧器類だと３，６１３台、コンデンサー類だと５万５，０３８台

ということで、ＪＥＳＣＯ登録数に対する処理の進捗率は、それぞれ８７．４％、８９．

１％と、ほぼ９割に近づきました。

次に、右側の３ページ目です。

変圧器、コンデンサーのこの１年間の各月の処理台数と重量をグラフにしたものです。

次に、４ページ目ですが、ＰＣＢ油の処理量、５ページ目はＪＥＳＣＯがお金をいただ

いて払い出した有価物の集計表になっております。

次に、６ページ目ですが、上の二つが産業廃棄物として払い出した実績、ＪＥＳＣＯが

お金を支払って払い出したものの実績表です。

一番下の表が無害化認定施設で、ＰＣＢ濃度が５，０００ｐｐｍ以下のものを出した表

です。

続きまして、７ページ目からは増設関係です。

まず、受け入れ状況ですが、道内１５県、昨年度から１都３県のものも分けて数字をま

とめております。

昨年度から１都３県の搬入を始めておりますが、今年度に関していうと、１道１５県よ

りも１都３県の割合が若干多い状況になっております。

次に、８ページ目は、増設施設の処理状況の表です。

こちらも、中間処理完了時の集計になっております。

真ん中よりちょっと下にある小さな表をごらんください。

進捗率が書いてありますが、１道１５県で２，７０６トン、１都３県で８４６トン、登

録量に対する進捗率は、１道１５県で７２．１％、１都３県が１３．６％、全体で３５．

７％というところまで来ております。１道１５県に関しては、７割を超えております。

下のグラフは、１年間の各月の処理重量のグラフです。

最後に、９ページ目ですが、増設施設から払い出される産業廃棄物、スラグとばいじん
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の処理、払い出し実績です。いずれも、処理につれて数字を積み重ねてきております。

資料２－４は以上です。

続きまして、別紙１以降を説明させていただきます。

【ＪＥＳＣＯ】

資料２－５のトラブル事象等について説明させていただきます。

前回の監視円卓会議以降のトラブル事象についてですが、前回の監視円卓会議以降、北

海道及び室蘭市に報告し、公表したトラブル事象は以下の１件でした。

事象として、当初施設ＮＯ．１抜油・予備洗浄装置、抜油ポンプからの洗浄溶剤の漏

洩、発生月日は１１月９日、区分はⅣとなっております。詳細につきましては、後ほど説

明させていただきます。

２は、不具合事象等の公表件数についてです。

前回の監視円卓会議以降、北海道及び室蘭市に５件の不具合事象と１３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。

当初施設、増設施設の１１月度、１２月度、平成３０年１月度の不具合事象、不具合事

象未満の件数を表にまとめております。また、下の表には年度別の累計も記載しておりま

すので、確認いただければと思います。

次に、資料２－５の別添１のトラブル事象の概要について説明させていただきます。

事象内容は、区分４の当初施設ＮＯ．１抜油・予備洗浄装置、抜油ポンプから洗浄溶剤

の漏洩でございます。

発見日時は平成２９年１１月９日７時３５分ころ、当初確認は７時４３分ころとなって

おります。

発生場所ですが、当初施設、大型トランス解体エリア、ＮＯ．１抜油・予備洗浄装置、

処理棟１階のレベル３エリアとなります。

事象の概要です。

漏洩を起こしたＮＯ．１抜油予備洗浄装置は、大型トランス及び車載トランスの抜油と

その後の機密試験及び解体前予備洗浄を実施する装置であり、１１月８日より大型トラン

スの洗浄を行っていたところ、１０月９日早朝に第１再生溶剤の漏洩が発生したという事

象でございます。

次に、画像１から３を見てください。

まず、画像１に当初施設１階の機器配置図があります。

中央下部の大きな四角い枠内が漏洩エリアとなります。その中に小さい四角で、漏洩を

起こした抜油ポンプ、それを検知した漏洩検知器の位置を囲っております。

画像２は、ターンテーブルと、その手前は抜油・予備洗浄装置でございます。その装置

の下部に漏洩を起こした抜油ポンプがあります。

画像３は、今回漏洩を起こしたものと同型の抜油ポンプです。
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手前と奥にダイヤフラグがそれぞれついており、中央部から左側に伸びた黒い筒のよう

なものが漏洩箇所となった排気部、サイレンサー部となります。

戻っていただいて、時系列を説明させていただきます。

１１月９日７時３５分、中央制御施設ＤＣＳに大型トランス解体エリアのＮＯ．１ター

ンテーブルの漏洩検知器が発報し、続いて、７時４２分、ステンレス床の漏洩検知器も発

報いたしました。７時５０分、大型トランス解体班員が大型トランス解体エリアに入室し

て確認したところ、ＮＯ．１抜油・予備洗浄装置の大型ポンプのエアライン排気口部サイ

レンサーからの漏洩であることがわかり、稼働中の全ての抜油、予備洗浄装置の停止と、

洗浄中のトランスにつながる配管のバルブを閉止し、エリア内の拭き取り作業を開始して

おります。１０時２５分、大型トランス解体エリアの拭き取りが完了いたしました。

その間のエリア内の状況でございます。

オンラインモニタリングは５μｇ／ｍ3、作業環境測定濃度は９．４μｇ／ｍ3、漏洩液

中のＰＣＢ濃度は９０７ｍｇ／ｋｇ、漏洩概算量は１０．５Ｌ程度となっております。

１５時００分、機動班が入室し、漏洩のあった抜油ポンプを新品の予備品に交換いたし

ました。その後、取り外した抜油ポンプを調査したところ、ダイヤフラムに約１５ｃｍの

破損、破れを確認しております。

再び画像４と５をご確認ください。

まず、画像４ですが、装置正面から見ております。

ターンテーブルの左側に漏洩を起こしたポンプがあり、中央部の丸の部分に検知した漏

洩検知器があります。

裏面をごらんください。

画像５ですが、こちらが破損したダイヤフラムになります。

中央やや下部に亀裂が確認できます。

お戻りください。

１１月１０日１０時１５分、ポンプを含め、抜油ポンプ周りの配管の機密テストを実施

し、問題がないことを確認し、１４時００分、胆振総合振興局、室蘭市立ち合いのもと、

新品ポンプでの給油、抜油を実施し、漏れがないことが確認され、１５時００分に操業を

再開したところでございます。

次に、今回の漏洩の原因でございます。

繰り返しになりますが、ＮＯ．１抜油・予備洗浄装置の抜油ポンプのダイヤフラムが破

損し、排気口部サイレンサーから第１再生溶剤がオイルパン及び床面に飛散したことが原

因です。

再発防止対策です。

緊急に漏洩防止プロジェクトで検討を行い、以下２点の立案をいたしました。

①該当抜油ポンプは、毎年９月の定期点検時にダイヤフラム等の交換を実施する、②排

気口部サイレンサーから液が飛散した場合でも、床に飛散しないよう、大型オイルパン設
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置と早期発見のための漏洩検知器の設置を２月の定期点検時期に実施すること、それまで

の暫定対策とし、万が一、ダイヤフラムが破損した場合でも、床に飛散せず、集液パンに

流れ込むよう、当該抜油ポンプのエア排気口部にホースをつなぎ、集液パンと直接接続す

る、こちらについては１２月に済んでおります。

画像の６と７と８をご確認ください。

６は、サイレンサーを外し、そこにホースをつなぐところで、７と８は、それぞれ、ポ

ンプからの配管、及び、その配管の先の収液パンにつながったところが示されておりま

す。

本トラブル事象からの水平展開でございます。

同種駆動（エア）方式の抜油ポンプがほかに３台あり、こちらを新品と交換いたしまし

た。また、当該漏洩を起こした抜油ポンプと同じく、毎年９月の点検時にダイヤフラムの

交換を実施することといたします。

二つ目は、同種ほか３台の抜油ポンプについて、洗浄溶剤の漏洩経路を想定し、万が

一、漏洩が発生した場合に、洗浄溶剤を回収できるオイルパンが設置されているか、ま

た、漏洩検知器が設置できているかの確認を実施しております。

トラブル事象の概要についての説明は終わります。

続きまして、２枚ほどおめくりください。

資料２－５の別紙をごらんください。

前回の円卓会議で、洗浄溶剤の密度、濃度について質問があり、今回、洗浄溶剤の環境

等への影響について検討いたしましたので、報告させていただきます。

１の洗浄溶剤についてです。

洗浄工程で使用している洗浄溶剤、商品名はＮＳクリーン２３０ですが、こちらは、炭

素数１３の灯・軽油に近い炭化水素系の洗浄溶剤で、金属部品全般の脱脂洗浄を中心に、

幅広い洗浄分野で使用されているものでございます。

ＮＳクリーン２３０の成分は、トリデカン、１３個の炭素と２８個の水素から成るパラ

フィン系炭化水素で、灯油や軽油の主な成分ですが、有機溶剤中毒予防規則やＰＲＴＲ法

（化学物質排出把握管理促進法）には該当しない物質であり、また、可燃性物質ではあり

ますけれども、比較的、引火点が高く、安全性の高い溶剤でございます。また、当施設

は、大気汚染防止法に定めるＶＯＣ（揮発性有機化合物）排出規制施設にも該当しており

ませんので、現在のところ、消防法の危険物第４類第３石油類には該当いたしますが、そ

の他の法規制の対象外の物質でございます。

次に、２の環境等への影響についてです。

環境への影響について、外部環境と作業環境の二つの観点から確認を実施いたしまし

た。

まず、（１）大気への排出についてです。

通常操業時の状況を確認するため、排気及び換気中に洗浄溶剤濃度の測定を活性炭出口



-16-

で実施いたしました。

実施した結果を表１に記載しております。

換気集合、３－１系統、３－２系統、３－３系統では、いずれも０．１ｍｇ／ｍ3未満

でございました。第１系統で０．９ｍｇ／ｍ3、第２系統で０．３ｍｇ／ｍ3と低い値を確

認しております。

次に、（２）作業者へ影響についてです。

作業環境中の洗浄溶剤の濃度を確認し、表２に記載しております。

洗浄溶剤の濃度につきましては、ガス状とミスト状について確認しております。

大型トランス解体エリアでは、ミスト状は０．１ｍｇ／ｍ3未満、ガス状が０．５ｍｇ

／ｍ3、攪拌洗浄エリアでは、ミスト状が０．１ｍｇ／ｍ3未満、ガス状が１７ｍｇ／ｍ3

未満となっております。

大型トランス解体エリアの作業環境中の洗浄溶剤は低い濃度であり、また、呼吸用保護

具を適切に使用することで、呼吸による作業者への影響は十分に低減できていることを確

認しております。大型トランス解体エリアは、日常の作業があるエリアです。また、攪拌

洗浄エリアにつきましては、定期点検以外、通常入場するエリアではございません。

作業者の皮膚への洗浄溶剤の接触については、今回、ミスト濃度が０．１ｍｇ／ｍ3未

満と低いこと、また、作業に当たり、耐溶剤性の化学防護服、手袋等、適切な保護具を装

着していることで、作業者への直接の洗浄溶剤の接触は少ないと考えております。

洗浄溶剤の環境への影響についての報告は以上でございます。

【眞柄座長】

トラブル事象については、次の洗浄液漏洩防止対策等についてのところであわせてご議

論いただくことにしたいと思います。また、このことについては、前回の円卓会議でも報

告があったと記憶しております。

それ以外のことについて、何かご質問やご意見があればお願いします。

【○○委員】

洗浄溶剤の環境の影響についてですが、オイルスクラバーの油のことを書いてあるとこ

ろです。

部屋の中にかなりの濃度のＮＳクリーンがあって、それが空気を引きながら活性炭を通

して外に出ていることになっております。このＮＳクリーンは、オイルスクラバーにもト

ラップされますが、満杯になるのか、そこからどんどん出ていくわけです。それで、活性

炭のほうに行きますが、活性炭に吸着するのが物すごい量になっています。

だから、活性炭というのは、ＮＳクリーンについて言えば、新品のときにはそんなにつ

いていないけれども、徐々についていくということです。それで、満杯になったら出てい

く状況になりますので、環境等の影響についてというところで、排気系統でいろいろ調べ
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られていると思いますが、条件によって違うわけです。活性炭をかえたばかりのときには

多分出ないでしょうけれども、その状況が刻々と変わっていきますので、ここに条件を書

かずに安全でございますと言ってもなかなか不安になってきます。

そんなことがありますので、安全ですと言われても、ああそうですかというわけにはい

きません。特に、活性炭のところを通っていくというのは、活性炭の中にがっちりＰＣＢ

がくっついていますので、ＰＣＢがくっついたところをＮＳクリーンが通っていくわけで

す。そうすると、どれぐらい入るかは別にして、ＮＳクリーンの中にＰＣＢが入っていき

ます。そういうことになると、そう簡単にオーケーとは言えません。

それで、ちょっと気になるのは、ずっと以前に、活性炭の重さを量ったかと私は聞きま

した。そうすると、そんなものは全然重たくならないという話でしたが、多分、量らずに

ずに答えられたと思います。ただ、明らかにはっきりわかるぐらい大量につきます。以前

とは違う形で処理されていると思いますが、活性炭はどれぐらいのインターバルでかえる

のか、そういうことが不安になってきたので、きちんとお答え願いたいと思っています。

【○○委員】

今の○○委員のお話とも関連しますが、僕は、最近、事業計画の最初はどうだったかが

非常に気になっています。先ほどインターバルと言っておりましたが、最初はどのように

活性炭を交換していくという事業計画だったのかということです。それが経過の中で現実

にはどういうスパンで交換されてきているのか、できれば具体的に公表してほしいと思っ

ています。

これは、先ほどの活性炭の重量の問題とも絡んできますし、前回私も求めましたが、活

性炭の後ろのほうにＰＣＢが集まってくるという事象についての説明ができませんでし

た。その実験結果を全面的に公表してもらいたいと申し上げたつもりですが、その内容に

よってはどうなのかということがあります。これは、いい悪いというよりも、対策を打っ

ていかなければいけないという立場で考えています。

その点で具体的に質問します。

まず、オイルスクラバーのところで溶剤がかなりスルーしていくということです。計画

では、どの程度まで抑えることができることになっていたのですか。私は予想以上にスル

ーして活性炭に付着する状態になっているのだろうと予測しておりますが、それはオイル

スクラバーの運転の仕方によって変更ができるのかできないのか。

北九州では、オイルスクラバーに行く前に溶剤を冷却して、そこである程度落とす装置

がついているという話をかなり昔に聞きました。それが今はどんな効果を示しているの

か、あるいは、うまくいっているか、いっていないかということも含めて検討する余地が

あるのではないかと思います。

僕らが一番心配しているのは、ＰＣＢ処理の事業を行うときに、最終的に負圧によって

工場の中の空気が外に漏れないようにしますということですが、出すとすれば、活性炭の
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ところを最終的な出口にして、そこで吸着しますのでご安心くださいというお話でした。

ところが、そこに大きな疑問が出たわけです。

その一つは、我々も予想していませんでしたが、ＮＳクリーンが大きな役割を果たして

いることが具体的にはっきりしてきたわけです。そうなると、ここについて、具体的に対

策を打っていかなければいけないのではないかと思っています。恐らく、活性炭の交換回

数も、以前とは違って相当高い頻度でやっているのではないかと私は予想しております

が、それらについても市民にわかりやすく出してほしいと思っています。その点でいけ

ば、ぜひ実験結果も公表してほしいと思っています。

単に問題を追求するということではなくて、いかにして市民生活に影響を与えない状況

をつくるかという考え方で臨まざるを得ない状況です。そういう点では、北九州のやり方

も学ばなければいけないし、いいも悪いも学ばなければいけないと思います。いわゆる溶

剤が今のようにどろどろと出ていくような状態をつくらないという状況をつくりたいと思

うのです。

私は、たまたま偶然ですが、２００９年から、ここの工場の上空から撮った写真がグー

グルで公表されています。帰ったらぜひ見ていただきたいと思います。そこでは、壁につ

いては見えませんが、屋根の汚れが変遷している状況が非常に鮮明にわかります。私は専

門家ではないので、なぜ汚れているのか、次の年にはきれいになっているのかということ

は説明できませんが、幾つかの参考になるし、専門家の意見も聞きたいと思っているとこ

ろですが、公表されています。ほぼ毎年、あるいは２年に１回は必ず公表されています。

これは、ぜひ見ていただいて、参考にしていただければと思います。

何を言いたいかというと、相当の量の溶剤が外に出ていることが予想されるような状況

があるのです。

【眞柄座長】

まず、○○委員の観点から言うと、表１の換気排気中の洗浄溶剤濃度について、第１か

ら第３－３の系統までありますが、炭を交換してから総通気量が幾らのときの排気で０．

９が０．３なりになっているか、要するに、炭の履歴がわかるような情報を出してもらい

たいということでした。

それから、○○委員の関係で言うと、第１排気系統から１日何立米の空気が排出されて

いるかの量がわかれば、１日何ミリグラムか何グラムの油が外気に出ているかがわかると

いうことです。炭素数が１３の灯・軽油に近いものだとしても、外気温によってガス状の

状態から液状に変わることはあり得るわけです。そういう物理化学的な性質を見たとき

に、液化して、しかるべきところに付着するか滴下するかについて説明していただきたい

ということです。

今、説明できることに関して、とりあえずＪＥＳＣＯから説明してください。
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【ＪＥＳＣＯ】

