
1 

平成２０年７月３日 

 

柱上変圧器リサイクルセンター 
安全性確認委員会事務局  

 

第６回柱上変圧器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２０年６月２６日（木）１７：３０～１９：３０ 

２．場 所； 柱上変圧器リサイクルセンター会議室 

３．出席者；  

委員（８名のうち６名出席）       

４．議 事 

（１）処理実績について 
（２）環境モニタリング結果について 
（３）年次点検実施結果について 
（４）その他 
  ＊ 以下，「安全性確認委員会」を「委員会」と記載する。 
 
５．内 容 
（１）処理実績報告 
① 事務局報告 
処理実績報告の前に計画対実績をグラフで表現するように改めたので少

し説明させていただく。今年度処理計画は，63,000台としているが，これ
は一日の処理量を 240台としている。 
５月は年次点検のため約２週間運転停止したことから処理量が少なくなっ

ている。来年１月から３月にかけてバランサ解体設備の設置工事を計画し

ており，その分計画処理台数が少なくなっている。 
次に今年度の実績であるが，4 月は計画が 7,200 台に対して 6,698 台，

５月は計画台数 3,360 台に対して実績が 2,845 台であり，稼働率はそれぞ
れ 93％，85％となっている。 
よって，今年度の処理実績は，5月末時点で 9,543台，累計処理台数は 46,530
台である。 
なお，亀石倉庫からの受入状況は貯蔵台数 82,56８台に対し，9,100台を受
け入れている。これは全体の約 11%にあたる。 
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次に，稼働率向上に向けた取り組みについて説明する。 
まずは，紙木炉処理部材の積み残し対策として，現在紙木炉で処理してい

る碍子・アルミナを，比較的処理に余裕のあるケース炉で処理が分担でき

ないかという取り組みを検討し，試験を実施してきた。 
これについては，広島県に相談しながら実施しており概ね了解をいただい

ている。 
さらに，一日当たりの処理量の平準化を図る為にバランサという機器の

処理を，前倒しで実施できるように今年度中の工事を計画している。 
バランサは変圧器の小型版というイメージである。低圧負荷のバランス

をとるという目的で必要な箇所に取り付けてある。変圧器に比べると非常

に小さい機器である。変圧器の解体と平行して解体室の空きスペースでバ

ランサの解体が行えるようにしたい。 
 
② 主な質疑応答 

（委員）処理計画に対して実績が少しずつ少ないのは，今説明のあった紙木

類が当初の設計よりも量が多かったということが原因なのか。 
（事務局）１日当たりの計画処理台数 240 台は紙木炉部材の積み残しを考慮
し処理制限した台数としており，本来の処理目標値は１日あたり 300台，
年間で９万台である。 

（委員）このまま処理に未達が生じると当初の処理完了予定が延びるのでは

ないか。 
（事務局）このままの状況が続けば，当然処理が１年～２年延びるというこ

とになる。そうならないように本来の数字である 300 台に近づける為の
対策を検討しているところである。具体化した段階で，その都度説明をさ

せていただきたい。 
（委員）再確認になるが，最大処理量は，何台なのか。 
（事務局）1 日３１ｔで台数に換算すると約 300 台である。早く 300 台の処

理をしたいが，現状では 240台ぐらいしか処理できていない。その大き
な要因は先ほどもお話したとおり，紙木炉で部材バケットの積み残しが

発生していることにある。 
（委員）バランサも同じように処理をするのか。  
（事務局）バランサも含めて一日の最大処理量の３１ｔを超えないようにす

る。バランサの場合は変圧器と比較して紙木の割合が少ないため，変圧

器の解体と平行して解体していけば炉毎の処理部材の偏りを抑えること

ができ，全体として台数も増やせるというメリットがある。 
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（２）環境モニタリング結果報告 
① 事務局報告 
サンプリングおよび分析は，東和環境科学株式会社に委託実施した。測

定項目については従来の項目と同じである。 
大気質調査（大気中のＰＣＢとダイオキシン類の測定）について，今回は

従来の場所（施設北側）に加えて，施設南側端の計２箇所で実施したが，

これはこれまでの委員会において，多くの方が住んでおられる南側で測定

して欲しいという意見から，2箇所で測定したものである。 
2 箇所の測定結果は，PCB が暫定許容基準 500,000pg/㎥に対し北側

140pg/㎥，南側 130pg/㎥。ダイオキシン類が環境基準値 0.6pg/㎥に対し北
側 0.038pg/㎥，南側 0.031pg/㎥。２箇所において，PCBおよびダイオキシ
ンとも，ほとんど同じ値という結果であった。いずれも環境基準および暫

