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平成１９年 ９月 ２７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 10 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９月２６日（水）１９：００～１９：４０ 

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１１名（欠席１名），オブザーバー２名 

４．議 事 

（１）稼動状況 

（２）環境モニタリング結果 

（３）その他 

５．内 容 

（事務局） 本日は菅委員が欠席であるが，規定人数に達しており委員会は成

立する。それでは第１０回安全性確認委員会を開催する。 

（会 長） 第１０回絶縁油リサイクルセンター安全性確認委員会の議事とし

て，１．稼働状況について，２．環境モニタリング結果，３．その

他の項目がある。広島市の立入検査についても資料があるので報告

してもらう。 

先ず，稼働状況についてお願いする。 

 

【稼動状況】 

（事務局） 大きなトラブルもなく順調にＰＣＢ微量混入絶縁油の処理を続け

ている。昨日 9月 25 日時点で運用開始からの処理量は，処理を必要

とする当社保有量，約 29,000KL の内，4,533KL を受入て 4,427KL を

無害化処理している。割合で言えば 15.3％を処理していることにな

る。前回の安全性確認委員会以降におけるトラブル等の発生状況で

あるが，8 月 19 日，日曜日の夕方，広島市内で激しい雷のため停電

が随所で有り，このリサイクルセンターにおいても停電した。その

際には非常用発電機が自動起動して設備が安全に停止した。停電復

旧後には受電して再稼動し，停電時に設計どおりの対応ができたこ

とを実証した。 

（会 長） 停電の時間はどのくらいだったか。 

（事務局） 周辺の停電時間は分からないが，短時間であったと思う。非常用

発電機は，１秒間停電すれば自動起動するようになっている。 
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（会 長） 施設自体が停止していた時間はどのくらいか？ 

（事務局） １時間程度で再稼動した。停電が夕方であり運転委託先から当社

への連絡で受電の調整や，安全停止しているので再稼動までに準備

が必要であり，再稼動したのが１時間程度後であった。 

（会 長） RCC などのテレビ局も結構長い間テレビがつながらなかった。 

（事務局） 説明資料には停電と書いているが，詳しくは電圧低下である。完

全に電気が供給できなくなったのではなく，電圧が低下したために

自動安全停止が働き，設備が安全に止まる方向に働いた。受電後に

復旧操作にかかり，約１時間後には通常の運転状況に戻ったという

ことだ。 

（会 長） 施設を復旧させる際には，トラブルはなかったか。 

（事務局） 工程を確認しながら復旧させているので，トラブルはなかった。 

（会 長） 今後，長い期間の運転には，このようなトラブルも想定できるの

で，今回の経験を活かしていただきたい。 

質問等あるか。 

（委 員） 特になし。 

（会 長） 日曜日は，施設の運転をしているか。 

（事務局） ２４時間稼動している。 

 

【環境モニタリング結果】 

（会 長） ２番目の環境モニタリング結果についてお願いする。 

（事務局） 今回の環境モニタリングとしては，丹那地区，宇品地区および敷

地内で行う大気質でＰＣＢとダイオキシン類の調査と施設の排気内

のＰＣＢ，ダイオキイン類の調査を実施したので報告する。説明資

料には，これまでの調査結果を合わせて整理しているので表を見て

いただきたい。 

      大気質のＰＣＢは，これまでの結果と大きな相違は無く，環境基

準よりもかなり少ないため問題はない。大気質のダイオキシン類で

あるが，これまでの調査結果とほぼ同程度であり，環境基準に照ら

しても問題がない結果となっている。 

      施設からの排気中のＰＣＢは，これまでの調査結果とほぼ同程度

の値で，管理目標値を下回っており問題がない結果となっている。

排気中のダイオキシン類についても，同様にこれまでの結果と同様

である。 

（会 長） モニタリング結果について質問等あるか。 

（会 長） 現在，MHI ソルテックと県環境保健協会の２社に同時調査を委託し
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ており，両者の間で多少の誤差としては出てくるが，値がかなり低

いレベルでの相違であり，ほぼ相当する結果が得られている。ダイ

オキシン類の検出限界値はいくらになっているか。 

（事務局） ダイオキシン類調査結果の報告書写しを配布する。 

これは，調査会社から提出された報告書データであり，多数のダ

イオキシン類があり，それぞれの種類によって検出限界値が違う。 

（委 員） 素人なのでよく分からないが，調査結果は，この値では問題にな

らない数値だということか。 

（会 長） ダイオキシン類の調査結果は，ダイオキシン類で も毒性が強い

「2,3,7,8-TeCDD」を“１”として，その他のダイオキシン類の毒性

を係数化して毒性等価係数とし，それぞれの実測濃度に掛けて「毒

性当量」として計算したものである。ダイオキシン類調査結果とし

ては，それぞれの計算結果を足した値としている。ダイオキシン類

の定量限界値は種類毎に異なり，定量下限値未満は“０”で計算し

て数値を出している。 

（委 員） 調査結果の値は，ダイオキシン類が出ていないかもしれないとい

うことか。 

（会 長） それも有り得る。調査結果の値は，ダイオキシン類が無いに等し

い。 

（委 員） 要は数値が出るところまで計算した値と理解する。管理目標値が

０.１ng-TEQ/㎥ N であり，検出下限値はどの程度かというと，調査

結果表の 下段の「Total ダイオキシン類」を見れば，０.００５

ng-TEQ/㎥ N までが検出可能ということか。 

（会 長） そう思う。 

（事務局） ダイオキシン類の表示方法は，専門的であり説明が難しい。 

（会 長） ダイオキシン濃度としては特に問題ない濃度ということだ。 

PCB の値もこれまでの調査結果と同様な数値となっており，今後も

そんなに変化しない値で推移していくと思う。他に質問等あるか。 

次に，その他の議事に入る。 

（会 長） 先ず，広島市が８月と９月に立入検査を実施しており，広島市か

ら報告してもらう。 

 

【広島市の立入検査】 

（広島市） 前回の委員会以降，８月３１日と９月２０日の２回立入検査して

いる。その結果は配布している表のとおりであり，施設の運転・管

理面で問題なく，適正に維持管理されている。 
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８月３１日午後は，前回の委員会で意見があった，抜き打ちでの立

入検査を実施した。内容は，PCB 微量混入絶縁油の搬入に立会い，絶

縁油の漏出等なく適正に行われたことを確認した。処理済み油の搬出

に立会い，これも同様に適正に処理されていたことを確認した。 

８月２８日無害化処理したPCB分解確認検査結果を検査したところ，

適正に分解されていることを確認した。反応槽の温度及び攪拌状況を

調査し，分解反応が適正に行われていたことを確認した。 

９月２０日午前中は消防訓練を立会いし，自衛消防隊が迅速に行動

していることを確認した。反応槽の温度及び攪拌状況を調査し，分解

反応が適正に行われていることを確認した。 

（会 長） 質問等あるか。 

（会 長） この９月２０日の消防訓練では，非常時の連絡網の確認というこ

とで，委員の方にも実際に電話連絡があったと思う。そのへんも含

めて質問等あるか。 

私にも連絡が入ったが，授業中だったので出られなかったが，も

しもの時は出なければならないかとも思うが。 

（委 員） 特になし。 

（会 長） 携帯メールでも確認できるので，メールも一つの方法としてある

のかとも思った。 

（会 長） 市は２ヶ月に１度以上を立入検査の目標として，実施しているが

質問等あるか。 

（委 員） 特になし。 

（会 長） 消防署との合同消防訓練について報告を求める。 

 