ご質問の中にあった活性炭の交換頻度のご質問ですが、操業当初からは、ほぼ毎年、交

換しております。ただ、一時期、１年半や２年という時期も実際にはございました。それ

までは、どういう基準で活性炭を交換するかという明確な基準が正直言ってございません

でした。

もう四、五年前になりますが、交換の基準は何を目安にしたらいいのだという相談をメ

ーカーにさせていただきました。その結果、メーカーからご提示があって、アセトン吸着

性能を指標として活性炭交換の目安にしていただきたいというサジェスチョンがありまし

た。それは、単位は忘れましたが、３０という数字があって、それ以下になったら吸着性

能が落ちつつあるというものでした。３０を切ったからすぐに吸着性能がなくなるという

ことではありませんが、そろそろ交換を考えたほうがいいですという内容でした。そし

て、それ以降、現在は、アセトン吸着量を毎年分析して、その結果を踏まえて交換計画を

立てております。

ご存じのように、活性炭は直列になっておりまして、上流側と下流側がございます。結

果的に、今まで数年間かけて分析すると、大体１年で半分ずつ変えていくというのが実績

としてできてきております。つまり、半分を取りかえて、新しい活性炭を上流側に持って

いって、１年使ってまだ残っているものを下流側に持っていくという形にシフトさせなが

らやっております。一言で言ってしまいますと、活性炭の半分を１年で交換しているとい

うことになります。

【ＪＥＳＣＯ】

委員長からお話をいただきました洗浄溶剤の実際の量、活性炭の履歴がどうかというこ

とにつきましては、整理した上で、次回までにご報告させていただきたいと考えておりま

す。

【○○委員】

アセトンの値でというのはわかりませんが、理論的に、ＮＳクリーンが液体になってく

ることはないということになりますね。きちんと吸着するのであれば出ないわけですが、

出口がどこにあるかがわかりません。どこを見たらいいのかわかりませんが、実際には汚

れているという話があるわけで、果たしてどうかなと思います。

特に気になっているのは、ＮＳクリーンにＰＣＢがどうしても入るので、出てもらって

は困ります。どれぐらいの総量になるのかはわかりませんが、環境を汚しています。それ

は、基準値以下だとしても、そういうのが出てくるのはよくありません。それは、防げる

ものだったら防がなければならないという感じは持っております。

【○○委員】
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関連して、資料２－４の６ページに、産業廃棄物として活性炭を払い出した実績と、無

害化認定施設への払い出し実績ということで、活性炭をドラム缶で何本出したという数字

が書かれていますが、私は意味がよくわからなくて悩んでいました。

というのは、今、ご説明があったように、１年に１回という話と、後ろと前を交換しな

がらやっているということでしたが、産業廃棄物としての活性炭は、平成２５年を最後に

して出ていません。２５年３月にドラム缶で７４本出したのが最後で、２６年以降はここ

に記録がありません。なおかつ、無害化認定施設へ払い出ししたものについては２８年ま

で書かれていますが、ご説明の数字とぴたっと合わない感じがします。

ここは僕らが全く理解できないところなので、今日はいいですが、どういう形でこの数

字が出てきたのか、説明していただきたいと思います。でなければ、整合性に欠けると思

って聞いていました。

【○○委員】

稼働状況のことで教えていただきたいと思います。

日本全体では生産が５万６，０００とか５万９，０００とよく言われている中で、今ま

でに処理した量が日本全体で何万トンで、今保管している量が何万トンで、不明の量が何

万トンなのか、その辺のところを教えていただきたいと思います。

もう一つは、今の稼働状況についてですが、１都３県を含めて室蘭の事業所で予定どお

りに終わると予想されて組まれているのか。組まれていないとは言えないと思いますが、

その辺のところを教えてください。

この２点、よろしくお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】

ＰＣＢの無害化量ということですが、２０１７年３月までＪＥＳＣＯで処理させていた

だいた累積量としては１万１，７１０トンでございます。手元の資料での数字ですので、

ご容赦いただければと思います。

【環境省】

今、処理量について申し上げましたが、低濃度の無害化認定施設及び都道府県知事許可

で処理している施設の処理量もありまして、その実績の累積を純ＰＣＢ量で出すことは不

可能です。微量に入っているものをどうにか処理している状況でして、焼却ないし洗浄で

処理することになりますので、処理した廃棄物の総重量でしか実績はわかりません。そう

いったものが処理できたものの実績の総数となります。加えて、保管されているものにつ

いても、ＰＣＢの量ではなくて、それぞれの機器重量や台数やケーブルの長さや個数など

さまざまな量となっていて、それについても、現在のところでどれだけのＰＣＢの純量を

把握できているかを計算するのは非常に困難な状況です。
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○○委員がおっしゃったとおり、残念ながら、ＰＣＢ特措法が制定される前にも漏洩、

紛失したものが多くあります。それがゆえに国際条約ができ、国内法も制定されたという

ところですので、不明な量もあるという状況でございます。

こちらについて、全体像がわからなければ、どう処理していくのか、本当に完了したの

かがわからないというのは以前から○○委員からご指摘をいただいておりまして、我々も

そこは非常に重要なご指摘だと思って重く受けとめております。

そういったところについては、研究ベースの取組を含めて、非常に困難な仕事になりま

すが、研究者の方々とも相談しながら作業を進めているところです。

また、北九州の事業エリアでは、変圧器、コンデンサーの処分期間が今年度末で終わ

り、来年度の計画的処理完了期限に向けて最後の追い込みをしております。これによっ

て、掘り起こし調査でどれぐらいのものが出てきて、どれぐらいの処理ができたのか、日

本全体ではございませんけれども、ある一部の地域でどれぐらいの総量が眠っていて、そ

れが掘り起こせたのかといった実績がわかってまいりますので、そういった情報をまとめ

て、できる限り全体像を把握していくことに努めていきたいと思っております。

【眞柄座長】

処理計画については資料４でまた議論がありますので、処理期限についてはそこで議論

していただくことにします。

活性炭のことについて、先ほどアセトン吸着の指標を用いて活性炭の吸着能があるかな

いかを判断しているということでしたが、アセトン吸着能で何を見ようとしているのかと

いうことです。要するに、ＰＣＢの吸着能があるということをメルクマールにしてアセト

ンの３０という数字を使っているのか、溶剤の吸着能を前提にしてアセトン吸着能３０を

指標として交換のタイミングと見ているのか、そういうことについて活性炭のサプライヤ

ーからデータをもらってザゼスチョンを受けたのか、活性炭の専門家に何を指標にしてア

セトン吸着能を使っているのかということも聞いていただいて、次回報告していただきた

いと思います。

次に、洗浄液の漏洩防止対策について、資料が準備されておりますので、説明をお願い

します。

【ＪＥＳＣＯ】

それでは、漏洩防止プロジェクト関係の話ですが、当初施設における洗浄液漏洩防止対

策等についてご報告させていただきます。

私は、当初施設を主に担当しております副所長の大島と申します。

資料３－１をごらんください。

Ａ３判の両面コピーと別紙１と２のＡ３判の３枚の資料をご用意しております。

洗浄液等の漏洩防止対策につきましては、漏洩防止プロジェクトを立ち上げて、そこを
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中心に活動を進めております。

