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平成１９年 ５月 ２日 
絶縁油リサイクルセンター 
安全性確認委員会事務局 

 

第８回絶縁油リサイクルセンター安全性確認委員会議事録 

  

１．日 時  平成１９年４月２６日（木）１９：００～２０：１０ 

２．場 所  絶縁油リサイクルセンター 管理棟会議室 

（広島市南区宇品東四丁目２番１号） 

３．出席者  委員１０名，顧問１名，オブザーバー２名 

   （欠席委員２名：宇品東三・四丁目町内会長，大河漁業協同組合長） 

４．議事 

 （１）「安全性確認委員会設置要綱」の一部変更 

 （２）現在までの運転実績 

 （３）運用開始後の主なトラブルおよび処置状況 

 （４）定期検査 

 （５）施設の稼動状況他の当社ホームページへの公開 

 （６）今後の受入・処理計画 

 （７）環境モニタリング 

 （８）その他 

５．内容 

（会 長） 本日は，その他を含めて８議題がある。第１番目の安全性確認委員会設

置要綱の一部改正について事務局から説明をお願いする。 

 

【安全性確認委員会設置要綱の一部改正】 

（事務局） 中山委員は，楠那学区社会福祉協議会会長と丹那町町内会長を兼務され

ていたが，このたび丹那町町内会総会において町内会長を退かれ，町内会

長には新たに菅さんが就任されたため，本日は，本委員会委員として出席

されている。丹那地区は，中山委員と菅委員の２名体制となるので設置要

綱附表に記載している丹那町町内会副会長のオブザーバーを削除する。ま

た，前回委員会で計っておくべき事項ではあるが，本委員会の事務局は，

運用開始までは電源事業本部に，運用開始後は絶縁油リサイクルセンター

へ置くことととしており，昨年センターが運用開始したことから，設置要

綱第６条１項条文のただし書き以降の文章『施設の設置までは電源事業本
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部に置く』を削除する。 

（会 長） 今の説明でなにか意見等があるか。 

（委 員） 異議無し。 

（会 長） 異議無しであり設置要綱の変更は承認された。 

 

【｢現在までの運転実績｣｢運用開始後の主なトラブルおよび設置状況｣｢定期検査｣】 

（会 長） 続いて議事２「現在までの運転実績」，議事３「運用開始後の主なトラ

ブルおよび設置状況」，議事４「定期検査」については，関連したもので

あり，一括説明をお願いする。 

（事務局） 議事２の「現在までの運転実績」について説明する。平成１８年度は，

本年３月までの実績である。絶縁油の受入状況は，ＰＣＢ使用絶縁油を昨

年１０月時点で１.２kl 受入れている。ＰＣＢ微量混入絶縁油は，昨年５

月の試運転段階において１２４kl 受入れて，その後，１１月から本格運転

を開始して，合計で１，３５６kl を受入れている。処理実績は，ＰＣＢ使

用絶縁油を試運転時に０.６kl 処理したが，ＰＣＢ使用絶縁油の処理は当

面行わないとしていることから運用開始後の１２月に，残りのＰＣＢ使用

絶縁油０.６kl を処理し，その後，ＰＣＢ微量混入絶縁油を処理するため

配管類の洗浄を実施した。現在は受入れた１.２kl 全部を処理したことに

なる。 

   ＰＣＢ微量混入絶縁油については，昨年１１月までに３３kl，その後，

運用開始し本年３月末時点で１,０７３kl を処理している。 

次に運用開始後の主なトラブル等についてであるが，計器の指示不良６

件で，内容はポンプ関係の圧力計器でポンプを止めた時，指示がゼロにな

らなかったり，マイナスになるなどの指示のずれで，対策としては，ゼロ

点調整した。またセンサーへの油付着による不良は，対策としてオイルポ

ットを設けた。 

補給油・潤滑油のフランジ部からの滲みが３件で，取付けボルトの増締

めで止まっている。 

警報不調が２件で，１件は，常時モニタリング計において検出点が１か

ら７あるのを定期的に点検で切り替えているが，その時にたまたま切り替

えた事によってノイズが発生し，瞬間的に値が高くなった。その後，原因

を調査しノイズが信号に入らないように制御ソフトへタイマーを加えた。 

もう１件は，分解確認槽へ絶縁油を移送した際に誤差を拾い警報が発生

したためソフトを直した。 

      次に定期検査の実施状況については，法定点検として，蒸気発生器，反

応槽，抽出中和槽，これは第一種圧力容器になるが，法定点検なので性能

検査を３月１２日から３月２０日にかけてボイラー協会で検査してもらっ
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た。検査結果は，｢異常なし｣となっている。 