【消防訓練】 

（事務局） 今月 20 日木曜日に１０時から広島市南消防署と合同で消火訓練を

実施した。災害を地震発生によりＰＣＢ微量混入絶縁油タンク出口

配管から絶縁油が漏洩し火災が発生したと想定した。訓練内容は，

通報連絡訓練として，１１９番通報し，安全性確認委員会委員に対

して実際に電話連絡した。さらに社内連絡体制の確認のため，社内

の関係個所へも電話連絡した。消火訓練は，リサイクルセンター自

衛消防隊で消火ホースによる放水訓練と消防署が消防車による放水

訓練を行った。 

（会 長） 絶縁油タンクの出口配管はどのあたりにあるのか。 

（事務局） ……施設の説明パネルを図示し…… この辺りが NO.1 と NO.2ＰＣ

Ｂ微量混入絶縁油タンクで，取り出し配管はこの辺りでタンクヤー
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ド内になる。このタンクはＰＣＢ微量混入絶縁油を受け入れて一旦

貯蔵するものであり，PCB を微量含んでいる絶縁油になる。 

（会 長） どういった事態が起こるかはわからないが，実際にはそのあたり 

での火災はそう考えられない。 

（事務局） ここはフランジとバルブがあるので漏洩は考えられる。ただ着火

するかというのは，よほどのことが無い限り考えられない。 

（会 長） 普通はない。 

（委 員） この自衛消防隊は何人体制か。 

（事務局） 夜間は，三交替勤務の３名となるが，昼間は，当社５名，委託先

日勤者の７名が加わる体制となる。 

（委 員） その人数がすべて自衛消防隊か。 

（事務局） 昼間はそうだ。 

（委 員） 了解した。 

（会 長） 写真では消火ホースにより放水しているが，消火器自体は違うタ

イプで消火することもあるのか。消火器を使っては今回されてない

のか。 

（事務局） 小型消火器による訓練は，別途実施している。 

（会 長） 質問等はあるか。 

次の新潟中越沖地震関連において東京電力柏崎・刈羽原子力発電

所の変圧器火災等についてお願いする。 

 

【新潟中越沖地震関係】 

（事務局） 新潟中越沖地震において東京電力柏崎・刈羽原子力発電所の変圧

器火災等については，前回の委員会において，地震直後の被災状況

をテレビなどで見て，消火活動の不手際などで黒煙が上がっている

が消火活動をしていないように見えて衝撃を受けられていたため，

できるだけ情報を入手して次回委員会で報告するとしていた。その

後，東京電力のプレス発表情報があったので，その内容を報告する。 

     変圧器火災発生の過程は， 

      ① 地震により所内変圧器二次側接続母線のダクトの基礎が沈下

した。 

      ② 基礎の沈下により，ダクトの接続部が外れてダクトが落下し

接続端子に接触した。 

      ③ 接続端子へのダクトの接触でブッシング部が破損し，油が漏

洩した。 

      ④ダクトが接続端子に接触し，地絡・短絡により火花が発生した。 
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      ⑤ ブッシング部から漏洩した油に，地絡・短絡による火花が引

