北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議
（第１３回）
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【事務局】
定刻でございますので 、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
いたします 。
委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
私は、本会議の事務局を担当してございます 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課
の石金でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日の監視円卓会議でございますけれども、処理事業の現況、環境モニタリングの結果
などにつきましてご説明をさせていただきます 。皆様からご意見をいただき、終了の時間
をおおむね ４時というふうに考えておりますので、速やかな進行につきましてご 協力をよ
ろしくお願いいたします 。
なお、本日の会議でございますが、齋藤委員 、中村委員、太田委員、吉田（隆）委員か
らご欠席という連絡をいただいております。
なお、藤当委員 につきましては、若干遅れるということで 連絡をいただいているところ
でございます。
開催に当たりまして、北海道環境生活部環境局長 の村井よりご挨拶を申し上げます。
【村井局長 】
北海道環境生活部環境局長の村井でございます。
委員の皆様、オブザーバーの皆様方には、年末の大変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。
今年７月に洞爺湖サミットが開催されまして 、これを契機として環境問題に対する関心
や取組の広がりがこれまで以上に見られ、道といたしましても、この機運の高まりを受け
まして、各種施策 を着実に進めていこうと考えているところでございます 。
ＰＣＢ処理事業 に関しましては５月から操業が開始されましたが 、これまでのところ 、
重大なトラブルの発生は見られず、順調に稼動されているとの報告を受けております。Ｊ
ＥＳＣＯ北海道におきましては 、今後、引き続き、地域住民 の安全・安心の確保はもとよ
り、作業従事者の労働安全管理 につきましても 万全を期していただくようお願い申し上げ
ます。
本日予定 している議題は、処理事業 の現況や平成２０年度の環境モニタリング結果など、
また３名の委員がご視察いただいた豊田事業 の報告などがございます。
限られた時間ではございますが、皆様方から活発なご意見をいただくようよろしくお 願
い申し上げます。

【事務局】
本日は、オブザーバー としまして、環境省から廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
の髙橋補佐 にご出席をいただいております。一言、ご挨拶をお願いいたします。
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【髙橋補佐 】
環境省の髙橋でございます。
本日は、年末のお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます 。
今年も、残りわずかというところになっておりまして、大きな事故もなくこれまで順調
に稼動ができているということは、皆様方のお力添えがあってのことだと思っております。
感謝を申し上げます。
本日は、これまでの進捗状況 についてのご報告のほかに、豊田事業所にご訪問いただい
たときの報告があるということですが、当日私も豊田の安全監視員会に行っており、たま
たま向こうでお会いさせていただきました。遠方からはるばるお越しいただきまして、ど
うもありがとうございます。その際のご感想なども聞かせていただきまして、この北海道
事業所での今後の安全かつ確実な処理に生かしていければなというふうに思っておりま
す。本日も、どうぞよろしくお 願いいたします。

【事務局】
ありがとうございました。
毎回のお願いでございますけれども 、本会議は議事録を作成していることから、ご意見、
ご質問等の場合につきましては 、マイクを通してご発言いただければと思います。よろし
くお願いいたします。
それでは 、以後の進行につきましては、眞柄委員長、よろしくお願いいたします。
２．議

事

【委員長】
本当にお忙しい中ありがとうござい ます。
それでは 、早速議事に入りますが、資料の確認しておきたいと思いますので、配付資料
をご紹介ください 。お願いします。
【事務局】
（資料１から７について、確認依頼及び誤字の修正依頼）
【委員長】
まず前回の議事録につきまして、事前にご確認をいただいておりますので、特になけれ
ばこれで承認していただいたということにしたいと 思います。
それでは 次に、先行事業地視 察報告ということで、豊田事業所に視察に行っていただき
ましたので 、その状況についてご報告をよろしくお 願いします。
【事務局】
循環型社会推進課の原口と申します。
私から、１０月に行いました先行事業地の視察についての 説明をさせていただきます。
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視察の目的は、先行事業地の施設の運営状況 、地元の委員や事業者の方との関わり方な
どの情報を得まして、委員の皆様の今後のご活動に役立てていただきたいというものであ
り、平成１７年度から実施しています。
今回参加 されたメンバーは、佐々木委員、西原委員 、橋本委員の３名、また事務局とし
て道庁の原口と室蘭市の佐藤主任が同行し、現地ではＪＥＳＣＯ北海道事業所の田畑課長
にご同席いただきました 。
視察の内容につきましては、資料５としてまとめさせていただいております。先方との
意見交換の内容、それから視察を終えて参加された委員の方からの感想という構成です。
今日は事務局からの報告に続き、参加された委員の方にご感想などを発言いただきたい
と思います。
まず、事務局からの報告は、室蘭市の佐藤主任からいたします。
【事務局】
私は、今回、初めて他の処理事業を視察させていただきました。詳細については、資料
のとおりですが、他の処理事業 でも安全性の確保を第一に進めていることが理解できたと
思っております。
今回のような他の事業所の処理施設 や安全監視委員会を視察できたことは、いろいろ 勉
強になったと思います。このような機会を与えていただきまして、本当にありがとうござ
いました。
【事務局】
視察の状況につきましては、報告書の方を後ほどご覧いただく形で、委員の方から報告
をお願いできたらと思います。
では、報告書の記載順番どおりに、佐々木委員の方からお願いいたします。

【委員】
佐々木です。
このたび 、豊田の視察に行ってきました。その報告は、既に報告書として出ております
ので、その中から私が感じた主なことを若干報告したいと思います。
まず感じたことは、豊田市として５月３０日から１０月２４日までの５カ月の間に１５
回も施設に立入検査を行ったことが、市から安全監視委員会 に報告されている。聞くとこ
ろによると 、そういう立入検査 をする権限が市に与えられているそうですが、室蘭市はそ
ういう権限を持っていません。それは、政令指定都市 でないということらしいのですけれ
ども、処理施設にある市として室蘭市だけがそういう 権限を持っていないと。これは、具
体的には道にそういう権限があるだろうと思いますが、該当する市としてそういう権限を
特別に認めてもらって、市が直接施設 に立入を行い、そのことについて市としてどう指導
していくか 、そういうことが今後行われていってしかるべきではないかと思いました。
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もう一つは、円卓会議 に該当する豊田の安全監視委員会の委員の構成を見てみると、地
域の代表の人が委員になっています。これは、地域の人の意見を酌み上げる上で大変有効
な手段ではないかと思った次第です。
それから 、あそこは大学もたくさんあるのですけれども、大学の先生もたくさん委員に
出ていて、専門的なアドバイスを当然いただいているのではないかと思ってきた次第です。
我々室蘭としても、今後、ますます 操業が本格化していく 中では、そういう大学の先生
方も市として、道として委託を要請して、専門的なアドバイ スをしてもらうことが、今後、
必要になるのではないかと考えました 。
いろいろありましたけれども 、時間の都合や各委員の意見もあると思いますので、ひと
まず終わらせていただきたいと 思います。
【委員長】
どうもありがとうございました。
それでは 、一通り感想やご意見を伺ってから、まとめて話し合いをしたいと思います。
続いて、西原委員よろしくお願いします。

【委員】
西原です。
なるべくほかの 委員と重複しないように話をしたいと思います。
まず私が感じたのは、委員のほとんど 全員が出席して真剣に討議されていました 。特に、
ここの中で自治地区の６名の方が、それぞれの 地区から責任を持って出ておられるという
印象を受けました 。ほかの委員としては、産業関係が２名、学識者が４名、公募２名、官
の方はオブザーバーで２名。こんな構成で全員が出て活発に意見を交わしていました。そ
ういう点では、室蘭の場合、委員の欠席がやや目立つのです 。これは、私は反省して考え
ていかなければならないことでないかという 印象を受けました。
それから 、膨大な資料の割に討議時間が短いです。かなり延長されて論議されていまし
たけれども 、やはり、中身はどうしても十分な討議になっていないという印象を受けます。
もう一つ、一番驚いたのは、今日の議題にもありますけれども、要するに、ＰＣＢの保
管、管理の問題ですが、「保管困窮者」という言葉が出てきたのです。
その中の１人が実は倒産してしまって 、その保管責任 が果たせないということから、工
場にＰＣＢを持ち込んだのです。その過程はいろいろあるのですが 、その人に私どもはと
ても同情できるのです。自分のやっている事業が倒産してしまって 、土地も工場も売却し
て保管する場所がない、どうしたらいいのだと 。運搬業者に相談しましたら、運搬業者 は
今受け入れるわけにいかないということで、最終的にはどうにもならないから、もう警察
に通報してでもいいからということで 持ち込まれたのです。
このことは、私もＰＣＢのことに関わってきまして 、最初から保管管理 の問題を指摘し
てきた一人として、決して他人の問題ではないという印象を受けました。
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それで改めて、特に北海道の場合は広域ですから、フェリーがこういう状態になって 運
べないとなると、ますます困る事例が出てくるのではないかということが 予想されます 。
そうすると 、こういう事例を聞いた以上、私は、北海道事業の場合も真剣に深刻に考える
必要があるのではないかという 印象を受けました。
これが、今回の中で非常に最大の教訓になりました 。これは、何としてもその 経験、起
きたことから大切に考えていかなければならない問題だと思いました。
もう一つ、排出物のＮａＣｌ の問題を聞きましたら、北九州市は海中投棄しているとい
うことを言われました。それは、ここには実際には最終的に公表されていませんから、ど
うなっているかということも含めて、今後の問題として考えなければならないのではない
かというふうに痛感しました。
以上です。
【委員長】
ありがとうございました。
それでは 、橋本委員お願いします。

