
 

平成 26年度草津地区環境情報交換会意見控え 

 

・日 時：平成 27年 2月 26日（木）13:30～ 

・場 所：草津アミカホール 

・参加者：参加者名簿の通り 

１．主催者挨拶 

  

司会                      湖南・甲賀環境協会 副会長挨拶 

地区懇部会副部会長 ニチコン草津(株)福嶋氏   パナソニック株式会社アプライアンス社 中山氏 

２．自己紹介 

  ． 

   滋賀県南部環境事務所 佐野副参事         草津市 環境課 中川課長 

 

３．滋賀県から情報提供 滋賀県南部環境事務所 中島主事  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



４．草津市から情報提供 

  

草津市環境課 中川課長                草津市環境課 西谷専門員 

  

 

   

 

   



 

   

 

５．環境事故事例の紹介と自主管理について NPO びわ湖環境 落氏より説明。 

 

６．環境管理の手引きの活用例について NPOびわ湖環境 落氏より説明。 

 

７．意見交換 事務局より抜粋して掲載します。詳細は管轄の行政にご確認お願いします。 

意見＆質問 意見・回答 

〈南部環境事務所へ〉  

微量 PCBの定義は？上限はあるか？ 非意図的に混入したもので上限の明確な規定は

ありません。5000PPmを目安としている。 

非飛散性の圧縮加工された石綿スレートは

解体の届出は必要か？ 

届出は不要だが工事の際には飛散しないよう注

意して下さい。 

構造のスポットクーラーは夏場以外は倉庫

に保管し、夏場のみ使用するが四半期毎の点

検が必要か？同じように夏期のみ使用する

冷房専用エアコンも使用しない遊休設備の

場合はどうか？ 

点検は必要 

法令改正情報を環境省の HPや草津市の広報

等から入手しているが、より確実な改正情報

の入手や対応方法について知りたい。 

官報、公報で確認できる。市の公報は遅れるか

も知れないが周知しなければいけない事項につ

いては、県・市のＨＰで掲載される。 

改正動向の情報を事前に入手したい場合は、環

境省などのＨＰで審議会の情報で入手すること

ができる。 

改正フロン法において記録を行なう内容の

管理者とは、法人で自己所有／自己管理の製

品の場合、会社名 or所有者（社長名）or会

社名＆所有者名（社長名）or会社名＆製品の

実務管理の責任を有する者の氏名 or会社名

＆社長名＆製品の実務管理の責任を有する

者の氏名いずれでしょうか？ 

法人名でよい。 

フロン改正法の施行にあたり、弊社では簡易

点検対象設備が 270個あります。他社様は点

必要 



検表をどのような者を用意されています

か？また、スポットクーラー等は、倉庫に片

付けた後も点検時期（冬場等使用しない時

期）が訪れるが引っ張り出して点検が必要で

しょうか？ 

〈草津市へ〉  

協定の締結状況は？ 委託での協働締結は 3年で終了する。45事業所

うち再締結は 25事業所済んだ。 

今後市独自で再締結を進める。 

苦情数で悪臭が増加しているようだがどの

ようにカウントはされているのか？ 

同じ事業所でも 3ヶ月経過後の苦情はカウント

する。 

悪臭の苦情は工場の近くに民家が来たの

か？ 

工場の夜間・休日操業やライフスタイルの変化

によって苦情と感じる。溶剤が絡むと健康不安

を感じる。塗装、食品等の製造、接着剤の塗装

などよりからも感覚公害なので苦情がある。 

低周波の原因は何が考えられるか？ ターボ冷凍機やエコ給湯機、換気扇など寝静ま

ったとき、うなり音が考えられる。 

〈全体〉  

事例 7の屋根塗装時のゲリラ豪雨による汚水

流出事故予防について 