消火設備の点検として，２月２日から３日にかけて実施したが，テスト

をする時に配管が邪魔になりボックスの位置が悪いと指摘された。 

もう一つは，ベルが鳴らなかったものがあったが，取付け位置の変更と

部品交換などの修理を行っている。 

法定点検に合わせて自主点検を行っている。炭酸ガス設備，受水タン

ク，脱硫設備の点検を行い，｢異常なし｣となっている。計装装置の点検と

して制御装置の点検・清掃を行っている。操作室にある制御装置でバッテ

リーの交換や清掃を実施し，｢異常なし｣となっている。 

      定期点検と直接関係はないが休転時を利用して，攪拌機にある減速機の

潤滑油の交換と真空ポンプのシールを交換している。メカニカルシールの

シーラントも消耗品として交換している。スクリーンには反応槽と蒸気発

生器の法定検査状況を写している。マンホールを外しボルト・ナットなど

特に圧力計の検査を受けている状況だ。 

（会 長） 運転後の主なトラブルおよび定期点検についての説明であったが，なに

か意見・質問等はないか。 

（委 員） 広島市は立入検査したのか。 

（会 長） 後ほど「その他」の項目で市から報告がある。 

（会 長） ４月に入って搬入しているのか。 

（事務局） 今月は現在約５００kl 受入れている。処理は５００kl から５５０kl 程

度行っている。 

（会 長） １,３６６kl 受入れて１,０７３kl 処理しているが，このまま続けるの

か。 

（事務局） このまま処理を進めていくが，後ほど今後の処理計画を説明する。 

（委 員） 後ほど市から立入検査について報告があると思うが，定期点検について

も問題がなかったとの言葉があれば良い。 

（会 長） 後でまとめて報告してもらう。 

（委 員） 先ほどの法定検査の写真を見ると蒸気発生器もＰＣＢに汚染されている

のではないかと思われるが，検査をしている人が素手であるのに，側にい

る人は中電の人と思われるが手袋をしているので心配になる。 

（事務局） 蒸気発生器は，ＰＣＢを処理した後のリサイクル処理で使用している。

水と塩を分離させるため加温する蒸気を発生するために使用している。し

たがってＰＣＢと接触しないので心配ない。手袋をしているのは，作業の

ためにしているので，ＰＣＢに汚染されているからではない。 

（会 長） 他にあるか。なければ施設の議事５「稼動状況のホームページへの公

開」について説明をお願いする。 
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【稼動状況のホームページへの公開】 

（事務局） 施設の建設計画について地域と協定を結んでいるが，その中で施設の稼

動状況や環境モニタリング結果を当社のホームページへ掲載し公開すると

している。今回運用開始後の状況と試運転時の環境モニタリングデータを

整理してホームページに掲載することとしたい。具体的には，配布してい

る掲載様式とデータを整理した資料のとおりである。 

施設の稼動状況として無害化処理量と保管タンク等からの受入量と環境

モニタリング結果として，プロセス排気，大気質，水質，騒音・振動，悪

臭についてである。お示ししている試運転時の環境モニタリングデータの

内，雨水排水以外は，昨年１２月の委員会で報告している。雨水排水デー

タのみ今回，初めて皆さんに提出するデータとなっている。記載データに

ついて，複数の調査会社によるものは高い値を記載している。 

騒音･振動調査については，調査地点４地点の内，住居地域方面の調査

地点における高い値としている。水質調査結果については，有害物質の分

析データも加えて掲載する。 

（会 長） 施設の稼動状況とモニタリング結果をホームページで公開するとの説明

であったが，意見・質問等はないか。 

（委 員） 騒音・振動の調査結果について，居住地域方面だけ掲載するとしている

が，周辺には工場があり，その騒音･振動も拾っているのではないか。前

回の報告で隣の工場との敷地境界での騒音は高かったが，施設の騒音･振

動か分からないのではないか。 

（事務局） 隣の工場も当社の施設も稼動しており，どちらの音なのか分からない。

モニタリングでは現状の騒音を測定している。 

（会 長） 測定地点４箇所の内，施設に隣接している工場側の地点のデータを除き，

住居地域側のデータの 大値で，本施設での影響をできるだけ反映してい

る測定値であるとして事務局で整理したものである。その地点での測定結

果が規制値をクリヤーしているということになる。 

（委 員） 環境モニタリングは，その位置の騒音の値を測定するものであり，今の

段階では騒音源まで調べる必要はなく，このままで良いのではないか。 

（委 員） ホームページを見た人には，施設の周辺にも色んな騒音源があることが

分からないと言いたいのである。 

（委 員） ホームページへの掲載は，もう少しセレクトした値を載せるという事か。 

（委 員） 環境モニタリング調査位置の図面に施設周辺の地図も付けたらどうかと

思う。 

（会 長） 施設周辺の状況が分かるように環境モニタリング調査位置図に周辺状況

の地図を付ける事でよいのではないか。 

（事務局） 了解した。 
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（会 長） 特に難しい用語等はないが，しいて言えば，単位にＴＥＱとかＮがつい

