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○委員長（宮川正孝） 定刻に達しましたので、只今より「第５回柳泉園組合水銀混入調

査対策委員会」を開催いたします。 

なお、本日の委員会において、武林副委員長が所用のため欠席しておりますので、報告

させていただきます。 

○委員長（宮川正孝） 次第の２、「委員自己紹介」を行います。 

 今回の委員会におきまして、西東京市から選出されていました桐山ひとみ議員が改選に

伴いまして、ここで交代となりました。 

 今回の委員会より、新しく田中のりあき議員が選出され、この委員会の委員になられま

したので、ここで私を含め皆さんからの自己紹介をお願いしたいと思います。 

 私は、委員長を務めさせていただいております宮川です。よろしくお願いいたします。 

 では、大塚委員のほうからお願いします。 

○委員（大塚好夫） 私は、東京二十三区清掃一部事務組合の大塚でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員（島﨑清二） 東久留米市の島﨑です。よろしくお願いします。お世話になります。 

○委員（黒田和雄） 清瀬市都市整備部長の黒田と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員（松川聡） 西東京市みどり環境部長の松川です。よろしくお願いいたします。 

○委員（山下一美） 東久留米市環境安全部長の山下です。よろしくお願いいたします。 

○委員（田中のりあき） 西東京市議会の田中のりあきでございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員（鈴木たかし） 清瀬市の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（宮川正孝） では、事務局もお願いいたします。 

○資源推進課長（宮寺克己） 柳泉園組合資源推進課長の宮寺と申します。よろしくお願

いいたします。 

○技術課長（佐藤元昭） 技術課、佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

午後１時３０分 開会 
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○助役（森田浩） 柳泉園組合助役、森田と申します。よろしくお願いいたします。 

○技術課管理係（濱野和也） 技術課管理係、濱野と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○技術課管理係（川原龍太郎） 技術課管理係、川原と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○コンサルタント（桑本潔） 帝人エコ・サイエンス、桑本と申します。よろしくお願い

いたします。 

○コンサルタント（鈴木大介） 同じく帝人エコ・サイエンス、鈴木と申します。よろし

くお願いいたします。 

○コンサルタント（横山努） 同じく帝人エコ・サイエンス、横山と申します。よろしく

お願いいたします。 

○コンサルタント（千木良庄子） 同じく帝人エコ･サイエンス、千木良と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（宮川正孝） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは次第の３、議事に入ります。 

まず初めに、「環境への影響について」を議事とします。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

○技術課長（佐藤元昭） はい、本日の議事１、「環境への影響について」の説明でござい

ますが、まず組合の考え方についてお話させていただき、その後、講師から御講義をいた

だきます。 

御講義終了後、講義内容について質疑があれば質問をしていただき、質疑回答が終了し

ましたら、講師には御退席していただきます。 

その後、委員の皆さまで環境への影響について議論していただければと思います。 

 それでは、「環境への影響について」の組合の考え方についてお話させていただきます。

委員会を第１回から第４回まで開催してきました。 
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第２回委員会で報告いたしました煙突からの排出推定量についてで、大気拡散モデルを 

