
御意見の概要 御意見に対する考え方

北海道事業について

○ 処理施設の増設については異論はな ← ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本
いが、一層の情報公開をして欲しい。 計画（ＰＣＢ廃棄物処理基本計画）で

は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣ
Ｂ廃棄物）の処理施設を設置し、ＰＣ
Ｂ廃棄物の処理を行う者は、積極的に
情報公開を行い、地域住民への十分な
説明等に努めなければいけないことと

。 、されています 本規定の趣旨を踏まえ
今後とも、日本環境安全事業株式会社
（ＪＥＳＣＯ）に対し、情報公開につ
いて必要な指導監督を行うこととして
おり、その際、御意見についても参考
とさせていただきます。

○ ＰＣＢ廃棄物について、長距離輸送 ← 東北、北関東、甲信越及び北陸地方
が必要などの理由から、本州分につい の１５県におけるＰＣＢ廃棄物につい
ては本州の処理施設で処理を行うべき ては、同地域における処理体制が整備。
また、処理施設は可能な限り複数の場 されていない状況において、国及び関
所に建設し 啓発運動の拠点とすべき 係各県からの要請を踏まえ、平成１６、 。

○ 北海道と東北、北関東、甲信越及び 年に北海道事業での処理について北海
北陸地方の１５県における汚染物等の 道及び室蘭市に同意いただいたところ
処理は、室蘭市以外で行うべき。どう であり、今回の増設もこの同意に基づ
しても室蘭市で行うということであれ くものです。同意の際の受入条件に、
ば、何度も住民説明会を開催して、住 収集運搬時の安全性の確保等について
民の合意を得るべき。 も示されているところ、国では、収集

運搬を行う者による安全かつ確実なＰ
ＣＢ廃棄物の収集運搬を確保できるよ
う、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に係るガ
イドラインを策定しています。今後と
、 、も 必要な見直し等を行うことにより
ＰＣＢ廃棄物の運搬を行う者に対する
都道府県市の指導監督等と相まって、
ＰＣＢ廃棄物の安全かつ確実な運搬の

。確保がなされるよう努めてまいります
また、処理施設周辺の地域住民の皆様
に事業の安全性や信頼性に対する御理
解を深めていただけるよう、ＪＥＳＣ
Ｏに対して必要な指導監督を行うとと



、 。もに 国としても努力してまいります
啓発に関しては、ＰＣＢ廃棄物処理

、 、基本計画では 国及び地方公共団体は
ＰＣＢ廃棄物の処理に関する知識の普
及び意識の向上を図ることとされてお
り、この趣旨を踏まえ、今後ともＰＣ
Ｂ廃棄物の処理に関する普及啓発に取
り組むこととしています。

○ 平成２７年３月までの期間内に処理 ← 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
が完了するよう、提案通り、北海道事 な処理の推進に関する特別措置法 （Ｐ」
業における汚染物等の処理について計 ＣＢ特措法）等に基づき、ＰＣＢ廃棄
画に明記するとともに、速やかな事業 物の確実かつ適正な処理の推進を図る
推進をお願いしたい。 べく、拠点的広域処理施設の整備をす

すめることとしています。

○ 更なる延期が必要とならないよう配 ← ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理
慮するとともに、不測の事態にも対応 がなされるよう、また、処理施設周辺
しうるリスクマネジメントの強化を図 の地域住民の皆様に事業の安全性や信
って欲しい。 頼性に対する御理解を深めていただけ

るよう、ＪＥＳＣＯに対して必要な指
、 、導監督を行うこととしており その際

御意見についても参考とさせていただ
きます。

○ 計画的な処理をすすめる観点から、 ← 御意見を踏まえ、当面、１日当たり
汚染物等に関する施設能力について ８トン以上（汚染物等量）とすること
明示すべき。 を明記します。なお、施設能力の具体

的な数値は、採用される処理技術等が
明らかになった時点で、明示すること
としています。

○ 処理の開始の予定時期が延期される ← ＪＥＳＣＯからは、先行事業の不具
ことについて、他事業における不具合 合事例については、北海道事業におけ
事例の対応を反映させることが延期の る処理施設の設計後に判明し、その際
理由の一つとされていたが、なぜこの に対応方法が検討されたものが少なく
ようなことになったのか。 なく、今般、このような事例を反映さ

、 。○ 処理の開始の予定時期が延期される せることとしたため と聞いています
ことについて、その責任は誰がとるの ＰＣＢ廃棄物については、安全な処
か。 理を実施することが必要であり、こう

した観点からの延期であることについ
て御理解をいただければと思います。



○ 処理の開始の予定時期の変更につい ← 処理の開始の予定時期の変更及び増
て、事前に住民に情報を提供し、意見 設事業については、８月１日の「北海

」をもらうべき。 道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議
○ 手続きとして問題が多く、市民説明 、８月８日の「ＰＣＢ廃棄物処理事業
からやり直していただきたい。 に関する説明会 及び１０月２日の Ｐ」 「

ＣＢ廃棄物処理に関するセミナー」に
おいて説明がなされ、また、これらの
場と今回のパブリックコメントにおい
て御意見を伺ってきたところです。事
業の進捗については、今後ともＪＥＳ
ＣＯに対し、地域住民の皆様への積極
的な情報公開について必要な指導監督
を行うこととしています。

