平成２０年度第２回 湖南・甲賀環境協会 環境情報交換会で出された Q&A と意見の一部紹介
質問項目
1.県公害防止条例
①監視井戸

質問や発言
該当事業所に通知はあるのか?
またどれくらい対象事業所があり、進捗はどの程
度か?

地区
栗東
甲賀

現在の監視井戸は使用できるのか?

栗東

説明資料のフロー図はわかりやすい。
このような資料を早く欲しかった。

栗東

地下水の流向は県で教えてもらえるのか?

守山

研究施設で濃厚な廃液を流さないという証明とし
て作業手順書や写真の添付が必要か?

守山

地下水のモニタリングは流速も測定するのか？ま
た報告は年に数回するのか?

守山

回答
回答者
★3 月末までに届出に基づいて該当と思われるところに 南部振興局
通知する予定。
甲賀県事務所
監視井戸が必要と思われる事業所は南部振興局管内で約
70 社(うち数社のみ相談あり)。甲賀県事務所管内で約 30
社（うち 10 社相談あり）
。
地下水は季節によって流向や水位等違う。また水を分析
するには、井戸の状況が定常状態になるまで、落ち着か
せる期間が必要である。7 月中に報告といっても監視井戸
は遅くとも 5 月には設置し終えなければいけない。現在
有害物質を使用している事業所は、早めに相談に来てほ
しい。
現在の監視井戸が適用かどうか、個別事案であるため振 南部振興局
興局へ相談に来てほしい。
条例の説明会では正確に伝えようとするために、複雑に 南部振興局
ならざるを得なかった。
このフロー図は随分簡略化しており、適用除外要件等の
細部の判断事項については割愛しているので、現在有害
物質を使用している特定施設のある事業所は条例の対象
かどうか、振興局に確認しに来てほしい。
振興局にあるデータを参考にしてもらって、コンサル業 南部振興局
者等と相談するなど企業で検討願いたい。その後、その
監視井戸の計画が条例に適合しているかどうか県に確認
しに来てください。
届出の添付書類として作業手順書等を求めているわけで 南部振興局
はないが、たとえば二次洗浄までは産廃として処分して
いることがわかるマニュフェストを整理しておくなど、
施設からの排水が濃厚でないことの根拠を示せるように
しておく必要はある。
★流速が早かったら、汚染された地下水が早期に敷地外 南部振興局
に出るおそれがあるので、測定頻度を設定するためにも
流速を把握しておく必要があります。
報告は原則 1 回/年以上ですが、何らかの異常等あれば適
時ご報告願います。
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②形質変更時の調
査と土壌対策

形質変更時の計画書や報告書の様式がない。
県の HP にも載っていない。

野洲

2.油等
①流出事故の原因

湖湖南市での油流出事故、防油堤があったのに何
故事故が起こったのか?

栗東

③夜間・休日
無人の会社への外
部からの事故の連
絡

★休日・夜間で会社に人がいないときに環境事故
があった場合、振興局からどこに連絡したらいい
かわからない。
HP などに連絡先を載せることはできないか?

甲賀
県事
務所

④事故時の連絡

⑤環境事故訓練

もらい公害でよそから油が流れて来て、自分のと
ころで止めた場合、市は休日でも来てくれるのか?
もらい公害であることを証明してほしい。
場内で油を流してとどまった場合、届出は必要か?

守山

条例・規則に規定する様式は、確実に県ＨＰに掲載され
るよう本課と調整する。
条例での規定がない報告書等の鑑については、記入例と
して示すことは可能と思われるので検討したい。
サービスタンクのセンサー異常により、送油が停止せず
オーバーフローして野洲川まで流出した。休日の夜間で
対応する人がいなかったため、対処が遅れた。サービス
タンクの防油堤の容量より本タンクの容量が多いのでオ
ーバーした。
区長さんと日頃からコミュニケーションをとって、何か
あったら連絡してもらうようにしておいたらどうか?
例えば、市に緊急連絡先を届出るというように、システ
ム化するべきでは?
休日、人はいないが、近所に従業員が住んでいるので、
問題があったら、そこに連絡が行くようになっている。
緊急連絡先としては警備会社の番号を HP に掲載するの
は構わない。
代表電話番号にかけてもらったら、時間はかかるかもし
れないが駆けつける。

南部振興局

栗東市

湖南市
甲賀市 N 社
甲賀市 S 社
湖南市 A 社
守山市

守山

場外に影響がある場合（地下浸透による地下水への影響 南部振興局
を含む）は届出が必要です。ただし、大丈夫と自己判断
しても、公共河川に流出していた事例もあるので、漏洩
の規模が大きい場合など状況によっては事故発生時に直
ちに行政に通報してください。
緊急時、一番に“自分は何をするべきか”の訓練をしている。小さな爆発を起こし、体験的な訓練もしている。
甲賀市 S 社
水路にスーパーボールを浮かべてどこに流れるか確認している。
栗東市 P 社
夜間の対策として、誰にも連絡が取れない時でも対策が取れるように訓練している。
派遣社員を登用しているので、人の入れ替わりが多く、1 回/年の訓練では不十分。訓練によって、防護メガネや手袋
が必要とわかった。訓練もマンネリ化してきた。今後、把握のため所要時間等を計りたい。