ているが，一般の人には何か分からないと思うので，これ以外にも必要と

思われるものには注釈をつけたらどうか。せっかくホームページに掲載す

るのであれば，少しでも分かりやすくしてはどうかと思う。 

（事務局） 了解した。 

（会 長） その他なにかあるか。なければ次の「今後の処理計画」について説明を

お願いする。 

 

【今後の処理計画】 

（事務局） 現在，絶縁油リサイクルセンターへ受入れている絶縁油は，柱上変圧器

から抜油してタンクに保管しているもの，当社の坂町にある資材センター

で適宜抜油しているものである。ほとんどは保管タンクからの受入れであ

る。 

坂町で建設中の柱上変圧器リサイクルセンターは，現在試運転中であり，

分離回収絶縁油が発生すれば受入れるようになる。 

平成１８年は実績であり，平成１９年から平成２２年の４年間は保管タ

ンクの絶縁油を主に処理する。 

現在，使用中の柱上変圧器の絶縁油を抜油している資材センター分は，

平成２４年頃には終了する予定であり，その後は柱上変圧器リサイクルセ

ンターからの分離回収絶縁油のみとなる。平成２５年から２７年まで毎年，

少量の処理で計画しているが，まとめて処理ができないかとのことになる

が，柱上変圧器リサイクルセンターの処理能力があり，この程度の処理量

となる。 

（会 長） 年間の稼動日数はどの程度か。 

（事務局） 定期点検と正月・盆休みなどで年間３００日程度の稼動としており，月

６００kl 程度の処理で年間６,６００kl～６,９００kl 程度，７,０００kl

弱の処理を考えている。年間処理量は，今後増やす事も検討していくが，

現時点では概ねこの程度を処理する計画である。 

（会 長） 反応槽の定期検査は，今後，３年間ぐらいは必要ないのか。 

（事務局） 反応槽は，開放点検したが異常はなかった。今後は毎年，肉厚測定をし

ながら傾向管理していく。 

（委 員） ＰＣＢが含まれている機器は他にどのようなものがあるのか分かれば教

えてもらいたい。身の回りの古い機器などに含まれている可能性がある。 

（事務局） 調べて次回の委員会で参考として報告する。 

（委 員） 全国的に地震が多いが大丈夫か。 

（事務局） 今朝，ここでも地震があったがこの辺りは震度２となっていた。この施

設では地震計２基設置，リサイクル処理棟とＰＣＢ分解棟にしている。今
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回の地震では，ＰＣＢ分解棟の地震計で９.７ガル，リサイクル処理棟で

１２.４ガル，震度で言うと３になる。施設は震度５強で自動停止するよ

うになっている。震度４以上の地震があれば委員の皆さんに状況報告をす

ることにしているが，今回は震度２であり報告はしていない。 

（会 長） それでは議事５の環境モニタリングの説明をお願いしたい。 

（事務局） 運転開始後の調査として４月に予定した。今月１９日から大気質モニタ

リングとして本日まで敷地内と丹那および宇品地区で実施した。プロセス

排気として４月２０日に試料を採取している。 

騒音・振動測定として本日から明日にかけて実施している。悪臭につい

ては，本日，試料を採取している。 

調査結果については，次回の委員会で報告する。平成１９年度の調査は

４か月毎に行うこととしている。 

（会 長） 結果は次回の委員会で報告となる。調査項目で４か月毎はどれだったか。 

（事務局） プロセス排気と大気質の２項目が４か月毎となっている。なお，ＰＣＢ

使用絶縁油の処理はしていないのでベンゼンの調査はしていない。 

（委 員） 今回のモニタリング調査結果もホームページに載せる事になると思うが，

次回の委員会に報告した後に掲載するのか。 

（事務局） その通り。 

（委 員） 環境モニタリング結果は，住民に知らせる事になっており，古いデータ

がいつまでも掲載してあるようになってはいけない。 

（会 長） ４か月毎に調査することの計画書はホームページに掲載しているのか。 

（事務局） 計画書は，掲載していない。 

（会 長） 今回は試運転時の環境モニタリング結果と出るだけであり，環境モニタ

リングのスケジュールが目に見えて分かるようするため，環境モニタリン

グ計画書もホームページに掲載したらどうか。 

（事務局） 掲載することとする。 

（委 員） 定期検査の際に潤滑油がボルトの緩みにより滲み出たのを修理している

が，その時使用したウェスなどの処分はどうしているのか。 

（事務局） ＰＣＢが含まれたものは，特別管理産業廃棄物として保管するが，ＰＣ

Ｂを含まないものは一般産業廃棄物として処分業者により処理している。 

今回の潤滑油等の滲み出た油にはＰＣＢを含まないので，ウェス等は一

般産業廃棄物として処理している。 

（会 長） 後にその他として２件ある。まず大気質の測定場所の変更について説

明をお願いする。 

 