漏洩防止プロジェクトにつきましては、昨年上期に施設内で洗浄溶剤の漏洩トラブルが

３件発生したことを受けて、同様の事例の再発防止を目的に昨年８月に発足して活動を開

始いたしました。しかし、その後、先ほど安全対策課長からご報告させていただいたよう

に、１１月に抜油ポンプのダイヤフラム破れによる洗浄溶剤の漏洩トラブルが発生したた

め、プロジェクト活動の見直しを実施してまいりました。

昨年１１月の本円卓会議におきまして漏洩防止プロジェクトの活動概要はご紹介いたし

ましたが、その際、漏洩防止プロジェクト活動と洗浄溶剤漏洩トラブルがどうリンクする

のか、また、関連性がわかりづらいといったご指摘をいただきました。

それらのご指摘を踏まえて、本日は、１点目として操業開始当時からの過去の漏洩トラ

ブルへの対応状況、２点目として昨年８月の漏洩防止プロジェクト立ち上げ当初の活動状

況、３点目としてその後見直し強化を図ったプロジェクトの今後の活動方針及び現在の活

動状況について概要をご報告させていただきます。

まず、１点目は、漏洩トラブルの発生件数の対策の実施状況です。

表の上の茶色に塗り潰したところに当初施設の試運転開始以降に発生した漏洩トラブル

件数、及び、その際に対応した設備改造や、要領、手順書改定の件数を平成２０年度から

２８年度末まで年度別に示しております。

操業開始後の平成２１年度、２２年度は、初期トラブルなどもあり、トラブル件数が非

常に多くなっております。その後、削減への取り組み成果もあってトラブルが比較的少な

い件数で推移してまいりました。

もう少し詳しい内容をご紹介いたします。

別紙１のＡ３判横の資料をごらんください。

この資料は、操業開始時期から現在までの業者へご報告させていただいております区分

４以上の漏洩トラブル全４４件について、発生日、発生したエリア、トラブルの内容、ト

ラブルが発生した要因及び対応について、一覧表で整理したものでございます。

本日は、個別の説明は省略いたしますが、その都度、必要な設備改造や手順書等の見直

し、作成を実施してまいりました。

次に、本文の茶色で塗り潰したところの一番右側をごらんください。

他所、他事業所トラブルの水平展開件数を記載しております。

他所トラブルの水平展開につきましては、平成２３年度に社内の水平展開要領を制定

し、全社的に他所のトラブル事例の水平展開を図ってまいりました。

その展開方法ですが、報告資料に基づいて、当所内で水平展開項目を確認し、運転会社

や施工会社も含めて注意喚起や対応策の策定を指示するといったものでございます。

この資料の破線の中に水平展開事例を２点ほど記載しております。

次に、漏洩トラブルを削減するために実施してきた主な取り組みでございます。

１点目は、操業開始当時から平成２３年ぐらいまでに発生の多かった油圧関連設備の作
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動油の漏洩防止への取り組みでございます。

具体的には平成２３年２月に実施した総点検ですが、２，５００カ所以上に及ぶ点検を

実施いたしました。また、翌年、平成２４年４月からは、予防保全チームを運転会社、協

力会社、ＪＥＳＣＯで構成し、年に数回、計画的に点検を実施しており、現在も継続して

おります。本活動は、にじみ等の段階での早期発見で油圧作動油の漏洩防止に成果を上げ

ていると思っております。

次に、２点目の取り組みですが、処理期間延長に伴い、設備の経年劣化に対応するた

め、平成２６年１１月に当初施設の長期保全計画を策定いたしました。保全計画策定の基

本的な考え方、いわゆる予防保全、あるいは事後保全といった考え方は、この資料の真ん

中の右側のブロック図に示したとおりですが、こちらは約１年前の本会議でご報告させて

いただいておりますので、本日は省略させていただきます。

続きまして、大きな項目の２番目の漏洩防止プロジェクトの立ち上げ及び立ち上げ当初

の活動状況になります。

先ほどご説明したように、トラブル削減に向けた取り組みにより、平成２３年度以降、

トラブルの件数は減少しておりましたが、平成２９年度に入って上期に青字で記載した３

件の洗浄溶剤の漏洩トラブルが発生いたしました。こうした洗浄溶剤漏洩トラブルを防止

するため、昨年８月に漏洩防止プロジェクトを立ち上げて活動を開始いたしました。

活動を進めるに当たりましては、まずは漏洩トラブルの発生原因の調査を実施すること

から開始いたしました。

その結果を右下のグラフに示しておりますが、こちらも前回の円卓会議でご説明させて

いただいております。

ポイントは、このページの右の一番下に黄色で塗り潰した内容です。

すなわち、全トラブル４４件中、人的要因が３０件と多く、さらに、その人的要因の中

には、工事管理の不備によるものが８件発生しております。そして、次に多い設備的要因

が２４件ということですが、そのうち１０件がボルトの締めつけ不備となっております。

こうした漏洩トラブルの発生要因調査結果から、このページの左下に赤字で示した①か

ら③の三つの強化すべき対策が必要であると私どもは判断し、再発防止に向けてそれぞれ

に対応した三つのワーキンググループで活動を開始いたしました。

裏のページをごらんください。

漏洩防止教育推進ワーキング、工事管理体制強化ワーキング、設備点検強化ワーキング

の三つのワーキンググループの概要及び実施内容を記載しておりますが、こちらの内容に

つきましても、前回の１１月の本会議で説明させていただきましたので、本日は説明を省

かせていただきます。

ただ、１点だけ、設備点検強化ワーキングでの活動について補足させていただきます。

実施内容の箇所に赤字で記載したように、長期保全計画の表から、溶剤等、液を扱う機

器の全数１，０７９機器で漏洩リスクを点数評価して、リスクの高い２１９機器につい
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て、昨年１２月から点検を開始しております。

点検内容は、主にフランジボルトの緩み確認を中心としたものでございまして、１２月

末の時点で３本のボルトの緩みと２カ所のにじみを確認して、それぞれ増し締めやガスケ

ット交換等を実施しております。

なお、本点検活動は、相応の時間とマンパワー、費用を要します。ＪＥＳＣＯ管理のも

と、神鋼環境ソリューション、ＪＶのＳＫＳ及びその傘下の工事業者主体で実施しており

ます。

したがいまして、運転会社等の業務負担増あるいは操業等への影響はないことを申し添

えさせていただきます。

続きまして、大きな項目の３番目、漏洩防止プロジェクト活動内容の強化であります。

先ほど安全対策課長からご報告いたしました平成２９年１１月に発生した抜油ポンプの

ダイヤフラム破れによる洗浄溶剤の漏洩トラブルを受けて、漏洩防止プロジェクトでの取

り組みを再検討して追加いたしました。

主な取り組みとしては、黄色で塗り潰した三つの設備、機器、すなわち、機器の破損が

液の漏洩につながるような設備、ダイヤフラムポンプや類似機器、パッキン等の劣化部品

を使用している機器、こういった三つの設備、機器の保全計画の確認と見直しになりま

す。

漏洩防止の視点で現在の長期保全計画を見直して、その結果をもとに点検や交換を計画

的に実施していく予定でございます。

別紙２のＡ３判横の資料をごらんください。

別紙２は、当初施設の長期保全計画の一部を抜粋した一例でして、グレーに塗り潰した

機器が洗浄液等の液体を取り扱う設備、機器を示しております。

これらを漏洩防止の視点で見直し、追加した保全内容を、この表の右側の欄の保全計画

欄（検討案）に赤字で追記しております。

これらは一例ですが、その他の機器についても、保全区分や保全実施内容の見直しを図

っております。

以上、ご報告いたしましたように、従来は操業維持という観点で保全計画を見直してお

りましたが、今後は、それに加えて、さらに漏洩防止の視点で保全計画の再確認を行っ

て、漏洩トラブルを防止すべく活動を進めてまいりたいと考えております。

【眞柄座長】

それでは、漏洩防止プロジェクト関係の説明について、ご質問やご意見があればお出し

ください。

【○○委員】

これからは、１年に１回、ダイヤフラムを交換すると聞きましたが、壊れたダイヤフラ
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ムはどれぐらい使用されていたのか、何か規定はありましたか。

それから、漏洩トラブルについて、資料３－１に要領、手順の改定というのがあって、

最初は非常に多いのですが、だんだん少なくなっております。しかし、別紙１を見ます

と、作業要領書改定というのがずらっと並んでいます。ここはどうなっていますか。例え

ば、平成２６年を見ると１件しかありませんが、別紙１を見ると２６年は３件あります。

これをどう考えたらいいのかがわかりません。そこを説明していただきたいと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

まず、１点目の敗れたダイヤフラムポンプの使用年数ですが、交換した後、４年間でし

た。

それから、２点目の作業手順書云々の記載ですが、資料３－１の件数と別紙１の件数は

合っているはずです。ただ、年と年度が混在しているかもしれません。

【○○委員】

後のほうでは改定がすごく多くなっていますが、これはＪＥＳＣＯの責任ではないので

すか。要領が改定されるというのはＪＥＳＣＯの責任だと思いますが、ＪＥＳＣＯはその

あたりをどう考えていますか。私は責任ありません、全て作業員の責任ですというわけに

いかないと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

この資料では、確かに作業要領書あるいは手順書が多く記載されております。例えば、

北海道事業所のことで恐縮ですが、北海道事業所は要領、手順書を常日ごろから小まめに

リビジョンしております。そういったこともあり、件数的にはリビジョンが多いのは事実

ですが、検討不足だったから改定が多いとは理解しておりません。

【○○委員】

いろいろと対応していただいていて、トラブルの件数が少なくなっているというのは、

知見がだんだん集められてトラブルを事前に回避されているということです。トラブル自

体が起きるというのは、私どもが化学工場とかを見ていても、どんな工場でもあることな

ので、問題は対応が速やかだったかということだと思います。

資料２－５のトラブルでいうと、７時３５分にアラームが出て、７時５０分には見つけ

られて、抜き取りを含めて３時間ぐらいで完了して対応されているということなので、私

から見ると非常に早い段階で対応されていると思います。トラブルに対して、フェールセ

ーフがどうきいていたかということがあります。要するに、私どもはトラブルが何件と聞

くだけですが、区分４の内容が非常に多いので、中身が全部横並びになっております。

もう一つ言うと、かなり短い時間で対応できたので、漏れた１０リットルが１日見つか
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らない状態だともう少しふえていたということがあり得ます。その辺のフェールセーフが