塗装前は天気予報を目安にする。 

ブルーシートを用意し、雨が降ったら覆ったり

塗料が側溝に流れ込まないに工夫し、敷地内で

食い止める。油性のペンキを使用する。 

油流出時の訓練をしているが給油・運搬時の

漏洩訓練だがマンネリ化を防ぐ良い方法を

教えて欲しい。 

それぞれの工場で想定されるリスクは異なる。

リスクを想定して具体的な訓練をすればいい。 

雨が降った後に、調整池に少量の油膜が発生

することがある。生産設備等を調査しても原

因が見当たらず、構内納入車両から道路に滴

下したオイルが雨で流されているも油膜発

見時は少量とは言え吸着マット等で回収し

ている。 

・このような車両起因の油に対して被害を最

小限に留める有効な手段を教えて下さい。 

・調整池に浮いた油膜を効率よく回収できる

手段があれば紹介して下さい。 

（業者にバキュームを手配するようなレベ

ルではない場合。） 

オイルスキーマーは効果が少ないので、吸着マ

ットでの回収を進める。出入業者のグレーチン

グの跳ね上げによる油漏洩事故もあるので外部

の業者の教育を徹底することが必要。場内通路

に防液堤を設けている事例もあり。 

ＩＳＯ１４００１について 2015 年度版は 2015 年 9月頃に発行される予定

で変更点が多く 3年間が移行期間になる。各社

早めの対応が必要。 

省エネ活動の参考情報 協会発行の省エネルギー対策のポイントを紹介 

湖南・甲賀環境協会会員専用ページに掲載。 

 



   № 行政名 参加者所属 参加者ご氏名 

1 滋賀県南部環境事務所 副参事 佐野 政史 

2 滋賀県南部環境事務所 主事 中島 潤一 

3 草津市役所 環境課 課長 仲川 喜之 

4 草津市役所 環境課 専門員 西谷 博子 

 

№ 会員企業名 出席者所属 ご氏名 

1 イサム塗料（株）滋賀工場   姫野 

2 エキセルリム（株）滋賀工場 総務部 部長 伊藤 弘樹 

3 
オムロン（株）人財総務センタ草津

事業所 
主幹 光岡 公宏 

4 川重冷熱工業（株） 企画室総務人事部 東  竜平 

5 キヤノンマシナリー（株） 経営管理センター 吉川 広一 

6 キヤノンマシナリー（株） 経営管理センター 高橋 賢 

7 郷インテックス（株） 環境担当 近藤 行和 

8 湖南電機（株） 技術課 中村 恵子 

9 
湖南・甲賀環境協会 会長 

ダイキン工業（株）滋賀製作所 

空調生産本部企画部 プロフ

ェッショナルアソシエイト 
堀田  豊嘉 

10 
ダイキンレクザムエレクトロニクス

（株） 

マーケティング部 環境管理

責任者 
吉田  良 

11 （株）西日本技術コンサルタント 環境分析部 吉川 

12 

湖南・甲賀環境協会 常務理事 

地区懇部会副部会長 

ニチコン草津（株） 

管理課 福嶋 正雄 

13 ニチコン草津(株) 管理課 鈴木 孝司 

14 日東電工（株）滋賀事業所 環境安全課長 西山  正樹 

15 

湖南・甲賀環境協会 副会長 

パナソニック（株） 

アプライアンス社 

総務グループ 施設・環境保

全チーム 主事  
中川 智 

16 平岡織染（株）滋賀ターポリン工場 製造管理課 課長  馬場  彰 

17 （株）メタルアート 製造部 川戸 洋一 

18 （株）ＵＡＣＪ製箔滋賀工場 設備課 山内 賢一 

19 森産業(株) 代表取締役 森 康孝 

20 森産業(株)  森 康徳 

21 優水化成工業（株） 品質管理課長/生産課長代理 實本  和彦 

 

№ 会員企業名 出席者所属 ご氏名 

1 湖南・甲賀環境協会  顧問 中村 満 

2 NPOびわ湖環境 副理事長 森 毅 

3 NPOびわ湖環境 理事 佐野 由明 

4 NPOびわ湖環境 理事 落 久夫 

5 湖南・甲賀環境協会  事務局 猪飼 順子 

 


