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平成１７年 １２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３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１７年１２月２６日（月）１５：００～１７：２０ 

２．場 所  絶縁油リサイクルセンター工事現場事務所２階会議室 

（広島市南区宇品東四丁目） 

３．出席者  委員９名，顧問２名，オブザーバー３名 

       （欠席２名 宇品東三・四丁目町内会会長，楠那学区社会福祉協議会

副会長） 

４．傍聴者  １名 

５．議事および主な内容 
(1)絶縁油リサイクルセンター建設工事現場の視察および工事状況 

絶縁油リサイクルセンター建設工事現場視察後，事務局より工事状況を報告

した。 
(2)環境モニタリング実施計画 
大気質のサンプリングを県計量検定所に変更することを含めて，環境モニタ

リング実施計画（案）が承認された。また，複数調査機関による水質・底質の

分析および丹那港内の複数箇所での底質分析について実施内容については，広

島市と調整のうえ事務局から委員の意見をいただくこととなった。 

(3)非常時対応マニュアル・連絡体制 
前回委員会において示された「非常時対応マニュアル・連絡体制」の考え方

について，広島南消防署との協議結果を踏まえて，施設で万一油漏洩・火災・

輸送事故および人身事故が発生した場合の地域への連絡方法および当社の対応

を整理した具体的な内容を事務局より提案した。消防署へは当社より連絡ルー

トや初動対応方法などを盛り込んだ「危険物の取扱いに関する予防規程」を提

出することとしており，次回委員会で説明することとした。 
(4)その他 
＊ 以下，「安全性確認委員会」を「委員会」と記載する。 
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６．主なやりとり 

(1) 絶縁油リサイクルセンター建設工事現場の視察および工事状況 

（議長）この年の瀬のおしつまった時期にお集まりいただきありがとうございます。

本日はこの後，現場の見学を行うので，事務局よりまず工事の進捗状況につい

て説明してもらいます。 

（事務局）建築工事においては，現在，リサイクル処理棟建屋３階東側の鉄骨工事を

実施しており，今年中に全部の建方を終える予定。主要な機器については搬入

が終り，所定の位置に設置している。配布した工程表には予定・実績を記入し

ているが，建築工事としてはＰＣＢ分解棟とリサイクル処理棟の第２節の鉄骨

建方をしており，これは建物の３階面にあたる。機器工事としては，１０月か

ら１２月にかけて機器の据付を実施してきて，屋内については据付の終わった

機器の配管工事を順次進めており，屋外については工事が出来るようにラック

まわりに足場を組んでいる状態である。タンクヤードではすべてのタンクの据

付が終り，１２月２１日に消防の完成前検査を終えており，現在，塗装，周辺

機器設置の工事を行っている。パイプラック配管工事については足場をかけて

準備している状態で配管工事はまだ実施していない。泡消化・冷却設備・雨水

処理設備については機器の搬入を終えている。 

これから，リサイクル処理棟・ＰＣＢ分解棟の見学ということで，移動して，

１階，２階面を確認していただきたい。ＰＣＢ分解棟１階では油の漏洩防止の

ため床に鉄板敷をしているので併せて確認していただきたい。 

（議長）工程表で赤の部分が，今日現在で工事が完了している部分ということで，長

さが違っている部分は，実績工期が長くなったり短くなったりしたということ

か。 

（事務局）完全に終わっていない工事もある。工事途中のものと完了したものを区別

するために，点線で表記する等，次回より変更する 

（議長）工程表について質問がなければ，明るいうちに現場に移動したい。現場から

帰った後にも，工事状況・工程について質問を受付けます。 

 

【現場視察】 

  リサイクル処理棟１階 → ＰＣＢ分解棟１階 → ＰＣＢ分解棟２階 (抜油

設備側からタンクヤード確認) → リサイクル処理棟２階 → 油水分離槽 

・ 建物建築状況の確認 

・ 機器据付状況の確認 

・ 油の漏洩防止でＰＣＢ分解棟１階床に鉄板を敷いていることの確認 

・ ＰＣＢ使用絶縁油タンクの使用材料の確認 

・見学通路範囲の確認 
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（議長）現場を実際に見てもらうとイメージも新たになると思う。今の工事現場，先

程説明のあった工程表を含め何か気付いた点があれば確認をお願いしたい。 

    ところで，敷地周りのフェンスはどのくらいの高さのものを考えているのか 

（事務局）護岸側はすでに新設のフェンスを設置している。同様のものを設置する。

２ｍぐらいの高さである。 

（議長）低すぎても管理上問題があるし，高すぎても威圧感を与える。 

（事務局）将来的に敷地のレベルが現在に比べ高くなるため，新設フェンスは既設フ

ェンスより高くなっている。また，侵入防止として，敷地境界部分は機械警備

を採用する計画である。 

（議長）低濃度ＰＣＢタンクは茶色であったが，このままか。 

(事務局)今塗っているのはサビ止めであり，これから塗装する。色は現在塗ってい

るタンクと同じクリーム系となる。 

（議長）せっかく作ったものだから見栄えのいいものにしてほしい。 

    今回，通常見ることはできない工事中の現場を見ることができたので，何かあ

れば確認してほしい。昨今は構造物については何かと話題になっており，鉄筋

は抜いていないかとか。 

（委員）当然，耐震構造についてはしっかり行っている 

（委員）相当な数の機器を据付けしているようだが。 

(事務局)建物は耐震性を重視し，鉄筋・鉄骨の太さを決めていて，床に設置してい

る機器の重さに対してはかなり余裕がある。 

（委員）施設の入口はどこになるのか。 

（事務局）当社南広島変電所境界南側になる。 

（委員）入口は警備員が常駐するのか。 

（事務局）昼間は常駐で夜間は機械警備とする。夜間は無人であるが，リサイクル処

理棟１階にはオペレータが２４時間勤務しているので，施設としては無人では

ない。 

(2)環境モニタリング実施計画 

（議長）それでは続いて環境モニタリングについて，前回の委員会において頂いた意

見を事務局で検討し計画をとりまとめ，事前に委員の皆さんに確認をしている

と聞いている。何か気付いた点があれば確認をお願いする。 

（委員）悪臭だが，隣の工場の臭いが何の臭いかさっぱり分からない。本施設の臭い

が判断できるかというと，その工場の臭いで難しいのではないか。工場からの

臭いがどのような成分があるか我々では分からない。 

（議長）臭気を測定する地点が排気口になっているので，排気ガスの検査をすれば外

気が混ざらない状態でサンプリングされるのではないかと思う。 
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（事務局）今，議長も言われたが，測定場所を排気口としており，臭いが出るであろ

う配管を排気口まで持ってきて，多少排気の流れがあるのでサンプルを取り，

袋に取り込んで持ち帰り臭いの強さを分析する。６カ月に１回の測定を計画し

ている。 

       このやり方では，周りに他の臭いが漂っていても，排気口でうまくサンプル

できれば周りの影響は無視できるのではないかと考えている。 

       実際に住んでいる場所で感じる臭いというものは，やっぱり評価したいとい

う気持ちは分かるのだが，我々が考えている出口での排気は，最終的に敷地境

界においてに臭わないレベルとなるような出口排気を目標としている。当然出

口で目標以下になっていれば敷地の境界においては臭わない程度のものを評価

することになる 

（議長）中電側としては排気口で管理するということがまず一点，もう一点は，今，

色々な臭いを感じさせる物質は非常に微妙であり，水の中に入っている臭い，

大気の中にはいっている臭いの成分を調べるのは非常に難しい。これが何だと

決めつけるのは知らない人間がやると非常に難しい。もともと出している人間

が多分一番情報を持っているはずである。それに関してはおそらく何らかの形

で，そういった要望を該当する工場，広島市にされたほうが，中電が調べるの

ではなく該当する工場に情報を提供してもらう，そういった形のほうが内容も

分かるのではないか，場合によっては中電から広島市側へ要望をしてもらう。

要望が住民の方からたくさんあれば，もう少しそういった形で評価したほうが

いいのではないか。広島市のほうからもオブザーバーとして来て頂いている。

もし，何か今の時点で説明できることがあれば，なかなか難しいと思うがお願

いしたい。 

（オブザーバー）まず中電側のＰＣＢ処理施設だが，排気ダクトのパイプの中にフラ

ンジをきってそこから採取するということで，外部で測定するものではない。 
   外部で何か別の臭いがあったとしてもそれには関係なく，ＰＣＢ処理施設から

臭いがあるものが出ているか出ていないのか分析する計画となっている。 
    ご指摘の臭いであるが私も以前公害部門にいたこともあるが，この場所がど

のような状況になっているか現在，私も担当ではないので詳しく分からないが，

ご指摘の工場としても大企業であるし，当然，脱臭装置は設けてある。何の臭

いかというと，ここの場合はおそらく鋳物を作る時に使う鋳型を砂みたいな焼

けないもので作るが，その鋳型がくずれてしまったら，中に溶けた金属を流し

込んでも，きれいな形とならないので，砂を固めるある種の熱に強い樹脂のよ

うなものを混ぜている。最新のものはどうなっているかは分からないが，その

鋳型にアルミの溶けたものなどを，鋳型に流し込んだ時に焼けて，何かにおう

のではないか。 
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    従来からある程度定期的に操業状態を監視するよう立ち入りもしている。有