どうきいていたかということが重要だと思います。要するに、トラブルに対してどう対応

できたかというところの評価もしていただきたいと思います。多分、当初施設の稼働が開

始されたころよりはスキルがかなり上がっていると思います。

その辺のどうやってトラブルが減ったかというところがなかなか見えにくいので、フェ

ールセーフがどうきいていたかということをぜひわかる形で概要などに載せていただけれ

ばと思います。

最初の洗浄溶剤の話もそうですが、トラブルを聞いて、フェールセーフがあるために漏

れないというところのバックアップがあるところを抜きにしてお話を聞くと、ついどうか

と思ってしまいますが、フェールセーフがきいてトラブルが未然に防げたというところが

見えないと、トラブルが起きたということだけでどうしても重大視してしまいます。

最初の漏洩の話も、バックアップしている活性炭で一旦とめて、さらにモニタリングを

して、そこでどう安全性を確保しているかというところまで述べていただいて、その前段

のところでいかに減らすかという話と、最終的には最後の出口のところできちんとモニタ

リングをして出さないようにするというところまで述べていただいたほうがいいと思いま

す。その中のトラブルの前段のところでどうとめたかと。

個別の話にすると非常に細かくなってしまうので、最終的に、室内には漏れたけれど

も、それを吸引して、バックアップする形で外気へ出るのをどう防止するかという仕組み

がうまく動いているところもぜひお話しいただければと思います。

洗浄溶剤については来週にお話をいただくということですが、第１系統、第２系統とい

う具体的な図を用いて、出口のところでどういう安全対策をしているかということも含め

て図で見せていただいたほうがいいと思います。専門的に、第１系統、第２系統でどうい

う濃度だったかという話をこの場でされても、時間内に理解するのは難しいので、最終的

には安全をどう確保したのかというところに焦点を当ててお話をいただいたほうがいいか

なと思いました。

【ＪＥＳＣＯ】

今のお話の件については、運転会社とＪＥＳＣＯで管理している施設ですので、その辺

の連絡体制も含めてご報告させていただきたいと思います。

【眞柄座長】

○○委員が聞かれていることがどういうことかわかりましたよね。次のときに、違うこ

とを答えないでください。

漏洩防止プロジェクトについては、もう少し頑張ってほしいと思います。

次に、資料３－２について説明してください。
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【ＪＥＳＣＯ】

引き続き、長期保全計画の実施状況について、その概要をご報告いたします。

まずは、当初施設関連から説明いたします。

資料３－２をごらんください。

本資料の１ページから２ページの本文記載内容は、長期保全計画策定に当たっての基本

的考え方と、昨年２月の円卓会議でお話しさせていただいておりますものと同一の記載に

なっております。したがいまして、本日は説明を省かせていただきます。

添付資料の別紙１をごらんください。

別紙１は、長期保全計画の管理シートの抜粋例ですが、昨年の本会議でご報告しており

ますので、この内容の説明は省略させていただきます。

なお、一番右の実施時期の欄に黒丸と白丸が記載されておりますが、工事対応を黒丸で

示しております。そして、予備品等の物品購入対応を白丸で示した表です。

次に、長期保全の主な実施項目について、別紙２でご説明したいと思いますので、別紙

２をごらんください。

別紙２は、当初施設の平成２７年度から平成３０年度の長期保全計画の概要を示してお

ります。

各設備、エリアごとに主な保全実施計画を記載させていただいております。

平成３０年度の主な実施項目は、赤字で記載しております。

本日、個別の説明は省かせていただきますが、直近の特記項目について幾つかご紹介い

たします。

まず、平成２９年度の特記的項目としては、オンラインモニタリング設備の更新工事が

上げられます。

当施設には３系統のオンラインモニタリング系統がありますが、そのうちの２系統を昨

年９月までに更新しております。残りの１系統は、平成３１年度の実施を予定しておりま

す。

それから、平成３０年度の特記項目としては、基幹物流のところに示した各クレーン電

子部品の更新やバッテリー類の交換、非常用発電機あるいは特高受電盤のバッテリーの交

換、熱媒油の全量交換を予定しております。さらに、ＩＴＶの更新など、そういうものも

新たに実施する予定になっております。今ほどご紹介したのは、今までとはちょっと違っ

た毛色の保全内容を特記的項目としてご報告させていただきました。

次に、別紙３をごらんください。

本資料は、各処理設備で実施する主な保全内容と、表の右側に実施年度を示しておりま

す。

右の実施年度ですが、先ほどと同じように、黒丸が工事で対応するもの、白丸が予備品

購入で対応するものになります。

時間の関係上、詳細は省略いたしますが、右側の実施年度の黒丸と白丸をごらんくださ
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い。

保全項目は、おおむね平成２８年度から３０年度に集中しております。言いかえると、

平成３０年度には保全対応が完了に近づいてまいります。

なお、保全計画は、点検等の結果も踏まえ、毎年見直しを継続してまいるつもりでござ

います。

次に、増設施設の長期保全計画についてご報告いたします。

【ＪＥＳＣＯ】

引き続き、増設施設の長期保全計画について説明させていただきます。

ただいまの資料の３ページからが増設施設ですが、１）は、増設施設においても、当初

施設同様に評価を行って長期保全計画を作成して、それに基づいて実施しております。た

だし、増設施設につきましては、プラズマ溶融分解炉を使用して溶融処理を実施しており

ますが、耐火れんがは１年ももつものではございません。そのため、プラズマ炉の耐火物

については２炉持っておりますが、それぞれ年２回、中の耐火れんがの張りかえを行うと

いった周期で行っております。これは、従来どおり、現在も変わっておりません。

一方で、長期保全計画について、別紙５をごらんください。

詳細は省かせていただきますが、別紙５は、増設施設の設備について、先ほど大島から

説明があったもののうち、予防保全、周期ないしは状況を見て交換していきましょうとい

うものの一覧を示しております。

表がプラズマ炉にかかわる設備、裏がそれ以外の設備で、前処理設備、共通設備のもの

でございます。これ以外のところにつきましては、予備機で対応することになります。

この中で、平成２９年度におきましてはほぼ全て終了しておりますが、その結果を踏ま

えて、平成３７年度についても計画しております。また、毎年、定期点検を実施しており

ますが、定期点検あるいは日常点検の結果を踏まえて見直しをしております。丸がついて

いるところは予定どおり実施しますが、丸のついていないところは、想定より摩耗が少な

いなどの状況がありますので、見直しを行ったという形で、随時、このような見直しを行

っております。

具体的なところですが、１枚戻っていただきまして、別紙４をごらんいただければと思

います。

こちらは、今年度、長期保全計画で行った内容、来年度、長期保全計画で予定している

内容の代表的なものを示したところでございます。こちらも全て説明いたしませんが、例

えば、真ん中にありますプラズマ溶融分解炉というところがございます。平成２９年度

は、分解炉ダクトはプラズマ溶融分解炉から恒温チャンバにつながるダクトですが、そち

らの炉に近いほうを今年度実施いたしました。

ちなみに、分解炉ダクトは、３年周期で交換しております。

さらに、①ですが、来年度は水冷ダクトです。これは、分解炉ダクトを出て、次に恒温
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チャンバにつなぎ込むところでございます。こちらは、若干、炉から離れているというと