【委員】
西原委員 が言ったように、一番強烈 だったのは、自分の倒産した会社からＰＣＢを自分
の車に積んで持ってきた 、受け取るわけにいかんというふうな押し問答をして、結局、非
常事態でそれは受け取ったというか、とにかく 持って帰らせなかったということです。私
が感じたのは、これは向こうの人といろいろ話をする中でも出てきたことですが 、まだ把
握しきれていないＰＣＢをどうするかということです 。それは、豊田も、ここも、いろい
ろな機会にできるだけ未届のものを発見して処理できるようにという形がとられていると
思うし、そうやっていると思うのですが、豊田で聞くと、それがあまり進んでいないので
す。ここもなかなか難しい面があると 思うのですが、これは何とかしなければいけないと
いうふうに 思ったわけです。
一つは、宣伝というか 、非常にいろいろな機会でやらねばいけないと思うのですが、こ
の情報センターにいろいろな人に見にきてもらって 話をしなければいけないと思います。
豊田の事業所は、生徒さんなどが事業所に来て見学するということはあまりしていないよ
うですし、ここよりは場所が大分狭いです。室蘭の情報センターは、非常に大きいし余裕
があるので 、市民にもどんどん 宣伝してやっていくことをこれからやらないと、未届のＰ
ＣＢをうまく見つけるというふうなことがなかなかできないのではないかと思いますの
で、こういうところをぜひ強めていくということに力を入れたいと 思います。大体そんな
ところです 。
【委員長】
ありがとうございました。
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それでは 、今、３人の委員の方々から豊田の事業所を視察していただいた上で感じられ
たところ、室蘭でも検討しなければならないところのご指摘がありましたが、これについ
ては、道なりＪＥＳＣＯ なりでお考えがあればお話しください。

【事務局】
道の循環型社会推進課 の矢原と申します。どうぞよろしくお願いします 。
佐々木委員、西原委員 、橋本委員におかれましては 、ご多忙のところを 視察に参加して
いただき、ありがとうございました。
貴重な意見を承りましたので 、道のスタンスを説明させていただきます 。
まず、豊田の事業所では豊田市が５か月で１５回もの立入をしているという件でござい
ます。豊田事業所は、平成１７年９月に操業を開始し、その２カ月後にＰＣＢの蒸気漏れ
の事故があり、翌平成１８年７月まで施設が停止するということがありました。また、平
成１９年２月には３件の設備の不具合が発生し、平成１９年６月まで施設を停止して色々
な設備を改善したとのことです。操業開始後、２回も操業停止をせざるを得ないような状
況がありましたので、重点的に調査や監視がなされていると 聞いております。
また、廃棄物処理法等 の権限については、法律上、政令市や中核市などが都道府県と同
じレベルの権限を持ち、施設や処理業の許可のほか立入検査 を行えます。
道内では、札幌市、函館市、旭川市が道と同じレベルの廃棄物処理法上の権限を持って
います。
他事業でみると、豊田市、北九州市、東京都、大阪市は、廃棄物処理法上 の政令市にな
っています 。
室蘭市は政令市等ではないのですが、道・室蘭市・ＪＥＳＣＯとの間で協定を結んであ
り、協定に基づく立入検査はできます。そういう意味で室蘭市は権限を有しているところ
でございます。また、監視円卓会議でも協定に基づく立入はできます。
次に、立入検査 等の状況ですが、５月の開業後、室蘭市とともに 行ったものを含めると
６回実施しています。その他に、１０月にフェリーの第１便が搬入されたときにも１回、
ちゃんと運ばれてきているかどうかというところを 調査しています。
その次に、監視円卓会議の委員の構成でございます 。報告書の３ページにありますが 、
豊田と北海道では、委員数はどちらも同じ１５名、そのうち 学識経験者は豊田４名、北海
道は３名です。北海道の構成については、監視円卓会議の前身である室蘭市ＰＣＢ処理事
業監視市民委員会を基にしているという経過あり、このような中で、これまで皆さんのご
意見を頂戴しているところです。
監視円卓会議の開催結果につきましては、毎回「監視円卓会議だより」を作成、配布し
ています。市内では町内会単位や各サービスセンター で行われていると思います。また、
ＰＣＢの処理情報 センターにも配置しているほか、道と市のホームページ でも公表してお
り、市民の方々から問合わせやご意見をいただいた場合は、私どもの方で対応させていた
だいております。
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ちなみに 、道内の全市町村、１５県、国にも監視円卓会議 だよりは送付しており、円卓
会議の開催内容について 、広くお知らせするよう努めているところです。
それから 、豊田事業所へのＰＣＢ廃棄物の個人搬入 の件についてですが 、安全確保の観
点にたつと 、漏れ防止型容器などにＰＣＢ廃棄物を収納するなど受入基準 を満たして、専
門の業者さんに収集運搬 を委託することが基本になろうかと 思います。
豊田事業所 のケースでは、色々な事情や議論があったと思いますが 、北海道事業におい
てやむを得ない事情がある場合については、ケースに応じて相談いただき、室蘭市とも相
談の上ＪＥＳＣＯと協議して、何とか処理していただけるような 形をとれればと考えます。
また、ご発表にはなかったのですが 、報告書の中にありました委員との交流について 触
れますと、今回実施できなかったことは、相手方の都合によりますので御了解ください 。
関連して、つい先日北九州市の職員が道庁を訪問された際に、北九州の市民委員の方々
にも、ぜひ来蘭いただき 、事業の視察やこちらの委員との交流などをしていただきたいと
依頼しました。道としては、機会をとらえて、ほかの地域の委員もぜひ室蘭の方に来てい
ただいて、交流の場を設けるということを依頼していきたいと思っています。
それから 、ＰＣＢのＰＲ等につきましては、我々も非常に重たく受けとめておりますの
で、いろいろな機会をとらえて行っていきたいと思っております。
あとは、会議において 討議時間が不足しているというご感想については、円卓会議の運
営を含めまして要望や意見がありましたら、随時、私どもにお寄せいただければ検討して
まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
【ＪＥＳＣＯ】
ＪＥＳＣＯ本社事業部長の齊藤です。よろしくお願いします。
豊田の監視委員会が開かれた当日は私も出席しておりまして、本当に遠方より豊田事業
所の方にお越しいただき、ご視察やご助言いただいたことに 改めて感謝を申し上げます。
また、この報告書にもございますが、ＪＥＳＣＯ事業全体にとっても貴重なご意見を賜り
まして、大変ありがとうございます。
当日、豊田の監視委員会ですけれども、ちょうど豊田事業 が豊田市内の廃棄物の処理状
況について 中間的な総括をするということが協定書で決められていまして 、その報告をさ
せていただいた節目の会議でございました。従いまして、資料が膨大ということですけれ
ども、過去の事故の経緯とか対策の報告書、あるいは 昨年のトラブルの報告書をすべて 一
括して配付したということでございます。当日、その部分の説明はほとんどされなかった
わけですが 、委員の方々には一つの節目としてそういう形で資料をつくらせていただいた
ということでございます 。
また、監視委員会、ここでいうところの監視円卓会議の構成というのは、各事業でかな
り異なっております。まず、設置主体ですけれども、五つの事業のうち、東京事業だけは、
行政との協議の結果、ＪＥＳＣＯが事務局となって設置しておりまして、地元東京都江東
区、あるいは自治会の方、あるいは区議会議員 の方等々がすべて自治体の委員として入っ
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ているという特殊なやり方をしております。また、ほかはすべて地元自治体の設置という
ことでございまして、基本的には自治体のご判断で委員構成を決めていただいております。
ただ、土地柄といいますか、監視委員会のようなものは余りやってこなかった、大阪事業
では監視委員のメンバー はほとんど学識者で構成されています。豊田事業 は、見ていただ
いたとおり 、周りのかなり近いところに住宅も結構ございます。関係する自治体も多いと
いうことで 、あれだけ多くの自治会の方々に入っていただいているのは、豊田事業の監視
委員会の特徴であろうと我々は思っております。
あと、幾つかご質問のあった 点につきましては、所長の油井の方から簡単にご回答なり
をさせていただきたいと 思います。
本当にどうもありがとうございます 。
【ＪＥＳＣＯ】
ＪＥＳＣＯ北海道事業所の油井です。よろしくお願いします。
私の方からお答えすべき点が３点あろうかと思いますので 、お答えいたします 。
まず、保管困窮者というお話がございました 。北海道事業所においてもこういった可能
性は十分あるわけでございまして、現に、５月から開業して以降、本州からの搬入物につ
いてこういった状況がありました。倒産等で処理を急ぎたいという 要望がありまして、ま
ず、そのためには ＰＣＢ廃棄物特措法 の届け出を出している 自治体に要望を上げていただ
いて、その自治体からＪＥＳＣＯに要請をいただき、それに基づきましてＪＥＳＣＯは搬
入期間の中で処理をさせていただくといった流れになります 。こういう事例は既にござい
ます。
なお、広域協議会という１道１５県の搬入にかかわる連絡調整 をする場がございますが、
その取り決めの中でも、緊急処理が必要な場合は、協議調整 の上、搬入期間外の地域のＰ
ＣＢ廃棄物であっても処理できることとなっております。したがいまして 、広域協議会か
らそういう 要請がＪＥＳＣＯにあった 場合は、事業所としてご相談しながら対応させてい
ただくことになろうかと 思います。それが１点でございます 。
それから 、２点目に、豊田事業所の排出物のＮａＣｌが北九州の処理において 海中投棄
されているというお話がございました 。私ども、後で豊田事業所に事情を確認しましたと
ころ、当日の説明ではちょっと誤解を与えるような表現をしたということでございまして、
ちょっと言葉足らずの点があったので 、ここで補足をさせていただきます 。
豊田事業所では、処理残渣を焼却処理によって適切な処理を北九においてしているとい
うことですけれども、最終的に残る塩分を含む水がありまして、これは排水処理装置を経
由した後に海に放流しているというのが正しい表現になりますので 、この場で改めさせて
いただきたいと思います。
さて、北海道事業所ではＮａＣｌはどういうふうになっているのかということでござい
ます。北海道事業所は、以前からのご 説明のとおり、廃アルカリの中にＮａＣｌ が溶け込
んでおります。これは、廃アルカリという形の特別産業廃棄物を適正に処理しております。
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前回もご質問がありましたが、塩分を含んだ廃アルカリは、ロータリーキルンで高温焼却
をしております。その際に残渣が出まして、それは最終的にはセメントの原料になるとい
うふうにご 説明しました 。セメント原料ということになると 、塩分の問題があってまずい
のではないかというご指摘だったと思います。それに関しましても、その後、調査しまし
て、塩分については、濃度調整 をした上でセメント原料を生産している会社に引きとって
もらっているので 、塩害の心配はないということを確認しております。これが２点目でご
ざいます。
３点目は、北海道は５番目の施設で全国的な５事業所全体をまとめた公開の仕方もある
のではないかというお話でございますけれども 、ＪＥＳＣＯ では、ホームページ 等にも掲
載してありますとおり、環境報告書というものを 発行しております。その中で、環境保全、
労働安全衛生、地域とのコミュニケーションなどの取組状況に加えまして 、各事業所の処
理状況を取りまとめております 。そういった形で広報活動をしておりまして、その環境報
告書は処理情報センター にも備えておりますので、それをごらんいただければというふう
に考えております 。
【委員長】
ありがとうございました。
それでは 、今のご説明に関して、佐々木委員、西原委員、橋本委員、あるいは 、ほかの
委員の方からご意見がございましたらどうぞお出しください 。
【委員】
西原委員 の報告書で、その後の参考になると 書いてある事例で、北海道のような広域処
理の不安という話が円卓会議の中で話題に出たような形で書いてあるのですけれども、具
体的などんな意見が出たのですか。