火し火災が発生した。 

である。 

      当リサイクルセンターにおいては受電変圧器があるが，絶縁油を

使用していない乾式の変圧器である。また，母線の接続方法はケー

ブルを使用しておりダクトによる方式ではなく，今回のようなこと

は起こらない。 

      火災発生による消火活動が遅れた原因であるが，先ず，消防署へ

の連絡であるが，１１９番通報が多く消防署への電話が繋がらなか

った。消防署への通報代替策としてホットラインを設けていたが，

ホットラインを設置している室の扉が，地震により壊れ開けること

ができなかった。 

      初期消火活動であるが，消火配管破断により放水量が少なく思う

ように消火活動ができなかったことと，消火設備は油火災を想定し

た設備ではなく，変圧器内部の油が燃えていると考えられたため，

現場作業員は安全な場所に退避して消防署の到着を待った。 

      自衛消防隊の召集であるが，地震への対応と電話が繋がりにくい

状態であったため迅速に召集ができなかった。 

      以上のように当日は，異常な状態であり思うような行動ができな

かったのが実情だった。 

（会 長） 写真では黒い煙が上がって，かなり衝撃的にとられたと思う。 

ダクトの沈下が主な原因になったとのことであるが，どれだけ沈下

したかわかるか。 

（事務局） ダクトの沈下量は把握していない。 

（会 長） 本施設の基礎とは状況が違うと思う。ここの施設とは基礎の違い

もあると思うので，もし資料があれば情報提供いただければと思う。 

地震時の状況は予測がつかないことで，今回のことがいい教訓に

なったと思いうので，今後に活かしていだだきたい。 

他に質問等あるか。 

（委 員）  要するに，地震の際には，消防署にいくら電話してもだめとい

うことである。自衛でどうにかしろという事であり，それはどこで

も同じだろうと思うので，それを想定して訓練しないといけない。 

（事務局） そのとおりであり，先日の消防署との消防訓練の後に消防署との

意見交換を行った際に，同様な話があった。このような訓練を繰り

返しながら，災害が発生した場合に適切に対応できるよう備えてい

く必要があると思う。 
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（委 員） 地震災害が発生した場合には，地域全体のことであり，どこも動

きが取れないと思う。 

（事務局） 実際にそのような状況になれば，１１９番通報も繋がらなく，つ

ながっても直ぐには来ることができないと思う。 

（会 長） 道路の破損状況とか，その他の状況も分からない地震はあると思

うので，それを想定した訓練を行っていくことも必要である。 

そういった意味でも，地震に対応した消防訓練は必要と思う。 

他に質問等あるか。 

次にマンホール周辺の芝枯れの経過報告をお願いする。 

 

【マンホール周辺の芝枯れ】 

（事務局） 丹那港側のマンホール周りの芝枯れについては，前回と前々回の

委員会で話をした。その後の状況を確認して報告するとしており，

この夏の状況を報告する。マンホールは２ヶ所で説明資料のとおり

の位置にある。マンホールの温度が高温時にはマンホール周辺だけ

が枯れることがある。 

（委 員） 芝が枯れるのはマンホールの熱で枯れるのであり，廃液などが原

因ではないのが分かったわけである。必ずしも芝をマンホールぎり

ぎりまで植えなければならないのではなく，誤解を招かないために

もマンホール周りをコンクリートにするわけにはいかないか。 

（事務局） マンホール周辺をコンクリートやレンガなどにすることで対策を

考える。 

（委 員） 芝が枯れた原因がはっきり分かったので，それでいいと思う。 

（会 長） 芝生には散水をしているのか？ 

（事務局） 週に１回散水している。 

（会 長） 真夏でマンホールの温度が高い時には，週１回の散水ではやはり

枯れてしまうので，マンホール周辺をレンガなどで覆い芝への影響

を緩和するなどしないとだめだ。 

このマンホールは，雨水枡か。 

（事務局） 特別高圧ケーブルの点検のためのマンホールだ。 

（会 長） 深さはどのくらいあるのか。 

（事務局） ２ｍ～３ｍ程度だ。 

（会 長） それでは全体を通して気付きがあるか。 

（委 員） 特になし。 

（会 長） 特に質問等がなければ，これで第１０回安全性確認委員会を終了

する。 
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（事務局） 次回の安全性確認委員会は，１２月下旬に予定する。 

 

 
【委員会終了後，次の２点について，所長が会長へ補足説明した。】 
 
Ｑ１ 柏崎・刈羽原子力発電所所内変圧器のダクトの基礎はどのような基礎か。 
Ａ１ ダクトの基礎は，おそらく杭は打たずにベタ基礎だと思われる。そのた

め，「ダクト基礎の下部に埋設してあった消火配管が沈み込んだ基礎の重み

で圧迫されて破壊された。」との情報もある。 
 
Ｑ２ 防災訓練で放水したとあるが，水で消火したのか，他にはないのか。 
Ａ２ 油火災への対応として，泡消火装置を設置しているが，当日は，訓練の

ため泡系統のバルブを閉止して泡を出なくし，水だけ出した。公設消防隊

も同様に実施した。 
以上 