ころがございまして、４年周期で交換を行っていくという計画です。

それ以外にも、例えば、上の排気処理のところを見ていただきたいのですが、恒温チャ

ンバの中も耐火物を張っております。恒温チャンバの中が７スパンに分かれております

が、平成２９年度は２スパン目と３スパン目の耐火物の張りかえを行っております。平成

３０年度は、さらにその上の４スパン目と５スパン目を更新しています。

ちなみに、一番下の１スパン目はどうかといいますと、平成２８年度に耐火物の更新を

しているというところで、それぞれの劣化度合いを見て周期を決めてやっているというと

ころでございます。

それ以外にも、図に示したように、保全計画に従って設備の更新、張りかえ等々を行っ

ているところでございまして、平成３０年度につきましては、例えば、共通設備の下のほ

うにもありますように、軸受けやファン、弁といったものも消耗してきておりますので、

こういったものの交換を計画的に実施しております。

【眞柄座長】

それでは、長期保全計画について、多岐にわたっていて、聞いてもすぐにわからないか

もしれませんが、何かございますか。

【○○委員】

これからの更新計画は、かなり頻度を多くしていただいているようなので、それについ

ては全く質問がありませんが、先ほど、○○委員から、上空写真で見たときに、屋根のと

ころに色がついているという話がありました。今、私も実際に見ましたが、確かに茶色く

なっています。ただ、増設施設のほうは、焼却炉に近いので、ばいじんが出ると思います

が、多分、当初施設のほうは、特にガスが出るようなものはないので、増設施設と既存施

設では毛色が全然違います。

屋根を見ておられるかどうかはわかりませんが、可能性としてボイラーの排気で屋根に

色がつく可能性はあるのですか。確かに、出口のほうから放射状に色がついているのが見

えますが、ばいじん以外に何の可能性があるのか、わかれば教えてください。

【ＪＥＳＣＯ】

屋根に汚れがあるというのは、正直、初めてお聞きしました。ボイラーのほうも、色の

違いが顕著になるようなばいじんが出ているという認識はございませんので、改めて確認

させていただきます。

【○○委員】

実は、私も見ているのですが、何回かきれいに拭いた跡があるのです。ですから、初め



-30-

て知ったということはないと思います。それから、煙突からかなり液垂れしているような

ところがありますので、そんなものも今度言ってもらったらいいと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

今、グーグルで見ていますが、この部分ですね。主に北のほうだと思いますが、熱媒ボ

イラーを使っておりまして、分解して軽質化した油煙が若干出ているというのが事実とし

てございますので、さびのようなものが壁について茶色くなっていると理解しておりま

す。この一部の汚れについてはもちろん承知しておりまして、定期的に清掃等も実施して

いるところでございます。

また、抜本的な対策としては、熱媒油を来年度に全量交換しようと考えております。汚

れの原因は、熱媒油は約１０年使っておりまして、３００度以上の温度をつけてぐるぐる

回しているという状況でございまして、熱劣化が考えられますので、それによって軽質化

して油煙が出ているといった状況が原因だと考えております。

今、運転上でできる範囲の対応をやっており、なおかつ、定期的に清掃を実施していき

たいと思っております。また、抜本的には、この秋に熱媒油を全量交換したいと考えてお

ります。

【○○委員】

ありがとうございました。よくわかりました。

できれば、どこにボイラーの煙突があって、処理施設の排気が出るところとそれ以外の

ところをレイアウト図で示して、写真を載せて説明していただければと思います。

【ＪＥＳＣＯ】

言葉足らずでしたが、当施設には、設備に使う熱媒ボイラーと空調関係に使う温水ボイ

ラーの２種類がございまして、いずれも排気が出ておりますので、その関係だと思いま

す。

次回、図面を示しながらご説明させていただきたいと思います。

【眞柄座長】

多分、そういうことだろうとは思いますが、念のために、ハイボリュームサンプラーで

も使って、何が出ているかというようなことも機会を得て調査するようにしていただきた

いと思いますので、お願いします。

次に、長期処理計画について説明してください。

これは、先ほどご質問があったこととも関係しますので、そのこととも関連づけながら

説明していただきたいと思います。
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【ＪＥＳＣＯ】

それでは、資料４についてご説明いたします。

平成２９年１２月末時点での計画は、以下のとおりとなります。

まず、１番目は、当初施設になります。

処理対象物の量の想定は、平成２９年８月３１日時点での数字となります。①に、北海

道事業エリアの処理対象物のうち、この事業所で処理するものを記載しておりますが、大

型トランスが２６４台、小型トランスが６８０台、以下の数字となっております。また、

②に、北海道事業エリアの対象物のうち、ほかの事業所で処理するものを記載しておりま

すが、大型トランスが４台、コンデンサーが５００台という計画となっております。

(２)に処理計画の表をまとめております。

大型トランス、小型トランス、車載トランスに関しましては、おおむね平成３２年度ま

でには終わるだろうという計画です。それから、コンデンサーは少し量がございます。年

間３，０００台ぐらいという想定ではありますが、期限が迫るにつれて量が減少していく

だろうということで、大ざっぱではありますけれども、計画的処理完了期限の平成３４年

度には少し残るだろうと想定しております。

それから、２番目の増設施設になります。

こちらの平成２９年度以降の対象量は、昨年末の１２月３１日時点で集計したもので想

定しております。

①の北海道事業エリア、１道１５県の安定器類の対象物は９４９トン、②の他事業エリ

ア、これは東京事業エリアになりますが、持ち込み量としては３，８６０トンと想定をし

てございます。

なお、この数字は、資料２－４で説明した数量から、冒頭の２－１で説明したように、

仕分け等の適正化を見込んだ数値としてまとめております。

(２)の処理計画は、東京エリア、もともとの北海道事業エリアを合わせて、年間８５０

トンぐらいの処理を想定しておりますが、平成３５年度の期限に近づくにつれてやや減少

していくという数字にしてございます。いずれも、この資料では、計画的処理完了期限に

当初の予定数を終えるという見込みの計画をつくっております。

先ほど、○○委員からもご質問がありましたが、単純に数字そのものを当てはめるとど

うなるかというと、資料２－４の数字と比較していただくとわかりますけれども、登録し

ている数字をそのまま当てはめると、平成３５年度までは厳しいというのは否めない状況

です。それもあり、先ほど多数のご議論がありましたけれども、もちろん期限内に確実に

終わらせるために、行政、ＪＥＳＣＯともども、所内処理、所内仕分けも含めて期限内処

理を目指すというところでございます。

資料４については以上でございます。

【眞柄座長】
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ご質問はありませんか。

【○○委員】

後ろを決めるのはいいですが、本当に日本国内からなくなっているのかが甚だ疑問で

す。その辺ところをどう感じておられるのか。

もう一つお聞きしたいのは、私は室蘭でシップリサイクルというのをやっておりまし

て、どのぐらいの量かはよくわかりませんが、船舶がかなりあるわけです。シップリサイ

クル国際法が国内ではまだ批准されていないのでわかりませんが、批准されたとしても、

５００トン以上に危険物がどれだけ入っているかというのを考慮するものです。

そこで、国内にどれだけの船があって、船にどれだけの量の危険物があるのかというと

ころは把握されているのかどうなのか。

一応、ＰＣＢのいろいろな話の中では船にも使われていますというのはちらっと聞いた

ことがありますが、ここでは全然出てきたことがありません。たまたま私はシップリサイ

クルに関連していろいろなことを勉強させていただいていて、５００トン以上の船では今

後登録されてくるだろうけれども、それ以外のものは登録されないだろうということで

す。今からやっと船が登録されるということは、ほとんど把握されていないのではないか

と思っています。それであれば、後ろの期限を決めるのはいいけれども、全く間に合わな

いことになるだろうと思われます。

また、行政は、期限を切って、ここまでやりなさいと強烈な指導をして、残ったのは、

全部、一企業、一個人の責任として捉えていきますよということですが、果たしてそれで

いいのか、それで完全になくなるのかというのが一番の問題です。

これは、国際公約ですよね。それでやっているのに、国は、ここまでやったから自分た

ちに責任はないよ、行政は一生懸命やったからいいよ、我々は血を流して汗を流していま

すが、皆さんは、今までこれだけのことをやった、はい終わり、これでは世界に通用しな

いと私は考えています。

船に関するＰＣＢの量と、平成３５年以降に出てきた場合の国の責任は全くなくていい

のか、その辺のお考えをお聞かせください。

【○○委員】

私もシップリサイクルはちょっと気になっていましたが、室蘭市もかなり力を入れてや

るということで、室蘭工大の先生なんかもコミットしてやっているわけです。

ＰＣＢが出てきた場合、外国の船を買ってきてリサイクルした場合にそのＰＣＢはどう

なるのかわかりませんが、それをどう処理するのかということです。室蘭市あるいは北海

道がどうコミットするかはわかりませんが、少なくとも室蘭市はこれにどういう態度をと

っているか、対策はどうなのか、そういうことはきちんと説明してほしいと思っていま

す。あそこでどんどん出されたら、ちょっとぐあいが悪いです。
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【○○委員】