【委員】
これは、公募委員の方がおっしゃったのですが、将来、こういう 事例がたくさん出るだ
ろうと。例えば、北海道事業所 のような広域の処理事業だったら、なおさらこういう問題
があるのではないかというような発言をしました。私も、そのことは心配だと思ったので
す。

【委員】
具体的な事例があるわけではなくて 、一般論として、北海道のような広域の場合はもっ
といろいろ 検討する必要があるというお話ですね。ありがとうございました。
【委員長】
ほかにありますか。どうぞ。
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【委員】
視察報告書の６ページで、現施設で処理が困難なＰＣＢ廃棄物となっていますけれども、
こちらで集める全体の中で困難な処理廃棄物はないというか 、十分対応できるような施設
になっているという説明になっていましたか。北海道事業の場合、そういうものはないの
でしたか。もし、処理できない 、非常に難しいＰＣＢがある場合にどういうふうになるの
かなと思ったのです。

【ＪＥＳＣＯ】
営業グループ長を務めております古西と申します。
困難なものとしましては、設備は処理が始まってまだ六、七か月という中で、まずは順
調に、作業員の人に慣れてもらえるように、言葉として変ですけれども、なるべくきれい
な廃棄物を処理させていただいています。当然、きれいなものといっても 、１０㎏以上の
高濃度の電気機器並びにピュアな油という限定でございますけれども、そういう 中で、当
然、例えば中が短絡してタンクが膨れているようなものがあったり 、漏れ、にじみがあっ
たりというものは 、まだなかなか受け入れられないと 。そういう面で、今、そういうもの
についてはすぐには処理できないということです。ただ、当然、こちらの 設備はそういう
ものを含めて処理するというふうになっておりますので、だんだんそういう技術を磨きな
がら、なれていきながら 、いずれ受け入れていきたいというような 判断でございます。

【委員】
わかりました。
そういう 問題があるようなものをいつまで持っているのか 、それは何か決め事はないの
ですか。問題のあるものはしばらく置いておくという 話だったものですから、それはその
まま放っておくということですか。
【ＪＥＳＣＯ】
もちろん 、そういうものは登録いただいていまして 、ここにこういうものがあるという
確認をさせていただいています 。ただ、こちらの事情で大変申しわけないのですが、すぐ
に搬出は無理と。ただ、何か月後という約束はできないのですけれども、こちらでもそう
いうものがあることは認識しております。
【委員】
わかりました。
【委員長】
ほかにございますか。どうぞ。
【委員】
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私は、この問題で、向こうでも発言したのですが、例えば北海道の場合、苫小牧の高専
で運搬したＰＣＢがドラム缶の底が抜けて、いつの間にかなくなっていたという 事例が実
際にあるのです。ですから、保管困窮者に当たるかどうかはわかりませんけれども、保管
責任者としては不適格な状況なのです。そういうものが実際にあります。それから、蛍光
管か何かが紛失して、探したけれどもどうも焼却されてしまったと 。こんな事例もあった
と記憶しているのです。あのころから、いくらここで１００％の処理を一生懸命やっても、
片方では底抜けであるとすれば 、ここで一生懸命やった意味がなくなるのです。そういう
意味では、保管状況がどうなっているかということを 、今、公的な機関がきちんと調べな
ければだめでないかと感じているのです。
そういうことで 、もうちょっと具体的に、私は数字はわかりませんけれども、５万ｔの
ＰＣＢが生産されていて、実際に所在がはっきりしない４万ｔちょっとという事例があっ
たと思います。そういう 具体的な数字を報告のときに 出していただいて、それでは不明に
なった１万ｔぐらいのＰＣＢはどうなっているのか。それから、４万ｔの保管が本当にき
ちんとされているのか、こういったことを、再度、早急に実態を調査していく必要がある
のではないかと思います。
豊田にしてみれば、保管困窮者は約３０名という数字になっていました 。実は、北海道
事業所は広域ですから大変ですが、各県に当たって、実際に保管はきちんとされているの
か、本当に困窮者がいないのか といったことも 、早急に調べなければ、上手の手から水が
漏れるような感じがするので、その点を含めて私はお話ししたかったのです。
【委員長】
保管状況 の調査について、当然北海道でも実施されて、他の都府県もやっているはずで
すが、そういうことに関して広域協議会などで情報を集約されておられるのかどうか、説
明していただけますか。

【事務局】
広域協議会につきましては、北海道で事務局をやっておりまして 、道及び１５県、室蘭
市もメンバーとして入っております。その中で、先ほどＪＥＳＣＯ の方からも説明がござ
いまして、本日も資料７ということで 配付しておりますけれども、要は、北海道事業の中
で各県と、北海道も含めてですが、どのような 形で搬入を行おうかということを 年度ごと
に定めております 。
この中で、緊急に処理を要する場合につきましてはということで 記載しておりまして 、
現時点では各県で保管困窮者は何台ということを確認しておりませんので 今は言えません
けれども、各県によっても、保管している物、トランス・コンデンサの状況とか、どんな
ものかということも含めて状況が違いますので 、現時点では、各県、ブロックに割り当て
られている 期間の中で各県において判断して、緊急を要するものについては運び込むこと
ができるというふうに記載しております。
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先ほどの話の中で、保管困窮者という定義は広域協議会ではしておりませんけれども 、
そのような 状況にある方については既に運び込んでいただいています。今のところ、実際
の状況はございませんけれども 、広域協議会の中で話し合われていることとして、例えば、
１５県の中では、１５県の決められた 搬入期間 で保管困窮者の面倒を見きれなかったとい
う部分についても、北海道と処理事業者の受け入れの態勢もございますので、ＪＥＳＣＯ
の方と協議調整して、緊急に処理できるということで広域協議会の中では合意しています。