用いて予測した結果、煙突から出た排ガスは３９万倍に拡散され、施設からの寄与分は最

大着地濃度で０．０００３６μg/㎥となりました。 

国の指針値は、年平均値で０．０４μg/㎥であることから、国の指針値の１００分の１以 

下であります。 

また、多摩地域の東京都による有害大気汚染物質モニタリング調査結果の水銀及びその 

化合物の年平均値、平成２６年度におきましては、０．００２μg/㎥。因みに平成２７年度

につきましては、０．００１９μg/㎥となっており、その結果よりも低い数値となっており

ます。 

このことについて、委員からも今回はイベント的に１回起きたことによる高い数値であ 

り、通常は低い数値に戻っていることを考えれば、一般的に言えば健康上にリスクは起こ

る可能性は、相当低いだろうという意見も出ております。 

 次に、第４回委員会では、大気汚染防止法が改正されることをお伝えしました。 

改正大気汚染防止法は、平成３０年４月１日に施行予定となっております。この法律の

解説では、排出基準を超える水銀等が排出されたとしても、ただちに地域住民に健康被害

が生じるものではないことに留意が必要とうたわれております。 

以上のことから、平成２７年９月１日に排ガス中に水銀が検出された事象については、

環境に与えた影響は極めて少なかったと考えております。 

 続きまして、講師の安田先生をお迎えしたいと思います。少々お待ちいただければと思

います。 

〔講師入室〕 

○技術課長（佐藤元昭） では、安田先生について御紹介させていただきます。 

安田先生におかれましては、東京都立大学大学院工学研究科工業化学専攻修士課程を修

了され、現在の神奈川県環境科学センターに入所されました。ここでは、廃棄物焼却施設

について燃焼管理を主体とした有害物質の環境負荷低減に関する研究を行い、１９８０年
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に焼却施設の大気汚染防止マニュアルを作成し、環境保全行政に貢献されました。 

２０００年に神奈川県環境農政部廃棄物対策課に異動され、同年に発覚した藤沢市にお

けるダイオキシン類汚染に関して、早期問題解決に貢献されております。 

また、２００４年には、京都大学で博士号を取得、その後は神奈川県を早期退職し、岡

山大学大学院特任研究員、独立行政法人国立環境研究所のフェローとして、廃棄物焼却施

設におけるダイオキシン類、水銀などの有害物質排出抑制に係る研究をされ、対外的にも

評価されており、大気環境学会の学会賞等の多くの賞を受賞されております。 

以上、簡単ではございますが、安田先生の御紹介とさせていただきます。 

○講師（安田憲二） どうも御丁寧な御紹介をいただきまして、ありがとうございます。

本日は１時間ほどということですが、ここにありますように持ち込み焼却施設からの水 

銀排出とその対策。研究の質的には、３０年以上この研究を続けていたのですけれども、 

その辺のお話をさせていただきたいと思います。 

只今、紹介にもありましたけれども、私は４回職場を変えていまして、ここの肩書きを 

どうしようかなと悩んだのですけれども、一番長いのは神奈川県でありましたが、多少、

経緯的なところがあった方がよいかなというところで、国立環境研究所資源循環センター

の名前を使わせていただきました。 

 今日は、これまでの研究で分かったこととか、問題点等を含めてお話が出来ればと思っ

ております。 

 皆さん、もう御存知だとは思いますが、復習をするという意味で水銀の関係の情報を先

に整理させていただきたいと思います。 

これは２００５年、少し古いのですが、世界の水銀排出量ということで、どういうとこ

ろからどのくらい出ているのか、これは割合を示したものですけれども、円グラフで書い

てあるということで、面積が大きいほどたくさん出しているということになります。 

見たら分かりますが、約半分は発電および熱供給のための化石燃料燃焼、これは石炭が

多いのですけれども、そういう中に水銀が入っておりますので、それらからの排出が世界
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の半分くらいを占めているということになります。 

その次がここの部分です。これは小規模な金採掘でアマルガムを作ったときに水銀をた

くさん使っておりますので、人力の小規模の金関係が２番目に面積が大きいということに

なります。 

そのほかでは金属生産、これは鉱石に水銀が含まれている場合がありますので、当然、

溶かすときに水銀が出るというところで比較的に量が多い。 

その次に、これはセメント関係ですね。セメントに使っている原料からは、かなり水銀

が入ってきますので、割合高いということになります。 

それ以外ですと、これが大規模な金採掘。この場合には小規模よりも水銀の量が少ない

ということになりますし、この黄土色に関しては、昔はたくさん水銀を使っていましたけ

れども、塩素アルカリ工業ですかね。ここが今日、話題になるところです。 

廃棄物焼却炉関係、ここですね。廃棄物焼却炉の排出量ということで、割合的にはこの

ぐらいの資料になります。 

もうひとつはこの黒いのがありますが、これは金歯を作るときに水銀をアマルガムで使

うのです。今は若い人で金歯を入れる人は、ほとんどいらっしゃらないと思うのですけれ

ども、昔の方は金歯を使っており、亡くなったあとに火葬場で燃やすわけですけれども、

そのときに結構出るのです。 

これは、京都大学が環境省の予算を６年間使って火葬場でずっと計測を続けて、金歯の

方が入ってくると水銀濃度が上がるということが確認されています。 

原因としては、アマルガムでしょうということで、量は少ないのですけれど、相当研究

に苦労されたみたいなのですけれども、ここの黒いところが金歯を作るときのアマルガム

ということになります。 

 これが、世界中でどこがたくさん出しているのかということ、上位１０カ国についてま

とめたものでして、一番多いのは中国です。これは御存知のように、中国は石炭発電がた

くさんありますので、石炭燃焼の発電関係とあとは工業生産です。 
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中国は現在、少し景気が悪くなってきていますけれども、世界の半分以上の鉄を作って