去年、韓国で旅客船がひっくり返って大変なことになりましたが、あれは日本の船で

す。日本の老朽船を向こうへ持っていって、階数をふやして重心が上に行ってしまったと

いうのが大きな原因らしいですが、僕らの知る範囲でいけば、日本で使われた中古船が東

南アジア方面に相当輸出されているのです。もしかすると、これがＰＣＢが失われている

一つの大きな要素かもしれません。

日本だから日本だけの範囲でいいというよりも、国際的に問題になっているのは、ＰＣ

Ｂが上空に乗っかって北極圏に集約されているという話が随分出ていますけれども、国際

的な共通課題なわけです。そういう点では、国内だけで進めばいいということではなく

て、廃棄物だと国際条約がありますから出せないけれども、製品として売るためにおいて

は相当な量が出ていると思います。環境省は、その辺が視野にあるのかどうかお聞きしま

す。

【環境省】

まず、船のＰＣＢについては、関係省庁とも協力して調査を進めております。必ずしも

ＰＣＢが製造されていた年代すべてではありませんけれども、途中の期間からは、基本的

には船舶で使用するような変圧器、コンデンサー等は、ＰＣＢというか、絶縁油を使用し

ないもの、すなわち乾式のものを使うという規定になっておりますので、対象となる船舶

自体はそれほど多くないというのが関係省庁の見立てでございます。ただ、当然ながらゼ

ロではございません。そのように使われていた可能性があるということでございますの

で、より古い船籍を調査するということは関係省庁とも進めております。

また、今申し上げたのは船舶を動かす動力部分に関連するものですが、附属設備として

使っているものについては、当然ながら、照明器具など、ほかの設備と同じようなものと

してあり得ます。ただ、船舶に使うものは、普通の照明器具と違って、割れて飛び散らな

いようにするような特殊なものであったりしますので、そういった製品についても関係省

庁と調査を進めております。

また、台船といいまして、普通の船ではなく、係留して作業するための船について、行

政は何もしないというわけではなくて、我々はできる限りの汗はかいております。例え

ば、ＰＣＢが入っているか入っていないにかかわらず、変圧器、コンデンサーをお持ちの

方々、電気事業法で登録されている８９万事業所のほぼ全てに対して、ＰＣＢが残ってい

ないか確認しております。今申し上げた台船というのは、電気事業法の対象部分というこ

とになりますので、陸上にある工場と同じく、自治体の皆さんや経済産業省とも連携して

調査しているということでございます。

いろいろなところで使われているかなり昔のものを今探すのは簡単な作業ではございま

せんが、いろいろな関係機関と協力して、できる限りのことを探しているところでござい
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ます。

二つ目のご質問は、期限の後に出てきたらどうするのだということでございます。そう

ならないように、さまざまな角度からさまざまな可能性を含めて、可能性のある対象者全

てに当たることに加えて、広く広報に取り組んでおります。

今、我々が申し上げられるのは、そうならないよう、できる限り全力を尽くすというこ

とかと思いますので、この時点ではこの回答とさせてください。

【環境省】

続きまして、シップリサイクルの関係でご説明いたします。

ご存じのとおり、シップリサイクル条約が２００９年に国際的に採択されているわけで

すが、いよいよ、今年あたりに、国際的に発効要件を満たすという状況になりつつあると

我々は認識しております。こういった状況ですので、私どもは、最終的に内閣として決定

できればの話ですが、シップリサイクルの条約を国内で担保するための法案を今開催され

ております通常国会に提出しようと思っております。

今、ご指摘がございましたように、まさに、シップリサイクル条約は、５００総トン以

上の船を対象とするものでございます。ですから、それ以下の船は対象になりませんが、

条約の担保法ということで、５００総トン以上のものについてはシップリサイクル条約で

求められる規制を国内でもかけていくということを考えております。

その具体的な中身としては、有害物質の使用の一覧といいますか、真面目につくったら

１，０００ページぐらいあるような資料をつくって船に備えつけるということです。それ

から、いよいよ船を解体する場合には、その資料に基づいて、どこに何が使われている

か、要は、船の中のインベントリーですから、それをしっかりと見た上で具体的な解体計

画をつくります。その解体計画について、国土交通大臣、環境大臣、それから、労働安全

の観点もございますので、厚生労働大臣も入ってチェックするといった法案を政府部内で

予定している状況でございます。

他方で、○○委員からご指摘がございましたように、確かに日本の船舶は海外に出てい

っておりますが、排他的経済水域を超えて海外に出ていくとなると、必ずしも５００総ト

ン以上の船とは限らないとは思いますが、ある一定程度の大きさのものだと思います。

先ほど、説明をはしょってしまいましたが、正確に申し上げますと、５００総トン以上

で、かつ排他的経済水域を超えて航行する船が対象となってまいりますので、例えば、リ

サイクル目的ではなく、中古船として売られていった場合でも、有害物質のインベントリ

ーをつくって売り渡さなければいけないという状況になってまいります。

今、私は、今年あたりに国際的な要件が満たされる見込みだと申し上げましたが、その

要件が満たされてから２年後に国際条約が発効ということになります。私どもは、これに

合わせて法律を準備しておりますので、ことし中に発効要件を満たせば、早ければ２０２

０年に国際条約発効、それに合わせて今国会で法案を通していただければ、２０２０年あ
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たりに条約とあわせて国内法も施行されるという状況になっております。