【委員長】
ありがとうございました。どうぞ。

【委員】
保管困窮者という言葉を初めて聞いたのですけれども、保管困窮者がいるということは、
まず所在がはっきりしているということですね 。そのほかに、所在がはっきりしていない
部分がかなりあるということが 現実だと思うのです。それの責任というか 、その所在をは
っきりさせるために、都道府県 が主導してやるのか、国全体として環境省がどういうふう
に考えて、それを今後の日本全体の問題としてとらえていこうとしているのかということ
が一つです。
あとは、そういった処理事業 の前の段階を円卓会議 でやることがなじむのかどうかとい
うことも含めて教えていただきたいと 思います。この２点です。
【髙橋補佐 】
保 管 困 窮 者という 問題 で ご ざ い ま す け れ ど も、 廃棄物処理法 に基 づきますと 、そ れ
も含めまして、すべての 産業廃棄物につきましては、排出される事業者、ここで言います
と保管事業者の責任に基づいてそれらがされるということになっております。
先ほどの保管困窮者というのは、多分、いろいろな方がいらっしゃると 思うので、そこ
はケース・バイ・ケースだとは思いますけれども、例えば、先ほどの事例のように、倒産
して、今後、継続して保管できないという方であれば 、速やかに処理ができる、今は登録
順に処理を進めているわけでございますけれども、その処理を早めてやると。あとは、中
小企業の方におきましては、基金による助成というものもございますので 、こういったも
のを活用して進めるということが考えられると 思います。あとは、引き続き保管が難しい
場合については、継続的に保管ができる、例えば、倒産した会社さんの事業を引き継いだ
方に保管を引き継いでいただくということも あると思います。
そういった指導なり助言なりを、まずは廃棄物処理法に基づく権限を有しております 都
道府県などが行うことになると 思います。その全体を見た上で、制度として何か必要なこ
とがあれば 、そこに環境省として検討していく必要があるかなと思っております 。
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【委員長】
ありがとうございます 。
【委員】
今のことは、実際に困窮者があるということはわかっているわけですね 。わかっていな
いのがまだまだたくさんあるということがありますね 。その部分はどこがどういうふうに
責任を持って調査し、それを処理するように持っていくかということが大きな問題だと思
うのです。これは、やはり都府県でも調査をどんどん進めなければならないでしょうし 、
国としても 責任を持って、今まで生産された５万ｔが４万ｔしか所在がないとすれば、残
り１万ｔはどこに 転がっているかということをきちんと調べて、最終的に日本から全部な
くすというのが国の責任だと思うのです。その辺のところを 聞きたかったのです 。
我々は、あるものを何とかしよう、それは何とかできると 思うのです。やはり、生産し
たけれども 、つじつまが合わない数字が残っている、その部分をどこでどういうふうに 探
し出して処理をするのかというのが問題だと思うのです。
１０年間の事業がこの１０年間で終わって、それが出てきた場合はどうするのかという
ことも次の問題につながっていると思いますが 、そういったところを国としてどういうふ
うに考えておられるかということを聞きたかったのです。
【髙橋補佐 】
今のお話は、恐らく、保管されているものも 行政の方でしっかり把握されていないとい
うことかと 思います。それにつきましては、ＰＣＢ廃棄物に関する特別措置法上 、届出が
義務づけられているわけでございますけれども 、それがしっかりなされていて行政の方で
把握しているということがまずは必要になってくるのかなと 思っております。
その届出がなされていない部分についていかに把握しているかという方法については、
幾つかのものがあると思っております 。
例えば、過去には電気絶縁物処理協会という協会がございました 。これは、ＰＣＢを製
造していたり、ＰＣＢを使用した機器の会社さんで成り立っていた 協会でございまして 、
こちらの方に自主的に届け出がなされておりました。これに届け出をされたものがＰＣＢ
廃棄物の特別措置法に基づく届け出をしっかりなされているかというのを 適合させて把握
していく、届け出がなされていないものについては届け出をしていただくというようなこ
とがあるかと思います。
あとは、電機製品でＰＣＢが使用されているものについては、電気事業法に基づく届け
出がなされております。この届け出がなされているものについて、廃止した場合にしっか
り特措法に基づく届け出がされていることということを把握していくということが必要に
なってくるかと思います。
そういった届け出がしっかりなされているということを把握できるような手段を私ども
としても幾つか考えておりまして、そのような 方法で都道府県とも連携しまして 、これま
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でも届け出がしっかりなされるように 指導をお願いしてきているわけでございます。今後
とも、どのようなことができるかというのも考えていきながら、引き続き、行政の方でし
っかり把握していきたいと思っているところでございます。

【委員長】
ほかに何かありませんか。

【委員長】
それでは 、３人の委員に豊田を視察していただきまして、貴重なご意見をいただきまし
て、ありがとうございました。今後の室蘭の事業が円滑に進むために参考にしていただき
たいと思いますので、お願いいたします。
それでは 次に、北海道事業の進捗状況 について 、ＪＥＳＣＯからご説明をお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】
それでは 、資料２に基づきまして、前回８月の監視円卓会議後の部分について 、ご説明
したいと思います。
１番の北九州事業、平成２０年１０月、第２期施設試運転開始とございます。１０月に
は単体の機器調整 から始めまして、現在、第２期施設の総合調整試験、またはＰＣＢ廃棄
物を使わない段階の試験、試運転を行っているということです。この第２期施設は第１期
施設と特にコンデンサ処理、液処理の関係で相互乗り入れといいますか連携をするシステ
ムになっております。そのため 、ここには書いてございませんが、今の１期施設はこの１
２月から操業をとめてつなぎ込み工事、あるいは確認試験をしております 。この第１期施
設は、来年、その部分について 業の許可が再度得られましたら、来年３月、４月には前倒
しで稼動をお願いできないかということで、今、北九州市と調整しております。
いずれにしましても、試運転が年度いっぱい 、来年３月ぐらいまではかかりますので 、
その後、施設を検査して引き渡しを受けるということで、４月、５月ぐらいから稼動にな
ろうかと思います。
また、この中で、安定器等のその他物の処理をするための プラズマ溶融分解の炉も造っ
ておりますが、現在、ようやく 耐火物を乾燥焚きしまして、実際に溶融処理をできる状態
に持っていくということを年内をめどに行っております。年明けに、まず模擬物、ＰＣＢ
の入らないものを 溶かしてみる、続いて、２月以降になると 思いますが、ＰＣＢ 入りの廃
棄物を溶かしていくという手順で、全体の中では若干遅れぎみといいますか、後発のスケ
ジューリングになっております 。
続きまして、豊田事業 、この間もご説明いただきましたが 、おかげさまで順調に推移し
ております 。東京事業につきましても 、ようやく、かなりの 数量の処理を続けられる状況
になりました。大阪事業 についても、操業以来、順調に進んでおります。
北海道事業につきましては、続いて所長の方から説明したいと思います。
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【ＪＥＳＣＯ】
それでは 、引き続きまして、資料３−１でございます。
１ページ目は省略させていただきま す。
２ページ目、前回の監視円卓会議が８月２８日でございました。その後、９月７日と９
月２２日に小さなトラブルを起こしてしまいました。これにつきましては 、区分Ⅳという
ことで、環境への特段の影響がない事象ということで、定期報告でよいということになっ
ておりますので、この場で報告をさせていただくことになります。詳しくは、後で担当の
者から説明をさせます。
１０月１日から３１日にかけまして 、この１カ月かけまして定期点検を行いました。そ
れから、その定期点検期間中の２２日に、総合防災訓練、これは処理棟で火災が発生した
という想定で室蘭消防本部様と一緒に行いました。
１０月２４日でございますが 、フェリーを利用した道外廃棄物の初搬入ということで 、
海上輸送が初めてなされました 。残念ながら、１１月末で航路が廃止になったということ
で、この間、この便を合わせまして合計３便受け入れております。このフェリー の状況に
つきましても後でご説明いたします。
それから 、この情報センター が開所してからほぼ１年たつ１１月５日に３，０００人を
突破したということです 。
それから 、入門許可申請審査会をやっておりますけれども 、現在、ＪＥＳＣＯ に収集運
搬業の許可を得てＪＥＳＣＯの入門許可を得た収集運搬業者 は８社ございます。それから、
１１月１９日に広域協議会をやりまして、本日を迎えているということでございます。
続きまして、資料３−２の稼動状況 でございます 。
これも、１０月の定期点検の月は処理はゼロになっておりますが 、１１月から再開して
おります。
次に、裏に参りたいと 思いますが、払い出し物の状況、有価物と廃棄物に分けて計算し
ております 。
それから 、次のページのブロック別台数というものが、今週から１５県を５ブロック に
分けまして ３県ずつですけれども、その受入状況でございます。