いるということがございますので、当然多い。この黄土色の部分は人力の小規模、国が大

きいですから、まだ川とかそういうところで金の採掘をしていると、たくさん入りますの

で割高となり、これがその他の部分です。 

 他の国で見て見るとインドが２番目、これはほとんどが化石燃料です。石炭を使ってい

る。あとはアメリカ、これも化石燃料と工業生産。ロシアも同じくです。ここで黄土色の

面積が大きいところが３つありますけれども、インドネシア、ブラジル、コロンビアとな

ります。 

これは、かなり川のそばで金を掘っているのです。濃度が低いのでアマルガム化して、

濃縮するかたちで金を回収しているところが多いということで、特徴が出ているのです。   

他はほとんど、石炭燃焼の発電施設が多いということになります。 

これを国別で見た場合、どういうところで使われているのかを見た場合ですけれども、

左側が国別、これはＵＮＥＰ、国連環境計画がまとめたデータで、これもだいたいアジア

が半分くらい。それも中国が占めているということになりますけれど、アジアが半分くら

いです。アフリカと中南米、これも小規模な人力の金採掘をたくさんしていますので、火

力発電所は少ないのですけれど、そちらのほうでかなり高い割合を占めているということ

になります。 

それ以外ですと、ＥＵ以外の欧州、ＥＵと北米とオセアニア、それと不明が４％という

ことになります。 

 右側のほうが国内における水銀の用途ということで、これは環境省がまとめているもの

ですけれども、割合的には照明、これは蛍光灯がほとんどで、水銀灯もありますけれども、

量的には蛍光灯が多くの割合を占めているということで３８．１％です。あと、医療用計

測器ということで、血圧計や体温計ですとか、医療系はたくさん水銀を使っていますので、

それが２３．８％ということで２番目に多いです。 

あとは無機薬品と筒型のアルカリ電池からは水銀を抜いていますけれども、まだボタン
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型のアルカリ電池は、まだ使われているみたいなところがありまして、これは１２．５％

で、あとは工業用計測器が１０．６％、これも水銀を使う計測器がたくさんあります。 

あとは、アマルガム用の水銀が０．３％ということが分かっているということになりま 

す。これは少し見にくいのですけれども、日本における水銀需要推移ということで、１９ 

９５年から２００５年、少しデータが古いのですけれども、過去にどのような割合で使わ

れていたのかというのを示しておりまして、当初は苛性ソーダとか火薬ですとか、結構た

くさん量的に使われていたのですけれども、その後、８０年ぐらいからこの水色のやつの

面積が大きいのです。これは乾電池関係ですね。主にアルカリ乾電池に水銀をたくさん使

っていたということで、かなり広い面積を占めているということになります。９７年に入

れることを禁止されましたので、それ以降はゼロではありませんけれども、減ったという

ことです。 

現在は、蛍光灯とか一番はボタン型電池に使われているということになります。 

 これは少し見にくくて恐縮なのですけれども、これは日本における水銀の用途というこ

とで、機械計測、電池材料、医薬品、アマルガム、その他、これは火薬ですね。あと塗料、

ということで分けて書いてありまして、現時点で割と使われているのがこの蛍光灯です。 

 乾電池から水銀を取っても、機能にはあまり影響はないみたいなのですけれども、蛍光

灯は水銀を取ってしまうと光らないのです。蛍光灯ではなくなってしまうので、ゼロには

できないということと、本数がたくさん出ていますので、結果的に蛍光灯の部分の水銀が

結構残っている。濃度そのものは、かつての５分の１とか、１０分の１ぐらいになってい

るのですけれども、使われているということです。 

あと、電池関係、ボタン型として少しまだ残っているということと、医薬品、この辺は

まだものによっては使われているということになります。かなり年度によっていろいろと

変わってきているというのが分かります。 

先ほどは、パーセントで割合を見ました。これは２００２年から２００６年の平均で、

トン数で表しています。当然、先ほどと同じ割合で照明が一番多くて、血圧計関係、あと
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無機薬品ですね。これは水銀系無機薬品。昔はