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平成２０年１２月１２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１２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２０年１２月１１日（木）１８：００～１９：００ 

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（欠席１名），顧問１名，ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ１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） 委員会の開催にあたり，委員の交替があったので報告する。宇品

東二丁目町内会において役員改選があり，町内会長が交替した。本

日は，新町内会長が委員として出席しているので紹介する。（新任委

員の自己紹介省略） 

昨年１２月の第１１回安全性確認委員会において，今年から安全

性確認委員会は原則年１回の開催として了承をいただき，本日，第

１２回安全性確認委員会を開催することとなった。 

      この１年間については，ほぼ月１回の委員への個別訪問により施

設の稼動状況をお知らせした。施設の事故はなく順調に無害化処理

を継続しており，本日の委員会では，１年間の稼動状況をまとめて

報告する。 

それでは，議事を進めることとしたいので，以降は会長に進めて

いただく。 

 

（会 長）議事に入る。事務局から施設の稼働状況について説明をお願いする。 

 

【稼動状況】 

（事務局） 無害化処理の実績について説明する。 

ＰＣＢ微量混入絶縁油の無害化処理は，無害化処理を必要とする

当社保有量の約 29,000kL の内，１１月末現在で運用開始からの累計

受入量は 12,001kl，運用開始からの累計処理量は 11,894kL，無害化
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処理割合は 41.0％となっている。  

今年１年間の主な実施事項は，定期点検を 3 月 17 日から 4 月 18 日

に実施したが，特に問題となる事はなかった。環境モニタリングは，

5 月と 11 月に実施し，環境に影響を与えるような問題はないことを

確認した。南消防署との合同防災訓練を 10 月 3 日に実施している。  

 

今後の処理計画について説明する。 

ＰＣＢ微量混入絶縁油は，現在，山口県にある保管タンクから移

送して 24 時間運転で処理している。今後，岡山県の保管タンクも処

理してＨ２２年度までには，保管タンク分の処理を終らせたい。こ

れが予定通り進めば，ほぼ９割の処理ができることとなる。その後

は，現在，使用している変圧器を計画的に取替え，電柱から降ろし

た変圧器から抜油したＰＣＢ微量混入絶縁油を絶縁油リサイクルセ

ンターで無害化処理する。 

ＰＣＢ使用絶縁油，つまり高濃度ＰＣＢの無害化については，自社

処理とするか日本環境安全事業株式会社に処理を委託するのか検討

中であり，今年度末には方針を決めたいと考えている。その際には，

委員の皆さんへお知らせする。 

 

主なトラブル状況について説明する。 

今年は，運用開始から２年目で，運転に際して発生するトラブル

等はある程度，把握できた。日常保守やその都度，対応することに

より運転している。 

先ず，ＰＣＢオンライン分析計の指示不調がある。 

ＰＣＢオンライン分析計が排気ガスに含まれる夾雑物の影響によ

る誤指示が発生し運転に支障があった。排気ガス中に含まれる夾雑

物が標準試料ガス量の信号を低下させることが原因であり，標準試

料ガス量信号に下限値を設定し，下限値を超えた場合には警報を発

報するようにした。また，夾雑物により電極や活性炭が汚れれば，

適宜，清掃と取替えを実施している。 

 

次にスラッジによるストレーナ閉塞が発生している。 

減圧蒸留槽で水溶性スラッジが生成し減圧蒸留槽ポンプ入口スト

レーナが閉塞する事象が発生した。この原因は，受入絶縁油に含ま

れる不純物が原因であり，払出し箇所でストレーナにより極力取り

除くようにするとともに，ストレーナを二重化し，閉塞すれば切り
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替により容易に清掃ができるようにした。 

堆積固形物による配管閉塞がある。 

反応槽内壁面に固形物が付着し，長期停止後の起動時に剥離し配

管に溜まり閉塞することがある。これについては，配管の閉塞箇所

が定まっており，その都度，配管を外し清掃している。 

最後に，既に報告済みのトラブルであるが，フレキシブルチュー

ブ（以下，「フレキ」という。）のピンホールによるＰＣＢ微量混入

絶縁油の滲みがあった。 

ＰＣＢ微量混入絶縁油タンクヤード内において，NO.1ＰＣＢ微量

混入絶縁油戻し配管フレキにピンホールが発生し絶縁油の滲みがあ

った。フレキ内部にスラッジが溜まり腐食が発生したものであり，

同様な他の箇所も含めてフレキを耐食性の強い材質の物に取り替え

た。腐食の可能性がある箇所について，今後も注視して適切な対応

をする。 

 