【ＪＥＳＣＯ】
平成２０年度定期点検 の結果につきまして 、副所長の織田から説明させていただきます。
資料３−３に従って報告いたします。
この資料の１行目に、シャットダウン・スタートアップの工程を記載しております。施
設の部分的な停止は９月２７日から始めております。１０月１日から３１日までは設備を
停止し、定期点検 を行っております。その後、１１月１日から４日まで、ラインの確認等
の準備を行いまして、５日から徐々に設備を立ち上げて、７日から抜油等の処理を開始い
たしております。
この項目の欄ですけれども、資料の左側に記載しておりますように、定期点検 の期間中
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に法定点検 にかかわるもの６項目、それから、それ以外の定期点検 を約３０項目実施いた
しております。この資料の中の紺色の帯は、その点検業務が行われた期間を示しておりま
す。帯の上に小さな数字を書いてございますが 、これは点検業務にかかわった施工者側 の
入構者の人数を示しております 。
資料の下から２行目の数字は、日ごとの施工者側 の入構者の合計をあらわしております。
一番多い日は１０月２１日で１２４人でございます。一番下の行の１，６３２という数字
は、この期間の延べ人数の合計でございます 。
定期点検中に稼動することが必要なクレーンとか冷水設備等一部の設備につきまして
は、１０月中の点検期間 を避けて点検したものもございます 。
それから 、資料の右側の欄ですけれども、私どもＪＥＳＣＯと運転会社 ＭＥＰＳ、それ
から施工者側の担当者を項目ごとにあらかじめ 定めまして、３者が連携をとって 工事、工
程を管理いたしました。
それから 、法定点検の６項目ですけれども、ここに年次と月次を書いてございます。年
次の点検を定期点検中に集中させることにしておりましたけれども 、この工程表には、便
宜上、月次点検のスケジュール もあわせて掲載いたしております。
法定ではない定期点検 としましては 、主として故障するとＰＣＢ廃棄物の処理工程を停
止しなければならない重要な機器を開放点検しております。このような定期点検の結果で
すけれども 、消耗部品の交換を行っておりますが、今後の操業に影響を及ぼすような欠陥
は認められなかったということを報告いたします。
それから 、定期点検の期間中に、作業性の改善とか、不具合箇所の補修工事といった 工
事もあわせて実施いたしております。一例を挙げますと、作業性改善の工事といたしまし
ては、照明装置や監視用テレビカメラ の増設などを行っております 。また、不具合箇所の
補修工事としましては、サンプリングバルブの型式を変更するとか 、バルブのブランドシ
ールの緩みによる 溶剤漏れの再発を防止するための補強工事などを行っております。この
溶剤漏れの件につきましては、後ほど、トラブル事象として報告いたします。
作業性の改善工事のうちの２件につきましては、廃棄物処理法の軽微変更として監督官
庁である胆振支庁 に１１月２０日に届け出を済ませております。この２件とは、小型トラ
ンス解体機器の穴あけ用のドリルの長さを変更するということと、コンデンサ解体機器 の
方でコンデンサを取り込む装置のつめの長さを変更するといった２件でございます。こう
いうことで 軽微な変更として届けさせていただきます。
以上、簡単ですけれども、定期点検 の結果としてご報告させていただきました 。
【ＪＥＳＣＯ】
続きまして、資料３−４、カラーでフェリー の写真がついているものを、古西からご説
明させていただきます。
東日本フェリー の青森−室蘭航路を利用したＰＣＢ廃棄物輸送を行った際に、私も同行
しました。過去に、事業者が保管場所 の移動で海上輸送を実施したことはあると聞いてい
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るのですけれども 、国内のＰＣＢ廃棄物広域処理事業 における海上輸送は全国で初めてと
いうことになります。
１番のスケジュールですが、今年１０月２１日、当社ではルート回収と呼んでおります
けれども、長野県の５カ所の少量保管事業所から７台のコンデンサを１日に集めました 。
２日目は、新潟県３カ所から同じく７台を集めて、合計１４台を入れた漏れ防止型金属容
器をトラックで１０月２３日に青森まで運んで、１３時３０分青森港発、２０時室蘭港着
の船で運行されました。留置した後、翌日１０月２４日８時半に当事業所 に受け入れてお
ります。
２番ですが、輸送フェリーの船名が「びなす」、総ｔ数が７，０００ｔクラスの船でご
ざいます。
３番の備考です。船舶の輸送においては危険物船舶輸送及 び貯蔵規則、通常は危規則と
言われておりまして、これに書いてあるのは、船舶の甲板下における同一船倉または区画
においてＰＣＢ廃棄物と食料品との混載が禁止されていると 。つまり、食料品が入ってい
れば船倉区画ではＰＣＢを一緒に入れてはいけませんという 規則がございます。
３行目ですけれども、東日本フェリーでは、漏れ防止型金属容器 の使用、固縛装置の増
強という安全対策 、また、後ほどご説明いたします搬送中止基準の強化と、船舶・輸送車
両の両面において 追加安全措置 を講じるということで 特別措置という申請をされまして 、
平成２０年５月１日に国土交通省の東北運輸局 の青森運輸支局長からＰＣＢ廃棄物船舶輸
送の許可を得たことにのっとって運んだということになっております。下は、このフェリ
ーの写真でございます。
２ページ目の上の写真、東日本フェリーのＰＣＢ廃棄物船舶・輸送追加安全措置書によ
ることが特別許可 の条件の一つになっており、その同書の項目の一つに、厚さ１センチ以
上のゴムマットを漏れ防止型金属容器 の下に敷き込むことと されているので、実際に１セ
ンチ以上あるのかというのを測っているところでございます 。国土交通省さんの関係で３
名の方がいらっしゃって 、それぞれ分担されて作業を進められておりまし た。
２ページ目の下の写真、これはＰＣＢ運送安全チェックリスト（荷役前）に基づき確認
中ということです 。十数項目の項目がございまして、非常時にちゃんと対応できるものを
積んでいるか、そういうものの 確認をしているところでございます 。
３ページ目、上の写真は、１時半の出港なのですけれども 、早目に乗船するということ
で、１時間以上前に船に乗り込みました。
３ページ目の下、フェリー船倉内の表示を写しております 。右下にあるように 、合計８
００名乗れる船でございます。実際、私どもが１０月２３日に乗ったときには１００名も
乗っていなかったのかなと記憶しております 。
４ページ目の上、はトラック が停まっているところ 、下に、トラックとフェリーとのラ
ッシングということで、これは全部右側の写真でございます 。車どめのことをウエッジ と
いうのですが、実はこれも追加安全措置で、このラッシング というのは通常は４本でいい
のですけれども、安全措置で６本にしますということで、実際に６本されていましたし 、
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このウエッジについても、通常は２カ所でよろしいところを ４カ所しますということで 、
４カ所ちゃんと確認されています。ちょうど４ページの下にだいだい色の線を引いてある
のですけれども、これは３台分ここに必ず置きますという印がつけられておりまして、そ
の中にトラックを停めているということでございます。
５ページ目の上、別のところのトラックとフェリー のラッシング状況、その下も同様で
ございます 。
６ページ目の上、そことは違う写真でございます。１３時４０分、出港後１０分後です
けれども、定期巡回による安全確認です。実は、これも定期巡視回数の増加ということで
安全措置の一つになっております。通常は、６時間半ぐらいの運行で１回の巡視点検でい
いところを ２回するということもプラスになっております。
６ページ目の下、室蘭港に着いたところです 。下船後のトラック 、フェリー埠頭内のト
ラック留置場所に移動しているところです。
７ページ目、東日本フェリー の大きな看板の下が留置場所ということで 、収集運搬事業
者さんが届け出されましたので 、ここに１日置いて、その下の写真ですけれども 、２４日
８時３０分、扉前で停止している荷おろし手続中のトラック です。無事に受け入れしてお
ります。当然、漏れ防止金属容器 のふたを開けましたら、コンデンサ１４台がありまして、
漏れ、にじみ、ぶつかった形跡もなく無事に受け入れたという状況になっております。
８ページ目、平成２０年１０月２３日の気象データです。一番下の３行の参考ですが、
これも安全追加措置の一つとして、ＰＣＢ輸送に関して東日本フェリーが追加した対策で
す。フェリー運行中止の基準は、通常だと風速１８ｍということですが、下に書いていま
すように、ＰＣＢ を載せるときは１５ｍ以下でなければ出港しません。同じく、波高は、
通常は１．５ｍ制限ですが、それも１ｍ以上だと出港しない。こういう報告書が出されて
おります。上を見ていただくと 、それぞれいろいろ書いていますが 、すべて問題ないこと
を確認した上で出港しているということで、無事に１０月２３日の運行が終わりまして、
その後、１１月１２日、１８日と３回運行して、現在は航路がなくなっている状況でござ
います。
【ＪＥＳＣＯ】
安全対策室長の中尾です。
私からは、資料４−１のトラブル事象と４−２の総合防災訓練についてご説明させてい
ただきます 。
まず、トラブル 事象ですけれども、前回の監視円卓会議以降、先月末までには 、ここに
あります区分Ⅳの事象が２件発生しております。
なお、区分Ⅲ以上のトラブル はございませんでした。
次のページですけれども、発生状況 としまして、発生した場所を示してございます。
まず、９月７日に発生した溶剤漏れにつきましては 、真空超音波洗浄エリアのところで
発生しております 。また、９月２２日につきましては 、大型車載トランス 解体エリアの大
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型切断機のところで発生しているということでございます。
次に、９月７日のトラブル事象です。
まず、件名としては、真空超音波洗浄槽配管 バルブからの溶剤漏れで、これは９月７日
の１４時１０分ごろ、日曜日に発生いたしました。場所は、管理区域レベル３の第５洗浄
槽Ａ、これは第１から第５プラス判定の槽が六つあるわけですけれども、そのうちの５番
目の槽、Ａ系統の配管バルブでございました 。
概要としては、ここのエリアの１階に溶剤が５〜６リットル程度漏れているのを発見し
たということで、そこの漏れた箇所が配管ラインであったということでございます。
次のページに、漏れた箇所のライン図と写真をつけてございます 。ラインとしては、右
側に真空超音波洗浄エリアのラインがかかれてありまして、ちょうどＡラインの５番目で
あるということです。そこの配管が左側に書いてありますけれども 、そこのバルブとバル
ブの開閉機構のちょうど境目のところ 、そこを通常はグランド部と呼んでいますが、そこ
のシールが緩んでしまったために漏れたものでございます。
漏れたところの バルブの写真については、下の方に拡大して赤丸で示してございます 。
前ページに戻ります。
１４時１０分ごろに作業員が発見しまして、１４時５８分には漏えいした油の復旧作業
を開始し、その後、パルブ周りの保温材を外す等をして、バルブの開閉動作で確認したと
ころ、バルブグランドからの漏えいであることを確認しました。そして、バルブのシール
を増し締めすることによって漏えいを停止しております。そして、１７時４４分には回収
作業が終了しました。
なお、このとき 漏れていた溶剤ですけれども 、その以前に分析を実施しておりまして 、
分析結果は検出下限値未満ということで、卒業判定基準値より十分低い値であったという
ことでございます 。
事象による影響としては、運転面では特にございませんでした。
原因としては、当該バルブの開閉作動の繰り返しによってシール部が緩んだために漏え
いしたものと考えております。
応急措置 としては、ボルトを締めつけて漏れをとめたということです。
再発防止対策といたしましては、同型バルブについて、グランド部の締めつけ状態を確
認しております。また、巡視点検においても、その後、がたつき確認をしております。
水平展開 としては、先ほど定期点検 の方でも報告したとおり、緩み防止の補強工事を実
施しております。
本件につきましては、危険物漏えいの観点から消防本部さんにも 当日に連絡し、定期報
告をさせていただいております 。
次に、二つ目の事象ですけれども、９月２２日月曜日の１０時２５分ごろに、大型トラ
ンス解体エリアで、上ぶた切断作業において 右手薬指の挫創が発生しております 。
この概要ですけれども 、ちょうど大型トランスのふたを切っていたのですが、上ぶたの
切断片が約４５キロあったのですけれども、これがのこ刃のガイドローラーというところ
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に押しつけられていたのですが 、それを無理やり切断片を手で引き抜こうとして底盤と切
断片の間に指を挟んで罹災してしまったというものです。
次のページがそこの図面です。人は写っていないのですが 、挟んでしまったところの ポ
ンチ絵がかいてありまして、ふたの切断片のところに、赤いピンクのところに右手を下か
ら入れて薬指を挟んでしまったということでございます。
前ページに戻り応急措置のところですけれども、２５分ごろに、罹災した後、救護室で
応急措置をしております 。その後、病院に搬送し、医師の診断結果 としては右手の薬指の
挫創ということで 、骨折と神経異常等はございませんでした 。あとは、通院不要 というこ
とで、そのまま職場に復帰しております。
事象による影響ですけれども 、レベルⅢのエリアで保護具をつけてやっておりまして 、
４重の手袋をしていたということと、化学防護衣等に破損はなく、ＰＣＢ 汚染はございま
せんでした 。また、運転への特段の支障もございませんでした。
原因ですけれども、ここに作業面と管理面に分けてそれぞれ九つありますが、作業面の
③外力の加わった重量物の切断材料を手で引き抜こうとしてしまったということと、この
ときに材料の下に何も入れずに切断材料の下に手を入れてしまったということが 作業面で
の原因であったかと思います。
管理面としては 、②のところですけれども、禁則事項の内容に不備があったということ
で、そういうような重量物の下に手を入れてはいけませんということが十分伝わっていな
かったのかなと考えております 。
再発防止策としては、重量物の制限を２０㎏以下としまして、今回は４５キロだったの
ですけれども、それを軽くしました。また、材料の下に手を入れないという禁則事項、現
場のルールを新たに定めております。また、手順書と禁則事項の見直しと教育を作業員に
対して実施しております 。
水平展開 としては、これは１０月の点検時にやったのですけれども、大型切断機のセッ
ティング作業時の確認項目をリスト化して教育を実施しております 。また、禁則事項の作
業手順書の反映ということもしております。
連絡・公表の状況としましては、当日、１３時に労働基準監督署 に連絡しております 。
また、この発生時は不休災害と微小災害の区分がはっきりしなかったということがありま
したので、区分Ⅲで一旦報告しましたが、その後、通院の必要がないことから微小災害 に
相当するとして区分Ⅳとして確定しております 。また、これについても定期報告 を実施し
ております 。
次に、資料４−２、平成２０年度の総合防災訓練の実施結果についてご報告させていた
だきます。
実施日時 は１０月２２日水曜日の１０時から１１時２０分、天候は晴れでございました。
場所は、北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設ということで 、大型／車載トランスの解体エリア
で火災が発生したということを 想定してやっております。
参加人数 としては、室蘭消防本部の公設消防隊の隊員２７名、車両８台等とＪＥＳＣＯ
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２６名、ＭＥＰＳ８５名が参加して実施いたしました。
訓練の目的としては、今回、操業開始以降初 めての総合防災訓練 ということで 、ＪＥＳ
ＣＯ、運転会社ＭＥＰＳ、室蘭市消防本部の連携のもと、総合的な防災活動が確実に実施
できることの確認を目的に行っております。
５番の訓練結果 の概要ですけれども 、想定としては 、先ほども言ったとおり、大型／車
載トランス 解体エリアからの火災を想定しておりまして、そのときにそれぞれ解体エリア
の作業員の１名は転倒して負傷、これは防災隊が救助しております 。あと、もう一名が転
倒して負傷しておりますが、この方はＰＣＢの汚染ありということで想定し、公設消防隊
が救助して除染するという設定で行っております。
それら訓練結果 、その他の通報等避難訓練等 をやっております。それらは後ほど写真で
お見せします。
あと、これらの 訓練の結果、滞りなくできたということが 確認できました。
次の２ページですけれども、それぞれ時間を書いております。途中、若干のおくれはあ
りますけれども、予定時間内に完了しております。
反省事項 としてこれだけあがっておりますが 、主な反省事項としては、（１）ＪＥＳＣ
Ｏの③で、対策本部から現場の動きがわかるよう各隊にトランシーバーを持たせ情報共有
を図るということで、これについては 、今般、トランシーバーはＪＥＳＣＯ分として７台
購入いたしまして 、今後のトラブル事象に反映させていくこととしております。
また、ＭＥＰＳの②に書いてありますけれども、２年続けて同じ設定でやっておりまし
たので、来年は違う設定でやった方がいいと 考えております 。
また、（３）胆振支庁 さんからの要望事項等 がありましたが、当日、オンラインモニタ
リングの値に異常がないということは、訓練の中で口頭では説明していたのですけれども、
実際に対外通報する段になってそれが 抜けてしまったというところがございました。行政
の立場としては、施設の稼働状況、モニタリング状況というところをしっかり教えてほし
いということでございました。
次のページからは状況の写真ですけれども、通報状況、本部の設置状況 、次のページに
行きまして 、自営防災隊による負傷者の搬出、その下が非難状況、公設消防への救急車の
搬送、消防本部の各隊員への指示の状況、最後のページになりますが、除染テントにおけ
る除染の状況と、最後は講話でございます。
【委員長】
一通り、ほかの事業所とここの事業所での点検、トラブル 、訓練、輸送等々のご説明が
ありましたが、何かご質問やご意見がありましたらお出しください。