害性については問題ない。ただ，臭いだから感覚的にうれしくない，今みたい

な話があったので持ち帰り公害部門のほうに伝えたい。 
（委員）質問した趣旨としては，悪臭が出ても，ＰＣＢ施設のものかどうか分別が出

来ないということが言いたかった。この施設から臭いが出ても，工場の臭いが

あるから分からない。人間の鼻では判断が出来ない。目で見えない，見えるも

のなら，何か出ていたら皆で通報すればいいが。 
    測定する場所は分からなかったので聞いたが，今，測定場所を聞いて，ＰＣ

Ｂ施設の悪臭は分かるのではないかと思う。 

（委員）年に１回測定することで，少なくとも敷地境界では，臭いが出ないレベルと

し，結果を公表してもらい，どのような数値がでるか確認したい。 

（事務局）本施設の臭いの原因となるものは硫化水素なので，一度，リサイクル処理

棟排気口で排気を袋に入れて委員に臭いをかいでもらうというのもひとつの手

であると考えている。 

（議長）臭気は何を測定するのか。 

（事務局）臭気指数を測定する。硫化水素そのものの濃度を測るのではない。 

（議長）人間が実際に臭いをかいでみて，それが臭うか臭わないか調べるような試験

方法なので，そういった意味で個人的な差はあると思う。それがどのような臭

いかというのもコメントもついて出てくると思う。臭いの強さを判定出来るモ

ニタリングである。 

    臭いについては，地域環境にとっては重要な問題であると思う。中電も広島

市と協議して，少しでも住民の皆様への負担が軽くなるような方向で話をすす

めてほしい。 

（委員）臭いは日によっても風向きによっても違う。宇品東方面でもかなりきつい臭

いがする。地元の人が一番臭いを感じていると思う。 

（委員）時間帯は朝方でないかと思う。ある時間帯にまとめて出しているのではない

か。 

（議長）広島市も行政指導の立場があり，情報があれば，次回委員会，また，それま

でに機会があれば委員へ報告してほしい。 

（事務局）環境モニタリングの敷地外の大気測定位置として前回説明の中で，当社旧

広島電力所建物と丹那西公園にしていたが，今回，丹那西公園については，そ

の南にある県計量検定所へ変更したい。変更の理由は，リサイクルセンターが

見える場所で，土・ほこり等の影響を受けないところ，試料をサンプルするの

に一週間程度必要なため，その間機器を連続して設置しても安全であり，点

検・確認等が容易に出来ることを考慮したものである。 

（議長）敷地外のモニタリング位置だが，見慣れないものが置いてあると，子供が触
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ったりして事故があったりしても問題があろうかと思うので，管理が出来る地