次に，合同防災訓練を実施したので報告する。 

１０月３日に広島市消防局南消防署と合同防災訓練を実施した。

漏油火災を想定し，消火活動を行ない適切な対応ができるよう訓練

した。合わせて委員の皆さまにも電話による通報を実際に行ったが，

全委員への通報のタイミングについて，後ほど，その他の項でご了

解いただきたいことがある。 

（委 員） トラブル状況の説明で，堆積固形物というのがあったが，これは

どういうものか。 

（事務局） 反応槽という槽内で，壁に残ってくっついているものである。 

（委 員） それは化学的にできるものなのか。例えば火をおこした後に煤が

残るようなものか。 

（事務局） イメージ的にはそう思っていただいてよい。固形物が中に入って

いるが，そのスラッジ的なものが薄く槽の表面についており，運転

中は問題ないが，これが冷やされることによって剥離し，堆積した

ような状態になる。 

（委 員） 配管が閉塞したといわれると，大量に落ちたイメージがある。 

     施設が稼動して２年くらい経つが，また２～３年するとこのような

状態がおこるのか。 

（事務局） 定期的に起こるということではなく，運転を停止した際に反応槽

自体の温度が下がることによって，堆積固形物が剥離するものである。

配管が細く詰まりやすい箇所でもある。堆積物の剥離対策は今後検討
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したい。 

（委 員） 特に危険がないのであれば問題ない。 

（会 長） 他になければ，次の環境モニタリングについてお願いする。 

 

【環境モニタリング他結果】 

（事務局） 今年度の環境モニタリングおよび定期分析を５月と１１月に実施

した。調査は，大気質としてプロセス排気と大気，水質として分析

排水・ユーティリティ排水・雨水排水・海水，悪臭調査を行なって

いる。定期分析は，処理済油と固形廃棄物について迅速分析結果を

検証するため，調査会社へ公定法による分析を依頼している。なお，

ユーティリティ排水・雨水排水・丹那港海水の調査および固形廃棄

物は，11 月のみ実施している。 

調査結果について説明する。 

先ず，大気質について報告する。 

プロセス排気のＰＣＢ濃度は，5月が 0.00000084 ㎎/㎥ N，11 月が

0.0000026 ㎎/㎥ N，ダイオキシン類は，5月が 0.000075ng-TEQ/㎥ N，

11 月が全てのダイオキシン類が定量下限値未満(0ng-TEQ/㎥ N)，で

あり，いずれも管理目標値を大きく下回っている。 

敷地内の大気のＰＣＢ濃度は，5月が 830pg/㎥ N，11 月が 550pg/㎥

N，ダイオキシン類は，5 月が 0.053ng-TEQ/㎥ N，１１月が

0.099ng-TEQ/㎥ N，であり，ＰＣＢ，ダイオキシン類とも環境基準

値を大きく下回っている。これまでの調査結果と比較しても同様な

値であった。 

水質について報告する。 

水質については，丹那港，敷地内の雨水排水におけるＰＣＢ濃度等

の分析結果で，環境基準値や排水基準値以下であり問題になるよう

な値はなかった。 

ユーティリティ排水も下水道排除基準値以下であり問題になるよう

な値ではなかった。 

なお，その他の測定項目，分析値は当社ホームページ掲載資料の

とおりでありご確認頂きたい。 

悪臭調査について説明する。 

 悪臭調査は，リサイクル処理棟排気における臭気を測定した。臭

いが少しある程度で，臭気排出強度としては，９０㎥ n/min であっ

た。5 月調査では，臭いがしなかったとして 8.1 ㎥ n/min 未満であ

ったが今回は数値が出ている。臭気の調査は，人が臭いを嗅いで数
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値化するものであり，同じ試料でも僅かな臭いだと臭いを感じる人

と感じない人があり判定に違いが出る場合がある。いずれにしても

管理目標値と比較してもかなり少ない値であり問題はないが，今後

も経過を見ることする。 

処理済油の分析結果について報告する。 

 分解確認槽において，通常は迅速分析法によりＰＣＢ濃度を測定

しているが，社外の調査会社に公定法による分析を依頼した。分析

結果は検出下限値 0.05 ㎎/㎏未満であり迅速法による分析の妥当性

を検証した。処理済油タンクの無害化処理済油のＰＣＢ濃度が処理

基準値 0.5 ㎎/㎏以下であることを確認するため，同様に社外の分析

会社に公定法による分析を依頼し，分析結果は検出下限値 0.05 ㎎/

㎏未満であり適切に処理されていることを確認した。 

固形廃棄物の分析結果について報告する。 

固形廃棄物についても，同様にＰＣＢ濃度等を公定法により確認し

たが，検出下限値 0.0005 ㎎/L 未満で判定基準値 0.003 ㎎/L であっ

た。 

 

なお，今回，実施した環境モニタリング結果については，配布資

料のとおり当社ホームページに掲載する。 

（委 員） ＰＣＢ等の検査は，数値としてきちんと出るので理解できるが，

臭気は人による判定なので，それが気になる。 

（会 長） 臭気は，臭気判定士という専門家がおり，判断している。 

（委 員） そうだと思うが，臭気の数値は人の判断で出ており，他は精密な

機械できちんと数値化できるのに，地元住民に説明するとき，どう

答えていいのか戸惑う。これは臭いがすれば数値化するのであって，

悪臭でなくても，例えばいいにおいでも数値がでるということか。 

（事務局） そういう事になるが，悪臭か否かの感じ方は人によって異なるの

で一概にはいえない。 

（委 員） 悪臭なのでいいにおいということはないと思うが，どんな臭いが

するのか。この施設内を歩いて感じるものか。 

（事務局） 排気管のところから吸気してガスを採取し，それを希釈倍率して

５～６人くらいの臭気判定士が判定する。そこで 1 人でも臭いがす

ると判断すれば，また希釈倍率をかえて判定することを繰り返す。

直に臭いをかいで鑑定することはない。人が感じる臭いを客観的に

判断できるように数値化されているのが臭気測定である。 

（委 員） 普段道を歩いていて感じるような臭いではないということだろう。
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生活上での臭いより随分と低い臭いであるということで理解する。 

（委 員）モニタリング調査を，５月と１１月から変更するとあるのはなぜか。 

（事務局） 調査会社に委託している各調査結果が出るのに1ヶ月以上かかり，

１１月の調査では１２月開催の安全性確認委員会で調査結果が報告

出来ないためである。この時期については後ほどまた説明する。 

（委 員）了解した。 

（委 員） ＰＣＢ分解棟の排気口開口部は，外に出ているのか。問題ない数

値ではあるが，変動があるようだが。あれは外気の温度などで影響が

でるのか。 
（事務局） 排気管の途中から採取しており，場所も屋内であり外気の影響は

受けない。 

（委 員）了解した。 

（会 長） 雨水排水調査結果の表で排水基準値が記載してあり，ＣＯＤが

160mg/L とあるが何の排水基準値か。下水道は分かるが。160mg/L も

あるのか。 

（事務局）雨水は本来関係ないが，水質汚濁防止法における工場排水の排水基

準値を記載している。 

（会 長）了解した。 

 

【その他】 

（会 長）その他の事項について，報告と説明をお願いする。 

      広島市が施設への立入検査を行なっており，広島市から報告して

いただきたい。 

（広島市） 今年７月までの立入検査結果は既に報告しており，８月以降の立

入検査結果等を報告する。 

      8 月 8 日午後，処理済油の搬出に立会い，処理済油の漏出等がなく

適正に行われていること，反応槽の温度およ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。また，8月 7日実施

の施設内ＰＣＢ分解確認検査結果を検査し，適正に分解されている

ことを確認した。 

      10 月 3 日午前，消防訓練に立会い，自衛消防隊が的確かつ迅速に

行動していることを確認した。あわせて 10 月 1 日実施の施設内ＰＣ

Ｂ分解確認検査結果を検査し，適正に分解されていることを確認し

た。 

      11 月 6 日午前，雨水排水の行政検査を行なうため立入検査と試料

を採取した。現在，分析中である。微量混入絶縁油の受入に立会い，
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微量混入絶縁油の漏出等がなく適正に行われていること，金属ナト