【その他】 

（事務局） 環境モニタリングに関係することであるが，丹那の大気質調査地点であ
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る県計量検定場屋上について，県から変更するよう要請があった。計量検

定場は施設が古く以前から雨漏りがあるなど，屋上の使用については今回

限りにしてほしいとの意向であったため，変更場所について今後検討する。 

（会 長） 変更場所はあるのか。 

（事務局） 現時点ではない。 

（委 員） 今の位置からあまり離れない方が良いと思う。近くに獣医師会館がある

がどうか。 

（事務局） 獣医師会館を見に行ったが，屋根が普通の三角屋根であるため機器が置

けない。機器を置くところは，人が簡単に機器類を触られないことや電源

が取れる所など条件があるので難しいが適当なところを探したい。 

（会 長） 市が施設への立入検査を実施しているので結果の報告をお願いする。 

（ 市 ） 説明の前にご挨拶したい。私は広島市産業廃棄物指導課長の新谷と申し

ます。今月２３日の人事異動で就任した。地域の皆さんから付託を受けた

市として，今後も適正な運営が継続するよう厳正な立入検査を実施してい

きたい。本日提出した資料に基づき報告する。 

昨年１２月２２日付の市の文書で立入検査について約束しているように，

１８年度は，具体的には１２月から３月までは月１回で，１９年度からは

２か月に１回，その他必要があればという事で約束していた。これに基づ

き１８年１２月１日午前・午後から実施した。午後には初めてＰＣＢ微量

混入絶縁油搬入がされている。それから１２月４日，１９年に入り 

１月１８日，１月２６日，２月９日は降雨時に排水処理の運転状況を確認

した。３月１６日には定期検査への立入検査を行った。４月には２０日に

施設全般を見ている。 

配布している報告書のとおり定期点検，施設の運転管理について問題な

く適正に管理されていることを確認した。今後も引き続き立入検査を実施

する。 

（会 長） 昨年１２月１日から８回の立入検査をして問題はなかったとの報告だっ

たが，質問・意見等はあるか。 

（委 員） 本日，市から提出のあった立入検査の報告文書を，宇品東社会福祉協議

会の総会があるのでその時に配ってもよいか。 

（会 長） 委員会に広島市から公式に提出されたものであり良いのではないか。市

としても良いか。 

（ 市 ） 配布されても結構だ。 

（会 長） そういった説明責任は必要であり，必要があれば言ってもらいたい。 

（委 員） 事務局に確認したいのだが，運用開始前の地域の説明で運用開始後の施

設見学の話があったが，先日の町内会長の集まりで，そのことについて話

が出た。希望があれば，見学させてもらえるのか。 
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（事務局） ご希望者があれば事前にお知らせいただければ良い。ただし人数は１回

あたり１０名程度で名前を知らせてもらいたい。事務局に連絡があれば申

込書を渡す。平日昼間に１時間程度で概要説明と見学の予定。 

（会 長） 地域の皆さんには施設を見る機会がないので，是非，施設見学をされた

ら良い。 

（会 長） その他ないか。次回の委員会開催はいつ頃の予定か。 

（事務局） ７月下旬としたい。 

（会 長） それでは，本日の議事は承認されたとする。 

 

【委員からの要望】 

（委 員） 地域の声として率直に言いたいことがある。 近の火力発電所や原子力

発電所の問題で新聞報道されているが，全国の電力会社の中で中国電力が

ワースト１ではないかという声が周辺で出ている。 

この委員会にもデータが出されるが，データに改ざんがあるということ

が市民感情を悪くするので，当施設においてはデータ改ざんなどで我々の

信頼を裏切ることのないよう約束してもらいたい。 

（会 長） 本件については，事務局としてもよく分かっていると思うので，肝に銘

じて今後の運営をしてもらいたい。色々話は出ているがコンプライアンス

や情報公開は避けて通れないものであり，取り扱っているものがものであ

り十分配慮して運営していただきたい。他に無いようだったら終了する。 

（事務局） 本日は，お忙しい中ありがとうございました。データ改ざん等について

は，絶対に行わないことを約束する。 

以 上 