点ということで，いいのではないか。 

この建物は何階になるのか。 

（事務局）平屋であり，屋上で測定する。 

（議長）それほど高い地点ではないのか。 

（事務局）高いところではない。 

（議長）変更点として提示された内容であるが，問題ないか。 

（委員）〔異議なし〕 

（委員）水質を年に１回測定するとなっているが，回数をもう少し増やすことはでき

ないか。年に１回だと状況が分かりにくいのではないか。 

（議長）実際に施設からの処理水が丹那港に出るようであれば，年に複数の測定が必

要であると思うが，建物・道路からの雨水だけが排出するだけであるので測定

の重要性がどこまであるかということだが。 

（委員）今回初めて，油水分離槽というものを見せてもらったが，雨量が多い時を心

配した，夏は非常に雨水の多い時期がある。処理場でも処理出来ないような雨

水がある。 

（事務局）今の話は下水処理場の話か。放水量が多い時も少ない時もあるということ

か 

（委員）ここの設備がどれくらい処理出来るのか，知りたかった。 

（事務局）油水分離槽というのは，万が一，雨水に油が混ざった場合に，水と油を分

離する設備で，大きな事故等で油が漏れなければ，通常は雨だけがそのまま海

に出るというものである。処理をするというものではない。処理するのであれ

ば雨水の多い少ないが影響するが，通常は心配するものではないと思っている。

もちろん，雨が降っている時，同時に何かトラブルが発生し油が漏れ，油膜を

検知すればそこで海に流さないということになる。その場合は構内の中で雨水

が溜まることにはなるが。 

    雨水のみを流すことから年に１回，念のため測定することで，提案している。

さらに回数を増やす必要があればこの場で議論してほしい 

我々が懸念しているのは，水質というよりは底質で，丹那港内の湾の泥に含

まれているＰＣＢを処理開始前に１回測定することを提案した。１箇所だけサ

ンプルを考えているが，ここの底質というのは長年の３０年，４０年と経過し

た底質であるので，過去の歴史を見るという意味では，サンプルする場所を増

やすというのは皆さんに安心してもらうためのひとつの手ではないかと考える。

前回の委員会では１箇所のサンプルを提案したが，施設運転開始前に底質を測

定する場所はもう少し増やして，過去の実態を把握したほうがいいと考える。 

（議長）おそらく１地点だけのデータだとそれで現況がどうなのかと判断するのは難
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しい。環境基準地点の測定結果を広島市，広島県のほうで取られているデータ

はあると思うので，それと比較することは出来ると思うが，丹那港において複

数地点のサンプルをしたほうが，データを評価し易いのではないか。 

    それは水質も含めてか。 

（事務局）水質については，当然ＰＣＢは無しという結果が出ると考えている。土の

中にはある程度のＰＣＢが成分として含まれていると聞いているので，底質に

ついては状況把握という意味で，前回提案した１箇所から測定箇所を増やして，

湾内で目安となるデータを採取したい。 

（議長）今，事務局のほうから提案があったが，データを取ってもらい，それを見て，

その後の調査をする必要があるかどうかをこの委員会で議論してもらえればい

いのではないか。稼動前に実施して稼動中にしないというのは逆におかしい。

１０年後は当然測定することになるとは思うが，ある程度，施設が稼動した後

のデータも場合によっては必要になるかと思う。今，事務局より提案があった

方向のほうがより正確な議論は出来るのではないか 

（オブザーバー）確認だが，採取する場所を５箇所にするのであれば，５検体のデー

タが出るのか。我々も同様の測定をよく実施することがあるが，データの評価

が２とおりあると思う。５箇所の泥を取って，それを全部混ぜて均一化して１

つのデータとして分析する方法もあるし，５箇所の泥をそれぞれ分析する方法

とあるが，後者であれば皆さんのイメージと一致すると思うが。もし，混ぜ合

わせて１検体とするのであれば，それをきちんと説明しておいたほうが良いの

ではないか。 

（事務局）５箇所のデータをそれぞれ独立して分析する後者の測定を考えている。 

（議長）３箇所なら３箇所の５箇所なら５箇所のそれぞれのデータを分析する。これ

も細かいことをいうといつ頃の年代のＰＣＢか，深さ方向にサンプリングする

という方法もあるが，そこまですると大変な騒ぎとなるので，少なくとも平面

的なデータを中電としては把握したいと，その方向で進めていただきたい。 

（委員）調査の会社だが，大気質については，複数としているが，水質・底質につい

ては１社だけなのか。 

（事務局）前回委員会でも説明したとおり，ＰＣＢ・ダイオキシン類については複数

の調査会社で実施するというのが，事務局からの提案である。 

（委員）何故，大気質だけが複数で，他が１社なのか 

（事務局）悪臭・騒音・振動についてはＰＣＢにはまったく関係ない項目である。大

気質・水質・底質がＰＣＢに関係するもので，これまで説明したとおり，海域

へは通常状態では影響がない。最も重要なのは大気質で，大気中には微量では

あるが施設よりＰＣＢが出ていくので，実際に周辺の皆様へ影響があるとすれ

ばこれは一番大きいものと考え，この項目については複数の会社で念のため測
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定することした。水質他が参考だというつもりはないが，水質他については，

指定検査機関で大きな差は生じないものと考えて１社の測定を，大気質につい

ては皆さんの生活に密接に関連するということで念のため２社での測定をそれ

ぞれ提案させてもらった。 

（議長）大気は１週間かけてサンプリングして分析をするということで，サンプリン

グ自体も大変な作業である。一方，水質・底質のサンプリング自体はその場所

に行って，採水器を降ろして採水するだけであり，それほど面倒ではないし，

また，水質の分析は，調査を計画している会社であれば，おそらく環境計量証

明事業の資格をもっており，昨今，ダイオキシン・ＰＣＢの分析の精度管理は

非常に厳しく言われていることから，クロスチェックは当然行われている。そ

ういった意味で水質・底質に関しての分析結果を見てもらう時の信頼性はかな

り高いのではないかと思う。大気に関しては，一番心配な点でもあるから，委

員会としても，中電としてもクロスチェックによる担保を取りたいという考え

であると思う。水質については，ＰＣＢそのものは，すぐ分解するようなもの

ではないので，場合によってはサンプルを保存しておいてもらい，疑義がある

ような結果が出れば，改めて別の機関に分析を依頼するのもいいのではないか。 

広島市による設置許可において，複数の調査会社で環境モニタリングをする

よう付帯条件が付されているので，事務局としても再確認してもらえればと思

う。 

（事務局）広島市からの付帯意見の中では，大気質という指定はなく，環境モニタリ

ングについて という書き出しになっている。当社の提案がいいかどうか広島

市に確認する。 

（議長）広島市と調整してもらい，委員へは改めて報告してもらう。 

    それでは，今回のこの施設に関する環境モニタリングの計画については，複

数調査機関での水質・底質の分析，丹那港の中での底質分析について複数地点

で行うという二点は最終的には事務局のほうで検討し，改めて委員へ連絡のう

え意見をもらうということで，またそれから，事務局より最初に説明のあった

大気質のサンプリングを県計量測定所で変更するということでそういった点を

含めて，この原案を認めてもらえるか。 

（委員）〔異議なし〕 

（議長）それでは，原案を認めてもらったということで，この計画に基づき，中電は

環境モニタリングの計画を実施して下さい。 

(3)非常時対応マニュアル・連絡体制 

（議長）引き続いて非常時対応マニュアルの検討状況について事務局より説明をお願

いする。 

（事務局）前回の委員会で，当社として情報提供を迅速に行うために「連絡ルートを
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明らかにする」，「絶縁油の漏洩，火災発生，移送中の事故，台風の襲来等を

対象としたものを作る」，「防災機関である広島南消防署と具体的に協議す

る」ということを説明した。南広島消防署と先月話をして，この施設は，燃料

タンク，一般貯蔵所を取扱う対象となる事業所となることから，消防機関に予

防規程を提出することになる。消防法の中の危険物取扱い施設において規模の

大きな取扱い数量の多いものはこの規程を提出することが義務付けられており，

内容については，自主管理のための点検保守に関する項目，人的災害が起きた

時の対応，連絡ルート，初動対応の方法等が入るようになる。また，地震等が

起きた時の対応についても含めるようになっている。 
    前回の委員会でも，油漏洩等の発生時にどういう状態の時に通報・連絡をす

るという話が出たが，通常状態以外になれば，消防へすべて連絡するという話

になった。これにより，連絡を受けた後に緊急車両を出動させるか，また，現

地を調査するかは消防で判断することとなる。 
火災時には，避難の必要性等の現場広報は消防で実施する。また，必要であ

れば，道路等交通規制について警察と協力して消防が実施するとの説明を受け

ている。 
防災無線の活用についても前回の委員会で話が出たが，消防署は地域の防火

責任者の方に通報する独自に地域へ通報するルートをもっているが必ずしも，

委員の皆さんの家に設置されているものではないと聞いている。 
地元への連絡についてだが，「油漏洩」，「施設内火災」，「輸送中の事

故」，「人身事故」のトラブル発生した場合，防災機関へ通報を実施して，防

災機関の対応としては緊急出動，調査確認，聞き取りがあるが，地元のほうへ

はリサイクルセンターの副所長，副長を対応者として決めて，電話にて地元の

代表者の方へ連絡したいと考えている。 
速報としては，「宇品東社会福祉協議会会長」，「宇品東三・四丁目町内会

長」，「丹那町内会長」，「楠那学区社会福祉協議会会長」，「広島市漁業協

同組合黄金山南地区理事」，「大河漁業協同組合組合長」の６名の方にまず，

連絡する。不在の場合はそれぞれの副会長，または代行の方へ連絡したいと考

えている。速報連絡者に含まれていない安全性確認委員会の委員へは，その後

に連絡をすることとしたい。 
続いて，プロセスの系統の中で高い濃度のＰＣＢが漏れた時の対応を今回具

体例として作成しているので説明する。 
ＰＣＢを無害化反応処理する前に槽においてＰＣＢ使用絶縁油と希釈用ＰＣ

Ｂ微量混入絶縁油と反応促進剤であるＩＰＡを混合するが，混合する槽まで送

る配管に漏れがあった場合の対応について記載している。 
系統図で説明すると，使用絶縁油計量槽から混合槽に送る配管中に，配管接
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続用にエキスパンションがあり，ここから漏れが発生したと仮定している。こ