【委員】
資料３−４の青森−室蘭のフェリー 輸送の問題ですけれども、この写真を見たりします
と、相当配慮した設備をしておりますが、１１月３０日でこの定期航路が廃止になったの
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です。その場合に、ようやく軌道に乗りつつあったのかなという段階で廃止になった時点
で、今後、海上輸送をする場合はほかの船舶を利用するのか 。いろいろな船舶があります
けれども、新たに船舶会社と契約していくのか 。もし、どちらもだめだとするならば陸上
輸送ということになりますけれども、その辺の見通しはどうですか 。
【委員長】
これはだれが関係者になるのですか 。
【ＪＥＳＣＯ】
情報をいろいろ持っています営業としまして 、古西から答えさせていただきたいと思い
ます。
今現在、ほかの会社がＰＣＢの運送を営業的にやろうという気持ちになっていただける
かどうかというのは、私どもではちょっとわからないところがございます 。ただ、１回、
このように 国土交通省の特別な措置が出ており、そんなに特別な設備を設けたわけではな
いと思いますので、手をあげて いただくところも出てくるのかなと 思います。
今現在、私どもの情報ではまだどこからも聞こえてはこないのですけれども、来年あた
り、ほかの会社から手を挙げていただけるところが出てくればありがたいなと思っており
ます。今は、そのぐらいの情報しか入ってきていないです。

【委員】
説明の中ではこれからということで すが、現段階でこれだけ処理をしているわけです 。
フェリーでもって １４個といった数字を示されておりながら 、これからということになり
ますと、だんだんだんだん量が増えてきた場合にどうしていくのか 。
私どもが最初に言った内容は、市民の安全をどのようにして守っていくのかということ
が基本なのです。その基本を忘れて、これからだ、あれからだというようなこれからの 考
えを持っていることに対しては不安を持つのです。
ですから 、きちんとした対応をしていただかないと 、皆さん方の中で安全とか何だと言
っていますけれども、もう既に不安なのです。安全ではないのです 。その辺をきちんと考
えの中で、国がどうしていくのか、会社側がどうしていくのかということをきちんと話し
合って、この問題を早急に解決していただきたいと 思います。

【委員長】
ありがとうございます 。どうぞ。

【委員】
青森から室蘭に向けてのフェリー輸送の件ですが、青森１３時３０分発、室蘭２０時着
で、どうして１泊しなければならないのかなと 、私は不思議でならないのです。次の朝に
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処理施設に入ってくるということですね。物騒な世の中ですので、そこにとめた 方が安全
だからなのか、ここには 入れないから朝まで待つためなのか 、教えてください。
【委員長】
どうぞ。
【ＪＥＳＣＯ】
油井からご説明します。
前回もご説明したかと 思うのですけれども、今の受け入れ態勢は、ＪＥＳＣＯ 北海道事
業所としては１日５回を想定をしており、８時半、１０時、１時、２時半、４時です。
そして、日勤で基本的に受け入れ作業を、まず当面は安全性確保のために 昼間にやらせ
ていただこうと考えたわけです 。今、稼働率が３割、４割という段階ですから、５便フル
に入ってくるわけではないですけれども、それにしても２便か３便ぐらいは毎日来ており
ます。
そこで、フェリーの件は、確かにおっしゃるとおりですけれども 、今ご説明したように、
暗い中、残業をかけて積みおろし作業をする中で、万が一、トラブルを起こして受け入れ
搬入室をＰＣＢで汚染してしまうようなことがありますと、さらに他事業所さんに迷惑を
かけることになります。今の段階は、少なくとも日勤で終えるような、受入体制でござい
ますので、ここの部分はそれで 我慢していただいて、実績を積めばそこの部分の時間の延
長というのは安全にできるという確証が得られたら、そういうことは検討していきたいと
思いますが 、今のところはちょっと勘弁願いたいというところです 。