この中で、既存の船についても、ＰＣＢを初めとした幾つかの物質は必ずインベントリ

ーに入れなければいけないということになっておりますので、そういった規制で担保して

いきたいと思っております。

【○○委員】

できるだけ早く法律をつくっていただきたいと思います。

それと同時に、普通、有害物質の場合は、越境させてはいけないというバーゼル条約が

あると思いますが、シップリサイクル法に関しては、インベントリーをつくるものだか

ら、要するに、出してもいい、よそで解体してもいいというものになっていて、それが非

常に抜け道になっています。日本でつくって、日本でずっと使って、もうだめになるとい

うときに海外で売れるものだから売っていく、その先は知らないというのでは、日本の国

際的な責任というのが怪しくなります。

本当は、バーゼル条約のごとく、つくったものはつくったところで全部処理しなさいと

いうのが正しいと思います。我々が初めにシップリサイクルを研究したときは、最初はそ

うだと思ったのです。ところが、そういう抜け道が国際条約の中にできてしまったものだ

から、よその後進国にどんどん持っていくことになってしまいます。

そういうことも考えていきますと、世界中にまだまだいっぱい残っているはずだから、

期限を切って、その後は知らないよというのではなくて、出てくる対象物に対してもきち

んと責任を持って、安心・安全で処理できるのは日本で、日本の技術で世界に貢献すると

いうことを表に出していただきたいと思います。日本から出てくるものはもちろんです

が、世界から出てくるもの、特に東南アジアから出てくるものに関しては、日本でまだま

だやりますよという国際貢献も含めたものが室蘭のまちづくりにもつながってくると私は

確信しておりますので、その辺のところのご検討をいただきたいと思います。

【室蘭市】

室蘭市経済部の立場から言います。

有害物質使用リストは、インベントリーでしっかり整備して売るということでした。経

済部の立場としては、室蘭港を使ってシップリサイクルをやっていただく事業者が、これ

を買って、解体して、かつ有害物質を適正処理して、有価物として売ってビジネスになる

かというところを検討していて、ビジネスにならなければ、日本で実行するのは難しいと

いうことです。

今、○○委員がおっしゃったように、海外に買う方がいて、それを解体して商売にする

方がいるかといったところで、ビジネスとしてのスキームがどのようになるかというとこ

ろが室蘭で実行できるのかどうなのかの分かれ目になるかと思っておりますので、いずれ

にせよ注視していきたいと思います。
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【環境省】

先ほどの○○委員のご意見に回答させていただきます。

まさに、今、ご指摘のあったように、海外に持っていってリサイクルをするときに汚染

を起こさないように、国交大臣、環境大臣、厚生労働省大臣が個別の船について確認を行

うという仕組みを法律で考えておりますので、途上国で不適切な解体が行われないように

しようと思っております。

その場合、シップリサイクル条約に入った締約国であれば、しっかりと体制をつくって

いるはずですから大丈夫だと思いますし、他方で、締約国以外の国に船をリサイクル目的

で売るということは、３大臣が承認しないことになりますので、それで担保します。他方

で、途上国であるところの締約国については、これからまだまだ能力を向上させていかな

ければならないと我々は思っておりますので、私も網羅的に把握しているわけではありま

せんが、例えば、インドに対して日本のＯＤＡでシップリサイクルの適切な施設の整備と

いったことを行っているところです。

【眞柄座長】

モニタリング結果と計画について説明してください。

【北海道】

それでは、資料５－１をごらんください。

前回の会議以降に策定した環境モニタリングの結果について説明いたします。

最初に、周辺環境の測定結果で、次に排出源の測定結果の順に報告いたします。

太枠部分が新しい測定結果になります。

まず、１ページ目ですが、道と市が実施した周辺地域環境の測定結果について、１０月

から１２月の大気環境について新しい結果が出ております。結果としては、おおむね基準

値から十分に低い値となっております。

なお、ベンゼンについては比較的高めの値で推移しておりますが、３ページ目でお示し

していますとおり、ＪＥＳＣＯからのベンゼンの排出は低い数値で推移しています。

それでは次に、２ページ目に移ります。

こちらは、ＪＥＳＣＯが実施した周辺環境の測定結果ですが、大気と水質の項目につい

て新しい結果が出ており、いずれも基準値を満たす結果となっております。

次に、３ページ目ですが、こちらは当初施設の排気と排水の測定結果となります。

新しい測定結果としては、上段のＪＥＳＣＯ実施分の排ガス測定結果と下段の道が実施

した排水の測定結果が出ております。いずれの結果も、排出管理目標値に比べて低い値と

なっております。

次に、４ページ目ですが、こちらは増設施設の排気の測定結果となっており、上がＪＥ
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ＳＣＯの実施分、下が道実施分の測定結果となっております。いずれも、目標値よりも十

分に低い値となっております。

最後に、５ページ目についてですが、こちらは、悪臭に関する項目について、新しい測

定結果が出ております。いずれの項目も、検出限界以下の低い値となっております。

次に、６ページ目ですが、こちらは浄化槽排水の測定結果となっておりますが、前回の

報告以降の新しい測定結果はありません。

以上で資料５－１の説明を終わります。

それでは次に、資料５－２の説明に移りまして、水銀排出に係る大気汚染防止法の改正

について説明させていただきたいと思います。

昨年８月に水銀に関する水俣条約が発効したことに伴いまして、この４月から改正大気

汚染防止法が施行されることになり、大防法の対象施設については、排ガスの水銀濃度の

測定が義務づけられることとなりました。この大防法の対象施設についてですが、ＪＥＳ

ＣＯの増設施設が大防法の施設区分の廃棄物焼却炉に該当するため、来年度から義務づけ

られた水銀測定の対象施設となっております。

これについて具体的に申し上げますと、大防法で規定される廃棄物焼却炉の規模要件が

火格子面積２平方メートル以上であるか、または、焼却能力２００ｋｇ／Ｈ以上とされて

おりまして、増設施設の焼却能力が２９１．５ｋｇ／Ｈであることから、規模要件を上回

っており、大防法の廃棄物焼却炉に該当することになっております。

なお、この大防法上の施設への該当や施設の規模については、大防法が独自に定めてい

る政令市であり、大防法の事務を所管している室蘭市に確認をいただいております。ま

た、大防法では、施行日より前に既に設置されている施設について、施設の種類や規模ご

とに基準値や測定頻度を定めておりますが、増設施設が該当する廃棄物焼却炉について

は、基準値が５０ｋｇ／Ｎｍ３で、測定頻度は６カ月を超えない作業期間ごとに１回以上

とされています。

これまで、環境モニタリングについては、室蘭市、ＪＥＳＣＯと北海道で締結した協定

書や環境モニタリング計画に基づいて行っているところですが、今回の大防法の改正に伴

いまして、これらに水銀を加える変更をする必要が生じたことから、次のとおり基準値や

測定頻度を設定したいと考えております。

まず、基準値についてですが、これまで協定等に基づいて環境モニタリングを行ってい

る既存項目の基準値と法で定める基準値について、次のページに比較したものを載せてお

ります。

結果としましては、排気に関する項目については、一部を除いて法で定める基準と同じ

値としております。

次に、測定頻度ですが、道及び市で実施しているものに関しては、法と同じ回数として

おりまして、ＪＥＳＣＯでの実施分については、一部を除いて法の２倍の回数となってお

ります。今回、項目として追加する水銀については、これまで測定を行っていたほかの項
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目と同様に、基準値は法の基準と同じ５０マイクログラムで、測定回数も道と市の実施分

は法と同じ年２回、ＪＥＳＣＯ実施分は年４回ということを考えております。

今後の予定ですが、来月中までに協定及びモニタリング計画を改正して、既存の測定項

目と同じタイミングで、道と市の実施分は５月と１１月、ＪＥＳＣＯ実施分は５月、８

月、１１月、２月の実施とする予定としています。

なお、今回説明させていただきました大気汚染防止法の関連部分については、別添の資

料として後ろにつけさせていただいております。

以上で、資料５－２についての説明を終わります。

次に、資料５－３のＪＥＳＣＯへの立入検査実施状況について説明いたします。

前回の会議以降に行った立ち入り検査としては、１１月と１月にそれぞれ１回ずつ、合

計２回行っております。内容としては、排出源モニタリングの実施時の状況確認や運転時

の状況を確認しておりまして、いずれも指摘事項等はありませんでした。

【眞柄座長】

今の説明について、ご質問やご意見があればお出しください。

【○○委員】

水銀の排出についてＪＥＳＣＯにお聞きしたいのですが、実際に増設施設で対象してい

るもので、水銀が含まれるものが入る可能性はありますか。一般的な焼却施設の場合はか

なりありますが、私は非常に少ないのではという理解です。

【ＪＥＳＣＯ】

推定がかなり入ることをご了承ください。

まず、多くの処理物がハンダに含まれていることがあれば全くないとは言い切れません

が、安定器や電気機器ですので、濃度的にはかなり低いと思います。ですので、今処理し

ている安定器、小型電気機器がメーンである分にはそれほど多くの処理物として入ってく

る可能性はないと思いますが、例えば、ウエスなどの電気機器以外のものも当施設は処理

しておりますので、そこに何が入っているかによると思います。例えば、汚泥などがふえ

ていきますと、実際に全くないとは正直言って言えません。繰り返しになりますが、処理

物として電気機器が多い分には、それほど入ってくるとは考えておりません。

それから、これにかかわるところで、副資材についても、水銀が入っているかどうか調

べさせていただきます。全くないとは言いませんが、０．０３ミリグラム／キログラム程

度の濃度でしたので、副資材からの影響もほとんどないということは確認しております。

【眞柄座長】

私は、水銀条約のことはよくわかりませんが、活性炭に水銀が入っています。活性炭の
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払い出しのときに水銀の関係の規制がかかるようなことはないですか。

【ＪＥＳＣＯ】

現在のところは承知しておりません。

【○○委員】

もう１点、資料５－１の道庁の一覧表にボイラーのデータが載っていますが、熱媒ボイ

ラーと温水ボイラーのデータは、増設施設と当初施設のどちらのデータですか。

なぜかというと、０．０２とばいじんがそれなりに出ているので、油煙なのかもしれま

せんが、硫黄酸化物もそれなりに多目なので、もしかしたら先ほどの色の話と関係がある

かと思いました。

もう一つ、温水ボイラーのほうのデータですが、欄があるだけでデータがないのは何か

理由があるのですか。２年に一遍の測定だからですか。

【ＪＥＳＣＯ】

まず、１点目ですが、ばいじんの濃度に対して指示があったものにつきましては、熱媒

ボイラーでございます。

それから、温水ボイラーが空欄ということについては、年２回の測定はしております

が、冬季の測定となっておりますので、報告の欄には記載がないということでございま

す。

【○○委員】

施設はどちらですか。

【ＪＥＳＣＯ】

当初施設でございます。

【眞柄座長】

最後に、ＪＥＳＣＯのＰＣＢの処理事業だよりがついておりますので、ごらんいただき

たいと思います。

当初、４時半までということでしたが、もう時間も過ぎましたので、きょうはこれで終

わりたいと思います。

会議の中でいろいろと調べていただきたいことが出ておりますので、次回には、それら

のことについて、ＪＥＳＣＯからわかりやすく説明していただくことをお願いして、私の

座長としての仕事を終わって、あとは事務局にお返しいたします。よろしくお願いしま

す。
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３．閉 会

【事務局】

眞柄座長、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、特に長時間にわたりましてご議論いただき、ま

た、貴重なご意見やご指摘をいただきました。ありがとうございました。

次回に向けての宿題等もございますので、しっかり整理して、次回は年度明けの６月ご

ろを予定したいと考えてございます。ご出席をよろしくお願いいたします。

本日は、長時間にわたりありがとうございました。

以 上