の場所はＰＣＢ分解棟の３階にあたる。 
運転員が油漏洩を発見すると，２４時間常駐している運転責任者にまず連絡

し，そこから第一報で防災関係機関へ連絡する。そして当社のリサイクルセン

ター所長，運転委託先の所長へ報告する。常駐している運転責任者はすぐに漏

洩防止，現場の確認等の初動体制を組み対応するとともに，現場活動，緊急車

両誘導等の確認をする。遅滞なく，当社は非常体制を組み，リサイクルセンタ

ーの中に防災本部を置き，連絡・情報収集等を行う。防災本部からの連絡先と

すれば広島市，当社本社，地元（安全性確認委員会）を考えている。全体の体

制を今，説明したようにしたい。 
実際の漏洩した時の対応はまず，運転責任者・運転員３名で初期の対応をす

る。責任者は連絡，構内放送等を行い，運転員はＡ，Ｂ２名いるが，操作室で

漏洩の防止措置操作を行う者と，現場に行き被災者がいれば救急措置，吸着剤

等で油を回収する者とがいる。 
防災本部の具体的対応，防災資機材は記載のとおりであり，消防が到着する

と消防へ引継ぎを行い，消防の指揮下で活動することになる。 
これは，ＰＣＢ分解棟でＰＣＢ油漏洩があった想定の一例として記載してい

る。 
（事務局）これが非常時の操作対応マニュアルの一例を示したもので，高い濃度のＰ

ＣＢが３階で漏洩したというひとつのケースで，こういったものを考えられる

だけケースをあげて，それぞれに運転員等がどういう対応をすればよいかとい

うことをこれから４月までにマニュアルとして作成していこうと考えている。 
    今回，一番，委員の皆様に関心があるのは，連絡体制になると思うが，前回

委員会時と比較してシンプルにしている。前回は避難する必要がある場合は連

絡することとしていたが，検討した結果，「油漏洩」，「施設内火災」，「輸

送中の事故」，「人身事故」等のトラブル発生した場合は，当然，消防・警察

に連絡のうえ，委員の皆様へ速やかに連絡するという方針で進めたいと考えて

いる。もう少し連絡する範囲を広げる必要があればこの場で意見を伺いたい。 
（議長）現在までに中電のほうで作成している非常時対応マニュアルであるが，特に

地元への連絡体制で意見はあるか。原則，通常状態と違う事態が生じた場合は，

少なくとも，今，説明があった方へは連絡するということを考えているが，ど

うだろうか。私自身も原則，連絡は必要だと感じている。その後については，

各代表の方，または，この委員会へ出席している方で判断してもらうことにな

ると思う。こういったメンバー以外にも連絡したほうがいいという意見はある

か。 
（委員）〔異議なし〕 
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（議長）では，この案で今後すすめてもらい，次回４月の委員会までに事務局で作成