【委員】
それで通せるのかなというふうに、私たちは素人考えですけれども不安になります。
もっと早目に船から持ってくる 、そして明るいうちにここに 入るような状況をつくれな
いのかなと 思うのですが、それは無理なのでしょうか。
【ＪＥＳＣＯ】
フェリー の時刻表ですので、私どもではいかんともしがたいところがあります 。
それも無くなってしまったら 、今後どうするかという話ですけれども、今のところ他の
船会社で手を挙げていただいて いるところがございませんので、当面はＪＲコンテナの貨
物に頼らざるを得ないという状況です。
【委員長】
○○委員、どうぞ。

‑ 23 ‑

【委員】
資料４−１、トラブル 事象等の２−２の再発防止対策についてですが、こういう事故と
いうのは、想定外のところで起きているのです 。例えば、東海村ＪＣＯ臨界事故の際、バ
ケツで作業するということがありました。普通では考えられないことです が、現場はそう
いうものも 一つの効率としてとらえる 場合もあると思うのです。私どもの会社もそうなの
ですけれども、いくら安全教育しても、例えば、あと少しここまでやると 終わるのだとい
う時など、どうしても無理をしてしまうということがあります。
ですから 、そういうことは我々が想定していないところで 起きますので、ルールをしっ
かり徹底させていただきたい。効率を優先するということはないと 思うのですけれども 、
きちんとした教育をしてほしい 、そして倫理教育を徹底してほしいと思います。
【委員長】
貴重なご意見をありがとうございました。
○○委員、どうぞ。
【委員】
稼動状況 のことでちょっとお 聞きしたいのですが、廃棄物の払い出しは、８月について
は廃アルカリとか廃ＴＣＢがゼロになっているのですけれども、これは受け入れ側の都合
で払い出しができなかったのかどうかということをお尋ねします。
それから 、豊田の視察のところでちょっと言われていたのですけれども 、豊田では廃棄
物の処理のところを２カ所用意しているという 話です。それは、あと１カ所はだめになる
のかどうかは別として、バックアップ 的なもので２カ所用意しているということです。そ
ういう点で、苫小牧のところで廃アルカリとか廃ＴＣＢ処理をしているのだと思いますけ
れども、その処理能力はどの程度あるのか、ちょっと教えてほしいと思います。
それから 、９月と１１月を見ていくと、９月というのは意外と払い出し状況が多いです
ね。そして、１１月は、処理量が結構あるにもかかわらず払い出しが少ないというのは 、
単にこっちで保管している状況だけなのか向こうの都合なのか、教えてください 。
【ＪＥＳＣＯ】
まず、一般的な話から答えさせていただきます。
北海道事業所では、現契約では、入札自体は複数の受入先から入札をしていただいた 結
果、廃アルカリについても、処理済み油についても、１社だけと契約をさせていただいて
います。それは、入札の結果ということですけれども 、基本的には、たまたま１０月に定
期点検をするというのが 、今、具体的に言われました苫小牧ケミカルさん、相手方もそう
でございまして、特別な支障が生じていないというのが今の実態でございます。
月別に見ていくと、なぜ８月に廃アルカリと廃ＴＣＢがないのか 、それから、９月が多
くてというあたりは、ちょっと 即答できませんので、調べる時間を与えていただきたいと
思います。次回でもよろしいでしょうか。
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【委員長】
次回でもいいですね。ほかにございますか 。どうぞ。
【委員】
先ほどの資料４−１のトラブルのところで、○○委員がご質問されましたが、私は２−
１の方のバルブの漏れの件について伺います。
一般論で、私たちは専門的なバルブの位置などをお 聞きして、多分、トラブル のことで
一番知りたいのは、これはＰＣＢの漏れの可能性があったのかどうかというところだと 思
います。よく読まないとわからないのです。最終的には分析されているのですけれども 、
途中の再生ラインでＰＣＢを含まないラインであったと書いてあるので、これは、恐らく、
ＰＣＢの混入の可能性がないところだったと思います。今までのトラブル がいろいろ出て
いても、どのレベルかというのは、特に２番目の方は人身に近い事故だったと思うのです
けれども、もし、ＰＣＢ が混入するラインでトラブル が未然に終わったというのと、結果
として絶対にＰＣＢが漏れる可能性のないところのトラブル と、そういうところ の概略と
いいますか 、例えば概要のところに、ＰＣＢが漏れる可能性があるラインのトラブルとい
うのは、多分、一般的にここに 見学に来られてそういうトラブルを見られたときに、この
文章を全部見た限りではどの程度のトラブル なのかわからないのです。
一応、トラブル の事象にはⅠからⅣまで区分があるのですけれども、それは、あくまで
も結果として影響があったかということで、それがシリアス の状況にいくと漏れる可能性
があった、そういうところまではわからないのです 。
ですから 、できれば、トラブルの事象のお話をしていただく段階で、要するにＰＣＢの
漏れの可能性があったところとは別に、多分、２番目は、一般的な機械的な工場でも起き
るようなトラブル だと思うのです。科学的な反応とか、有害物質の処理にかかわるところ
特有のトラブルの話と、それ以外のトラブルをちょっと分けていただいた 方がいいと思い
ます。
多分、これから 事例がたくさん出てきてだんだん積み上がると思うのですけれども、例
えば年間のまとめを市民が見たときに 、２次元でトラブルとかその 範囲を示して、この辺
のトラブル が何件ありましたと 。多分、１００件あったというと、皆さんは、こういうも
のは積み上がった結果として１００件あったという話を聞くのと、それはこういうレベル
であったものが、安全度という説明のときの文書を公的にこちらで公開されると 思うので
すけれども 、その辺でちょっと工夫をいただければと思います。
これは、意見というか 、希望です。
【ＪＥＳＣＯ】
わかりました。確かに、ぱっと見てＰＣＢが入っているのか、入っていないのか、入っ
ているとすればどの程度の濃度なのかというところがわかるように 、この文書の体裁を次
回から考えたいと 思います。
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ちなみに 、行政に報告する報告書のスタイル は、今、先生がご指摘のような一目でわか
るような、まず環境に影響があるのか、ないのか、ＰＣＢ濃度はどうなのかというところ
がわかりやすいスタイル になっておりますので、それに準じた形にしたいと思います。
仮に、今回の事象が、ＰＣＢ が含まれているものであったとすれば、私どもは区分Ⅲに
相当する可能性がある事象であったと思っております 。すなわち、環境への特段の影響は
ないのだけれども 、第三者に不安感を与える事象としてワンランクアップ しますので、こ
れは随時連絡ということで、関係行政機関にその日のうちに 連絡しなければいけない事象
になります 。
ということで、ＰＣＢ があるなしで 扱いも違ってまいりますので 、そこをわかりやすく
したいと思います。
【委員長】
ありがとうございました。
それでは 、次に資料６のモニタリング関係、資料７の処理の実施計画の説明をお願いし
ます。

【事務局】
道庁循環型社会推進課 の北村です。
資料６、現時点で結果の出ている数値ですが、各数値とも比較となる環境基準値や排出
管理目標値 と比べて、十分低い値を観測しています。モニタリング は平成１８年度から行
っていますが、これまでと比較し今年が何か特別であるという数値は出ていません。
資料７、実施計画ですが、北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画においても毎年度定めるとして
おりまして 、１１月に開催した広域協議会において１５県の方々に案を提示し協議調整 中
です。
記載内容としては、まず処理対象となっているＰＣＢ廃棄物、現在、北海道事業所の方
で受入をしている廃棄物です。先ほど言った処理困難 というものについても、表の下の方
に当該処理 を行わないものはあるということ を注釈で記載しております。
２番の処理計画 としまして、搬入期間は北海道と１５県に分かれておりまして 、３ペー
ジ目になりますけれども 、搬入計画ということで、各年度で、北海道以外の各県のブロッ
クの搬入期間を設定しております。これは、各ブロックで保有しているＰＣＢ廃棄物の台
数などに応じて期間を設けております 。
今のところ予定している平成２１年度分の処理量ということで、（２）に処理量、トラ
ンス・コンデンサ類、ＰＣＢ油類ということで記載してございます 。
この数字に基づき、あとは各ブロックの搬入計画となるので、ブロック あるいは各県に
配分した中で、各県で搬入していくＰＣＢ廃棄物を定めております 。
ちなみに 、これにつきましては、毎年度、広域協議会の協議、調整を得て作成すること
としています。以上です。
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【委員長】
ちなみに 、平成２１年度は現在の稼働状況 に比べてどれぐらい 稼働率が上がるというか、
能力に対してどれぐらいになるかということをご説明ください。