○ 今回の変更が、今後の処理のスケジ ← 具体的な処理のスケジュール等につ
ュールにどう影響するのか。処理期限 いては、ＪＥＳＣＯにおいて定めるこ
は延長されるのか。 ととなるため、今回の御意見の趣旨に

○ ＰＣＢ廃棄物の処理を委託する際の ついて同社に伝達するとともに、今後
手続きについて、ＰＣＢ廃棄物の保管 の施策の参考とさせていただきます。
事業者向けの説明会が開催されるのは
いつ頃か。

○ 処理スケジュール、処理料金につい
て、早期に公開して欲しい。

○ 汚染物等について、処理対象物を具 ← 具体的な処理対象物等については、
体的に明示して欲しい。 今後ＪＥＳＣＯにおいて定められ、公

○ 具体的な処理対象物や、ＰＣＢ廃棄 表されることとなります。
物の処理委託時に分析の義務づけが予
想されるものがあれば分析項目等につ
いて、公開して欲しい。

○ 汚染物等の処理に係る施設整備につ ← ＪＥＳＣＯに御意見の趣旨を伝達さ
いて、地域密着型の事業推進をお願い せていただきます。
したい。

○ 北海道の気候や道路状況等を考慮し ← 今回の御意見の趣旨についてＪＥＳ、
冬期に定期点検を実施することで、冬 ＣＯに伝達するとともに、今後の施策
期以外の処理期間を長くして欲しい。 の参考とさせていただきます。

北九州事業について



、 、○ ＰＣＢに汚染された土壌についても ← ＪＥＳＣＯが設置する処理施設では
、処理が可能として欲しい。 ＰＣＢ廃棄物処理基本計画等に基づき

ＰＣＢ廃棄物を処理対象として整備が
なされており、具体的な処理対象物に
ついては、今後ＪＥＳＣＯにおいて定
められ、公表されることとなります。

その他

○ ＰＣＢ廃棄物について、行政が責任 ← ＰＣＢ廃棄物については 「廃棄物の、
をもって、安全な保管を行うことを先 処理及び清掃に関する法律 （廃棄物処」
行させるべき。また、ＰＣＢ廃棄物の 理法）に基づき、排出事業者による適
存在量を適切に把握し、全量の処理を 切な保管が義務づけられております。
行うべき。 また、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者

等は、ＰＣＢ特措法に基づき、都道府
県知事に対する保管等の届出が義務づ
けられています。ＰＣＢ廃棄物の確実
かつ適正な処理を推進するため、この

。ような規定の遵守等に努めて参ります

○ 大阪事業、豊田事業、東京事業にお ← 北海道事業及び北九州事業以外にお
ける汚染物等の処理はどのように進め ける汚染物等の処理については検討中
るのか明示して欲しい。 であり、その方針が固まり次第明らか

にすることとしています。

○ ＰＣＢ廃棄物の運搬に係る処理業者 ← 廃棄物の運搬に係る処理業者につい
について、不適切な運搬を行う業者に ては、廃棄物処理法に基づく基準に従
対する許可の取り消し、許可期限の短 い行われなければならないとされてお
縮による更新機会の増加、事故時の対 り、同基準に適合しない運搬が行われ
応についての試験の実施などによって た場合は、廃棄物処理法に基づき、都、
ＰＣＢ廃棄物の適切な運搬が行われる 道府県知事等による改善命令や事業停
ようにすべき。 止命令、許可の取消し等を行うことが

できることとなっております。御意見
については、今後の施策の参考とさせ
ていただきます。

（低濃度のポリ塩化ビフェニルに汚染さ ← 低濃度のポリ塩化ビフェニルに汚染
れた絶縁油等を含むトランス等の処理に された絶縁油等を含むトランス等の処

、 、ついて） 理については その処理方策に関して
○ 今後の方針について、広く保管事業 中央環境審議会に設置された「微量Ｐ
者に周知して欲しい。 ＣＢ混入廃重電機器の処理に関する専

○ 卒業基準などの設定や処理方法の早 門委員会」において検討されていると



期の明確化をして欲しい。 ころです。
○ 簡易測定法の利用等に関して、早急 いただいた御意見については、専門
に規定の整備をして欲しい。 委員会における議論の参考とさせてい

○ 関係者が納得できる仕組みや各者の ただきます。
役割を示して欲しい。 また、専門委員会で配布された資料

○ 焼却実証試験の今後のスケジュール や専門委員会の議事録については、原
、等を公開して欲しい。 則として公開されることとなっており

これらは環境省のホームページ等にお
いて御確認いただけます。

○ 高圧トランス等の処理が遅れている ← ＰＣＢ特措法に基づく期間内に完了
事について、対策をお願いしたい。 すべく処理を推進しているところであ

り、御意見については、今後の施策の
参考とさせていただきます。

○ 重電機器等の出荷時に、ＰＣＢの不 ← 関係機関に御意見の趣旨を伝達させ
含証明の義務化等を検討して欲しい。 ていただきます。