したマニュアルについて最終的な確認をする。 

(4)その他 

（議長）事務局よりその他として報告事項があると聞いている。説明をお願いする。 
（事務局）国のＰＣＢ処理事業であるＪＥＳＣＯ豊田事業所，他電力のＰＣＢ施設で

起きた事故事例をご報告する。 
    ＪＥＳＣＯ豊田事業所では高濃度のＰＣＢ油を分解するだけでなく，容器の

洗浄処理をする。ＰＣＢに汚染された容器をＪＥＳＣＯ豊田事業所では，溶剤

で洗浄するが，その中で洗浄液を再度利用するため蒸発させる工程がある。ポ

ンプを使い洗浄油を循環するが，ポンプの出口に圧力計があり，その圧力計が

外れ，そこからＰＣＢを含む溶剤が約２００リットルほど，部屋の中に漏れ出

た。その結果，最終的に温度が２００℃くらいになった排気が出たことにより

油と一緒に蒸発したＰＣＢが活性炭を通らない系統に紛れ込んだため，ＰＣＢ

が大気中に出ていったという事例である。これは新聞でも話題になったようで

ある。 
    他電力の施設では，今年３月，冷却油タンク底部に穴が開いたことによりＰ

ＣＢは関係ないものの油が漏れたという事例が生じた。原因は腐食とされてい

る。このことは他社からの情報であり，詳細な原因は不明であるので，新聞等

を通じて得た情報を整理している。 
    同じく８月に起きた事例を報告する。この事例は，反応工程において，反応

槽下部のフランジのところから油が漏れ，その油が発火して火災になったもの

である。事故のおきた施設は，水酸化カリウムを入れて塩素を取るという化学

反応であるが，その反応温度が３０５℃と非常に高い。そこへ発火点が２８

９℃と低い油が漏れ出し，空気に触れて発火したため，反応槽のまわりの配管，

保温材が燃えたものと推察される。一方，当社の施設については，薬剤を入れ

て攪拌しながら反応させるという工程は事故のおきた施設と一緒であるが，油

にナトリウムに分散させた薬剤（ＳＤ）を使い９０度で反応させると同時に考

えられる発火原因をすべて取り除いている点が異なっているため，自然発火の

可能性は極めて低いものと考えている。また，当社と事故のおきた施設とでは，

反応方法の違いから，構造や反応温度等の条件に違いがあるので施設での対応

は異なる。例えば，局所的な腐食についての対応として当社施設では，反応槽，

抽出中和槽等の各槽があるが，内容物に応じた適正な材料を使っており，あら

かじめ予想出来る範囲で対応している。 
（議長）こういった施設でのヒューマンエラーのリスクをゼロにすることは難しいこ

とで，それを踏まえたうえで，事業者がいかに適切な運転，管理をしていくこ

とが重要であると考える。方法は違う同じ事業の事故事例を紹介してもらった
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が，こういった事例を参考にしながら，中電の事業では同じことがないように

してもらうのは前提である。 
（委員）非常に怖いものだと思う。これまでの説明の中で中国電力の設備では絶対に

事故は起こらないという感じで思っていたが，本当にどういうことが起こるか

分からない。定期点検というものは何年に１回か行うのか。 
（事務局）期間としては１年に１回設備を停止して，１ヶ月くらいかけて点検するこ

とを考えている。具体的な点検項目としては，圧力容器の対象となっているも

のはその機器の検査項目に準じた点検を，活性炭フィルターは劣化状況の確認

をする等計画している。 
（議長）リサイクルセンターの運転，点検は委託するのか 
（事務局）運転・監視，日常の軽微な点検作業は日常保修として委託するが，それと

は別に設備を止めて，場合によっては配管を外して清掃する等の作業を考えて

いる。 
（議長）こういった施設では定期点検を必ずするはずである。 
（事務局）漏洩，火災，人身事故，輸送事故があった場合，速やかに連絡する。基本

的にケースを問わない。仮に，機器の故障や緊急停止等の漏洩に至らなかった

事故が起きたとしても少なくとも，委員会の中でトラブルについて，当社のほ

うから報告する姿勢で努めていきたいと考える。 
    それが，次の大きなトラブル・事故を発生させないことにつながると考えて

いる。 
（議長）中国電力の取組み姿勢を説明してもらったが何か他に意見がないか。 
（委員）〔意見なし〕 
（顧問）災害を色々と想定されるのはいいと思う。やはり，事故が起きる原因は運転

員の勘違いが一番多いと思う。今回，現場を見たが，汚水升か雨水升かパット

と見ただけでは分からない，大きさを変えるとか色をつけるとか，目視でも完

全に違いが分かるようにすることはちょっとしたアイデアであるが検討してい

ただければと思う。同じようなタンクが二つあれば，どっちだっただろうかと

いうのがあると思う。それを色か何かで区別してもらえれば間違いが起こりに

くいのではないか。やはり先程，言ったように，思い込み，勘違いが原因とし

て一番多いと思うで，それを防ぐことが重要である。 
（議長）それではこれで第３回の安全性確認委員会を終了する。平成１８年に入り，

４月の次回委員会では工事完了，非常時対応マニュアルの決定，試運転計画に

ついて事務局より説明してもらう。 
（事務局）来年の委員会の予定については，あらためてご案内する。本日はありがと

うございました。 
以上 