【事務局】
広域協議会の場でもＪＥＳＣＯから説明があったとおり、この台数というのは処理能力
から比べると全体で７割の台数となっております。
【委員長】
ありがとうございました。何かありませんか。
【委員】
そうすると、これは平成２０年度の段階でも、来年３月までで胆振管内 のものはすべて
処理が終わっている計画と拝見してよろしいでしょうか。
【事務局】
北海道につきましては 、平成２０年度に胆振、渡島、函館市、檜山、日高を設定してお
ります。ただ、諸般の事情により未処理の方々がいますので 、残ったものはあります。な
お、その分は、随時搬入可能ということで考えております。
【委員】
もう一点、これはＪＥＳＣＯに聞いた方がいいと思うのですけれども、今の処理量とい
うのは、ピーク時でも、１．８ｔ/日のところ６ｔ/月とかなり少ないように見えるのです。
本当の平均の１．８ｔ/日処理量でいくと、実際にどのくらいの 割合なのですか。単純に２
０日で計算すると、月３６ｔぐらいなので、今のところ大体６分の１ぐらいかなと思って
見ていたのです。
【ＪＥＳＣＯ】
ＰＣＢの量でいきますと、そういう 計算になろうかと思います。ただ、台数で見ると、
１１月では大体３５％ぐらいの 稼働状況で、１２月は４０％台に達しています。
トランス ・コンデンサに入っている 油の量が、想定した量より実際は少なかったという
ことになろうかと 思います。６分の１ということは２０％を切っているわけですから、委
員がおっしゃるとおりで 、その差かなというふうに 思っております 。
【委員長】
むしろ、解体したり、抜油したり、そこの負荷によって何台処理 できるかというところ
が実態にきいてくるわけですね 。ＰＣＢそのものを処理するというよりも 、前のところの
方が制約になっているという理解ですね。
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【ＪＥＳＣＯ】
そのとおりです 。
【委員長】
ありがとうございました。○○委員、どうぞ。
【委員】
実施計画案の１の対象処理物についてです。漏れ、にじみがあるなどの ＰＣＢ廃棄物に
ついては、当面、処理を行わないということです。これは、予測としてはどの程度出るの
でしょうか 。
【ＪＥＳＣＯ】
営業の古西の方からお答えいたします。
私どもＪＥＳＣＯは、登録制度ということで 皆様から情報を集めておりますが、その中
の早期登録等の結果でみると、自己申告として数％ぐらいが 漏れ、にじみと書かれていま
す。私どもは全部を調査したわけではないのですが、そのぐらいが 概算の数字かと思って
おります。
【委員】
我々素人からすれば、むしろ、そういうものから先に処理してほしいのです。漏れのあ
るものなどの保管などはどうなっているかということが心配になります。
それから 、今後、それをどうするかということがここに出てこなければ、何か漠然とし
てしまうのではないかと 思うのですが、その辺はいかがでしょうか 。
【委員長】
どうぞ。
【ＪＥＳＣＯ】
社会的には確かにおっしゃるとおりで、漏れ、にじみのあるもの やそういうおそれのあ
るものから 処理すべきと 、私も個人的には思います。ただ、処理施設のいわゆる技術的な
問題があります。漏れ、にじみがあるということは、要するに保管されている電気機器に
欠陥があって起こるわけです。
私どもの処理施設の設計思想 は、まず解体、切る前に中のＰＣＢ油を抜油して、そして
中を何回も循環洗浄するのです。それは、洗浄液を満たして循環させて、また抜いて、中
のＰＣＢ濃度をだんだん下げてやるのです。それですべてきれいにはなりませんけれども、
一定まで下げてやって初めて切れるのです。そうしないと、作業員の健康管理ができない
のです。装備をするといっても、非常に濃度の高いＰＣＢ雰囲気のところには入れません

‑ 28 ‑

から、まずはそういうふうにしています。
結局、外ににじみがあるということは、中を洗浄しようと 思ったときに、その洗浄液が
噴き出してしまう可能性があるのです 。どこかにクラックがあるとか、バルブの一部が損
傷しているということで 処理が非常に困難になってきますので、今の施設ではそれがなか
なか大変難しいところがあります。まして、初期の習熟段階 にございますので、通常品と
いうか、健全品を十分にやった 上で、例えば補修をしながら中を洗浄するという 形に将来
的にはしていきたいと思います。先ほども、では一体いつなのだということがございまし
たけれども 、具体的に２年先に必ずやりますということを言える段階にまだないというこ
とはご理解いただきたいと思います。

【委員長】
ありがとうございました。

【委員】
こういった処理の実態の中で、搬入計画の図でわかると思いますけれども、全体的に、
今どれだけの量があってどれだけ処理しました 、今年は何％あった、来年は何％だという
ことが、時系列でわかる資料があれば非常にありがたいと思います。それは、ビジュアル
的にホームページ か何かで発信されればよい のではないかと 思います。
あと１点は、２期工事ですけれども 、２ページの処理対象外ＰＣＢ、これは２期工事の
処理に該当するのですか 。
処理対象外ＰＣＢ廃棄物が２期工事に関連するのですね。
そうであれば、ちょっとお聞きしたいのですけれども、今、室蘭市とＪＥＳＣＯの方で
指名業者が落札したけれども、その先にいかないと。その部分では環境省に市長が直接行
くとか、行かないとか、我々は新聞紙上でしかわからないのですけれども 、その辺の動向
ですね。先ほど、北九州の事例で、１期工事と２期工事が連動してという形でなされてい
るのであれば、当然、ここの部分も連動するのではないかと 単純な頭で考えています。そ
うであれば 、今後、企業の２期工事のあり方というか、その辺のところをどういうふうに
とらえようとしているのか、その辺のところを教えてください。
【委員長】
それでは 、○○委員、どうぞ。
【委員】
今のことと関連しまして、新聞報道 で見たのですけれども 、ＪＥＳＣＯ から議会の方に
申し入れをしたということが新聞に載っていたのです 。その経緯と、どういうふうになっ
たのか、それから 、室蘭市との関係がどうなのかというあたりがわかっていたら 説明して
ほしいのです。
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【ＪＥＳＣＯ】
本社事業部長の齊藤から答えさせていただきます 。
委員の方から最初にご要望がありました全体から見た種類の進捗という部分につきまし
ては、もう既にかなり処理が進んで、北九州では全体量に対してどのぐらい残っているの
かというのも順次出すようになってき ていますので、北海道事業の進捗に合わせて検討さ
せていただきたいと思います。
増設事業 につきましては、ここ数回、私の方から同じような状況説明をさせていただい
ております 。落札した業者が、その後、受け入れ条件、平成１４年度の基本的考 え方と平
成１６年度の受入条件に照らして、どうも合致しないのではないかという 室蘭市さんのご
意見がございました。我々としては、安全性の確認等につきまして 、いろいろな工夫をす
れば何とか受け入れ条件の趣旨に沿った形で事業を進 められるのではないかということ
で、かなり長い時間をかけまして市の方と協議をいたしてまいりました。
新聞記事 でもご承知かと思いますけれども、室蘭市側としては、特に市民への安全性等
に関する説明上、地元の技術との一体性、連携のあたりがきっちりと目に見えるような形
でないと、とてもご理解得られないというお考えがありまして、今のところ、我々の工夫
の手段ではなかなか進められないという状況にございます。
皆様方に非常にご心配をおかけして 申しわけございませんが、現在、新聞報道 どおり、
新宮市長が環境省にまず相談するということで、本日、東京でされていると思うのですが、
それをきっかけに 、また今後の展開が出てくるのではないかと思っております。
先般、議会筋の方々、具体的に申し上げますと、市議会議長さんとか会派の会長さんに
ご説明をさせていただいたのですが、議会に何かやってくれということではなくて、前々
から議会関係者の皆さんも、市の行政当局だけから話を聞いていたのだけれども 、ＪＥＳ
ＣＯはどうなのだというのを直接聞いてみたいという 声も若干聞こえてまいりましたの
で、我々の方から状況説明をさせていただき、かつ、各会派の方々から、むしろいろいろ
なサジェスチョン といいますか 、アドバイスもいただけたらなということで、一通り実施
させていただいたものでございます。
あとは、北九で１期事業との連携というお話もありましたけれども 、北九施設の場合は、
プラズマ溶融分解 、その他物処理施設 だけではなくて 、今、トランス・コンデンサの施設
は０．５ｔ/日という小さい施設でございます 。これを１．５ｔ/日に上げるということで、
どうしても 役務のやりとりをするということで 、トランス・コンデンサ部分で技術的にも
一つのシステムにしてしまおうという 事業でございます。北海道事業の場合は、その部分
がなくて、その他物だけを処理する施設ということで 、ある程度独立性があるだろうと 考
えております。
しかしながら、１期、２期とできますと、例えば１期施設で苦労して処理しなければい
けないものが出てきて、それをプラズマにかければより安全に早く処理できるのではない
かという物のやりとりというのはあり 得るかなと考えているところでございます 。
以上でございます。
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【委員長】
ほかにございませんか 。
（「なし」と発言する者あり）
【委員長】
それでは 、予定されている議題がすべて終了いたしました 。
そのほか 何か、道あるいはＪＥＳＣＯの方からございましたら出してください。
（「なし」と発言する者あり）
【委員長】
それでは 、特にないようでございますので、本日の円卓会議はこれで終了したいと思い
ます。では、事務局にお返しします。
３．閉

会

【事務局】
眞柄委員長、ありがとうございました。
限られた時間の中でございますけれども、大変貴重 なご意見等をいただきまして、あり
がとうございました。
次回の監視円卓会議は、年明けおおむね２月の開催を予定してございます。委員の欠席
云々という話もございましたけれども 、早目に日程等も含めまして 皆様のご出席をいただ
けるよう調査を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日は、ありがとうございました。
以
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上