リウム分散体の受入に立会い，金属ナトリウム分散体の漏出等がな

く適正に行われていること，また，処理済油の搬出に立会い，処理

済油の漏出等がなく適正に行われていることを確認した。 

      12 月 10 日午前，微量混入絶縁油の受入に立会い，微量混入絶縁油

の漏出等がなく適正に行われていること，処理済油の搬出に立会い，

処理済油の漏出等がなく適正に行われていること，あわせて 12 月 9

日実施の施設内ＰＣＢ分解確認検査結果を検査し，適正に分解され

ていることを確認した。 

      なお，広島市における立入検査実施の計画は，定期検査として平

成 19 年度から平成 28 年度まで２ヶ月に１回，施設に対する苦情等

があれば臨時検査として，その都度，立入検査を行なうこととして

いる。以上が立入検査の報告である。 

（事務局） 補足として，１２月２５日に広島市で独自に排ガスの調査を予定

している。 

（委 員） 広島市が実施した立入検査の報告は，市役所内ではどのように取

り扱われていのか。 

（ 市 ） 産業廃棄物指導課長まで報告し，異常がないことを確認できれば，

そのほかへは報告していない。 

（委 員） 市も雨水排水の調査をしているが，調査結果がまだ出ていないよ

うであり，調査結果が出るまでの期間が長いようであるがどうなの

か。 

（ 市 ） 市としては，急がせても委託先に負担をかけるだけなので，余裕

を持った仕様書にしている。 

（委 員）了解した。結果は次回の委員会で報告されるのか。 

（事務局）調査結果は，事務局にいただけるのか。 

（ 市 ） データは事務局に提示するので，事務局側からみなさんに報告し

ていただくようにする。 

（事務局） 市から調査結果を受け取れば，日常訪問の中で早めにお知らせす

る。 

（会 長）次の「その他事項」について，事務局から説明していただきたい。 

（事務局） 安全性確認委員会委員の変更があったので報告する。 

      宇品東社会福祉協議会会長（以下「宇品東社協」という。）が高森

会長から石井会長に交替した。石井会長は，宇品東社協副会長とし

て，委員であったため引き続き会長として委員を継続する。宇品東

社協の副会長には，宇品東三・四丁目町内会長の日浦会長が就任し，
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町内会長と兼務で委員を継続する。宇品東二丁目町内会長が交替し，

大坪会長となり委員として新任となった。委員変更の報告について

既に委員の皆さんにお知らせしており承認を得ていると整理したい。 

安全性確認委員会設置要綱の改正があるので報告する。 

     今年２月から中国電力株式会社の組織改正があり，中国電力のオブ

ザーバー名称が変更になったので，設置要綱のオブザーバー名称を

「広報・環境部門マネージャー」に変更する。 

環境モニタリングの実施時期の変更について了承を得たい。 

環境モニタリングは，現在，5 月と 11 月に実施しているが，ＰＣ

Ｂの分析に 1 ヵ月以上の期間を要するため，12 月の安全性確認委員

会に結果報告を間に合わすために，1 ヵ月早めて 4 月と 10 月に実施

することとしたい。 

施設で異常が発生し消防署等へ通報した場合における安全性確認

委員会委員への通報について整理しておきたい。 

漏油や火災で消防署等へ通報した場合など異常発生時には速やかに

安全性確認委員会委員へ通報することとしているが，防災訓練で通

報を実際に行なってみると，事象発生当初は，災害状況の把握など

の初動対応と消防対応で人員を必要とする。全委員へ通報する時間

は十数分かかり，その間は異常事象への対応が手薄になる。異常発

生直後は，三･四丁目町内会長および丹那町内会長のみとし，他の委

員への通報はある程度落ち着いてからとしたい。 

以上の２点について，了承いただきたい。 

（委 員） 通報を受けてから，こちらがどのように対応すればよいか確認し

たい。 

（事務局）町内会で事情があると思うので，後日相談したい。 

（委 員）了解した。 

（委 員） 異常発生の状況では，近隣の地域だけに第一報を通報するのはど

うかとも思うが，状況に応じて報告をしてもらうように考えて欲し

い。 

（事務局） 基本的には，なるべく早く報告できるよう対応する考えである。 

     ただ，現実的にすべての委員に第一報を入れるのが難しい状況であ

るため，了承をお願いしたい。 

（委 員）消防は，すぐ情報が入るので，早めの対応をお願いしたい。 

（会 長） 要は初動体制が整ってから通報するという意味合いなので，通報

を怠ることではない。実際になにかあれば，速やかに対応していた

だくことになる。 
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（委 員） 防災訓練の時に，第三者も見学可能であるとあったが，誰か参加

したのか。 

（事務局）特に来所はなかった。 

（会 長） 環境モニタリングの時期であるが，説明にもあったように，委員

会での結果報告に間に合わせるためにも，時期をずらすことは了承

願いたい。 

（会 長）環境モニタリングの時期と異常時通報のタイミングは提案のとおり

でよいと思う。ほかに何かあるか。なければ第 12 回安全性確認委員

会を終了する。 

     事務局から何かあるか。 

（事務局）特になし。本日はありがとうございました。 

以 上 