甲賀市 E 社
甲賀市 K 社

⑥事故防止診断チ
ェックシート

チェックするのに丸二日かかった。環境事故事例だけでなく、環境情報交換会でのリスクへの対処方法は参考になる。 栗東市Ｋ社
24 時間生産体制から日勤に変わった。夜間・休日事故が起こった場合のマニュアルの作成と訓練をするべき。

5.土壌汚染対策

汚染土壌で封じ込めをしてもよい溶出基準は幾

守山

現在は、特定有害物質の種類と溶出基準および第 2 溶出基 南部振興局
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らか？

動向のポイントを教えてください。

7.届出違反・
教育・伝承
②対策

8.PRTR

草津

準との適合性などから対策措置、工法等を検討します。
土壌汚染対策法の改正案では、指定区域の指定の際、講ず
べき措置内容を明らかにすることとなる予定です。
このことから、改正法公布後、制定される施行令、規則等
により取るべき措置の判断基準、細かな運用が明らかにさ
れるものと思われます。
１．自主的調査で汚染が判明した場合の県への任意の申請 南部振興局
２．一定規模の土地の形質変更する場合の届出
３．汚染が判明した土地の処理区分の明確化
４．搬出汚染土壌の管理票の交付と保存義務

緊急資材を実際使用・回収して訓練している。訓練の標準化が難しい。

甲賀市 S 社

内部監査員の質が低下している。レベルアップを図るための講習をしてほしい。

草津市 N 社

★届出等、法令要求事項に関して施設導入部門の意識が低かったので、責任者を教育、マニュアルを作成し、届出の 草津市 P 社
要否、期限等を明確にし、軌道にのせるのに 2 年かかった。
★法令遵守チェックシートを作成し、2 回/年各部に配布し、チェックしている。
★設備に対し、どんな法律が関係するのか銘板に記入して貼っておくといいのでは?
ISO の審査員では法令要求事項の届出の漏れはなかなかわからない。自分の会社のことを一番よく知っている内部監
査員が指摘して改善していかないと ISO が形骸化する。
誰がみてもわかるように届出に関して一覧表を作成した。時間はかかるが整理するのが大事。
第一種指定化学物質の番号が変わると把握に困 湖南
国が決めていることでもあり県として答えられないが、
る
草津
取扱い品目の多い企業では混乱するおそれはある。また、
野洲
県行政でも事務処理が錯綜するおそれはある。
業界団体等からも国に善処を求めていただいてはどう
か。
最新の MSDS は使用物質が変更になった場合、 草津
★使用物質が変更になった場合、出荷元は出荷する際に
仕入れ先に要求しないともらえないのか?
甲南
発行の義務はあります。
しかし、出荷元と出荷先の間に商社や代理店等が介在す
るので、現実問題として入手困難な場合があるようです。
出荷元に最新の MSDS をホームページに掲載するよう依
頼したり、定期的に発行を求めるなど、使用者として出
荷元に適正な発行をもとめてほしい。
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守山市 D 社
南部振興局
草津市 N 社
草津市 D 社
南部振興局

南部振興局

9.PCB
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使用中のキュービクルに PCB 含有の機器が含
まれていたがどうしたらいいか?

守山

低濃度 PCB の処理時期は？

守山

１０kg 以下の処理時期は？
予約したが処理の連絡がまだない
処理時期は?

守山
守山

台数が少ないと近隣の事業所と積み合わせすれ
ば、運搬費が助かりますが、予約番号との関係
はどうなるのか?

甲賀

★使用中であっても南部振興局に PCB 保管の届出をして 南部振興局
ください。また、平成 28 年 3 月で処理が終了されるので、
それまでに JESCO で処理が必要です。
PCB の分析結果、あるいは製造時期を JESCO さんに伝 協会事務局
え、処理の必要の有無を相談し、必要があれば予約して
ください。説明会の案内等は予約した方に送付されます。
県へ届け出をしていても、すべての情報が JESCO に伝わ
らないので、使用中であっても処理が必要ならば、必ず
予約してください。
環境省も検討中だがまだ具体的に決まっていない。
南部振興局
いつかまだ決まっていない。
NPO びわ湖環境
★処分時期は原則予約順です。
協会事務局
滋賀県は今年から、毎年 7 月に処理されます。
対象事業者には半年前に連絡があり、説明会ののちに
JESCO と収集運搬業者と契約が必要です。
当初、今年は予約番号が 1 万番くらいまでなら処理して
くれるとありましたが、確かではありませんので
正確なことは、
JESCO 営業部（電話０６－６５７５－５５７５）
へ直接問い合わせてくださいとのことです。
予約時に希望の処理時期を伝えておけば、配慮してくれ
るそうです。
★予約時、
「予約名簿を開示可」としておくと、収集運搬 協会事務局
業者が閲覧し、収集運搬業者が地域のターゲットを絞っ
てコンタクトしてきます。
その際、早期登録をしてあることが条件で、予約番号に
関係なくその時期に合わせてくれます。
（’09.3.19 総務課長に確認済み）
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