定基準と比較して十分低い値であった。 
PCB 値は，過去の 測定値で 130pg/㎥，180pg/㎥という値も出ていたが

絶縁油リサイクルセンター（広島市）での測定値に比べて坂町の値は低い

水準でこの一年間は推移している。 
ダイオキシン類については，以前安藤先生からも，一般的に冬場は高く

なる傾向にあるとの説明があったが，そのことを裏付けるような値で推移

している。 
 大気質調査時に行った風況調査結果を見ると，２箇所ともだいだい同じ

ような傾向を示しており，特に建物や地形の影響を受けているような感じ

はない。 
 

 
施設からの各排気口 4箇所の測定結果は次のとおり。 
PCB，ダイオキシンともそれぞれの管理目標値 0.0025mg/㎥，0.1ng/㎥に
対してかなり低い値であった。 

 
臭気指数は，敷地境界および排気口の 2箇所で測定した結果共に 10未満

であった。10未満というのは，サンプルガスが匂わないという結果である。
活性炭の劣化はないと考える。 
悪臭物質全項目についても定量下限値未満という分析結果がでた。 
 
下水道放流箇所で行った水質調査結果も，全て管理目標値未満以下とい

う結果である。 
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最後に雨水排水の調査結果を示す。協定で年に一回分析を行うことにな

っている。 
敷地内の２箇所の雨水排水マンホールからサンプリングし分析した結果，

基準値に対して十分低い値であった。 
 
② 主な質疑応答 

（委員）大気質や各排気口での測定値のバラツキは施設の稼働率に関係があ

るのか。 
（事務局）ＰＣＢにしても，ダイオキシン類にしても，これまでの推移を見

ると，十分低いレベルにおいて倍半分あるいは一桁の違いがあるがその

原因は分からない。ただ非常に小さな値であり，特に排気口からのサン

プリング量は少なく変動誤差等がある領域ではないかと思う。 
（委員）大気質と排気口の単位が異なるのは何故か。 
（事務局）それぞれ環境基準や管理目標値に単位を合わせたため大気質と排

気口で単位が異なっている。 
大気質の環境基準値 PCB50万 pgに対し各排気口の管理目標値を同じ単
位で表すと 0.0025mg は 250 万 pg となる。同じように測定結果
0.00000060mgは 6,000pgということになる。 

 
③ 測定箇所について 

（会長）環境モニタリングの調査報告の中で，今回は大気質の測定を南と北

の２箇所で測定し，結果報告については報告のとおりだが，今後の測定

箇所について皆さんの意見を聞きたい。 
（委員）南側の測定と北側の２箇所を今後もやってくれたらいいが，法的に 

は１箇所で良いのだから１箇所に戻すのであれば仕方ない。ただ住民に

対して説明しやすい南側で測定してほしい。 
（事務局）同じ場所で測定データを取りつづけることは大切という思いはあ

るが，2 箇所の測定結果に特に違いがみられないので，南側に変更とい
うことで委員会の意見がまとまれば，今後，申請書や協定書の中で測定

場所について明記している図面の変更手続きを進めたい。 
（アドバイザー）１点目は安全に処理が計画通り進むように取り組んでいた

だきたい。 
２点目は大気質の調査地点だが，北側がなぜ問題かというと北側で検

出されるというのは南の風が吹いている時には住民に影響はない。北側

の風が吹いてきたら，北側測定地点で検出されたものは，リサイクルセ

ンターに来るまでのＰＣＢ，ダイオキシン類を測定することになってし
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まう。 
今回の測定結果で，北側と南側でＰＣＢ，ダイオキシン濃度に差がな

いということは風が若干南西向きというのもあるが，比較的弱い風なの

で実際にリサイクルセンターが発生源であればいずれかが高くなる。 
今回の環境モニタリング報告書の濃度計量結果をみると測定されたＰ

ＣＢもダイオキシン類もリサイクルセンターからのものではないという

ことが分かる。 
ＰＣＢもダイオキシン類も 8 本の手に塩素が何個，何処にくっ付くか
で特性が異なり，ダイオキシン類だけで２００種類以上ある。それをみ

ていくと，リサイクルセンターから出たダイオキシン類か，別の所から

来たダイオキシン類かが分かる。 
今回の大気質測定結果で調べられたＰＣＢ，ダイオキシン類というの

は，一番毒性が強く，焼却等で発生するダイオキシン類である。今回の

リサイクルセンターの排出口から出ているＰＣＢ，ダイオキシン類は，

（大気質で測定した物とは）中身が異なる。 
そういう意味で，リサイクルセンターからの排気が周辺に悪影響を与

えるとは今のデータからは考えらない。しかし，住民と発生源の間に何

かあった時のことを考えると住民に近い南側で測定することが良いと考

える。 
（会長）今後は住民に近い南側での測定をお願いしたいがどうか。 
（事務局）了解した。今後必要な変更手続きを進めたい。 
（委員）排気口から出ているものと大気中のものとは異なるということなの

か。 
（アドバイザー）データを確認した結果，種類が違う。ＰＣＢとダイオキシ

ンについてもダイオキシン類といわれているように２００種類以上の異

性体がある。全ての異性体が同じようにデータとして出てくるわけでな

い。 
大気中にあるダイオキシン類がリサイクルセンターからのものに検出

されていないということは存在しないから出ていない。 
 

（３）年次点検実施結果報告 
① 事務局報告 
施設が稼働して 1 年が経過したので今年 5 月７日～５月１９日までの約

2週間（解体作業については５月３日～１９日までの間）施設を停止して，
法律で定められたホイスト・クレーンの点検（１年に一回）および，主要

機器の点検を行った。併せて過去のトラブルの実績を踏まえた対策工事を
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行った。 
点検工事に携った作業員は，延べ約５５０名。一日あたり最大約６０名

であった。 
今後も，同規模の点検を，年に一回，時期的には５月に実施する予定で

いる。点検の結果は良好であり，汚れや痛み具合を評価して，今後のメン

テナンス計画に反映させていく。 
 
② 主な質疑応答 

（委員）活性炭の交換時期は。 
（事務局）活性炭は実験結果から PCBを吸着するのに必要な量を求めて十分

な量を設置している。活性炭は水分等を吸着し埃が根詰まりを起こして

しまうと能力が落ちるという性状をもっている。今後排気口でのモニタ

リング結果の推移を観察しながら早めに交換する。 
（アドバイザー）傾向として活性炭が劣化してくると，急激に能力が落ちて

くるので，そうならない段階で早めに取り替える必要がある。 
活性炭の出口の濃度を測定して上がり始めたら，そろそろ交換時期だと

いうような管理が必要である。 
（事務局）了解した。 
（委員）真空炉の熱風ファンが壊れた件はその後どうなったのか。 
（事務局）前々回お話したが，熱風ファンの軸受から異音が発生したため原

因を特定し修理した。 
軸受（ベアリング）の種類により，密封系の物と開放系のものがある

が，熱風ファンの軸受は定期的にグリスを注入する開放系であり，メー

カー推奨の注入頻度というのがあったが，故障の原因は，軸受にグリス

を注入しすぎたことにより熱がこもり，軸受の内輪と軸が緩んで軸が磨

耗したことによるものと考えている。 
よって，注入量と注入時期を適切に管理するようにした。 

（委員）真空炉の窒素配管にピンホールが発生した件について確認したい。 
（事務局）当該箇所は真空炉の伸縮を吸収するためフレキシブル配管になっ

ているが，炉内への窒素注入時のガスの流れにより，配管の接合部にピ

ンホールが開いたものである。 
今回の点検工事にあわせて，接合部分に直接ガスが当たらないように内

部に導入管をつける対策を，全ての真空炉に講じている。 
 
（４）その他 
① 委員会の構成見直しについて 
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地元からの選出委員については，要綱でそれぞれ二部住民協の役職を宛

てているが，「役職が空白になった場合どうするのか」，「役員改選の度に委

員会のメンバーが交替することが果たしていいのか」などという意見が上

げられたことから，委員会の構成について見直し案を作成したので，委員

会で審議していただきたい。 
変更点は，「横浜二部住民福祉協議会から選任された７名」と表現を見直

した。さらに，当社の広報・環境部門マネージャーをオブザーバーとして

いたが，施設稼動後一年が経過し，委員会としても十分機能してきている

のでオブザーバーから外させていただいた。 
 

（委員）住民協側の委員が（７人から）減るというのであれば困るが，人数

に変更がなければ，見直し案でいいと思う。 
（会長）他に意見がなければ，見直し案のとおり承認したい。 

なお，承認されれば，欠員補充として１名を次回の委員会までに二部住

民協で選任することになる。 
（一同）異議なく承認 
 
② 今後の委員会の開催頻度について 
施設稼働後これまでの１年間については，3 ヶ月毎の環境モニタリング

結果が出るタイミングで委員会を開催してきた。2 年目以降の環境モニタ
リングは年 2 回実施ということになっているので，今後も同じタイミング
で委員会を開催するとすれば，委員会も年２回ということになる。この件

についてご審議願いたい。 
 

（会長）これらからの委員会の開催頻度を，年２回にすることについて皆さ

んのご意見を聞きたい。 
（一同）異議なし 
（会長）今後の委員会開催の日程については事務局に一任する。 
（事務局）了解した。環境モニタリングを今後 5 月と１１月で計画している

ので，定例の委員会は６月，１２月ということでご案内したい。 
（会長）他になければ，これをもって第６回委員会を終了する。 

以上 


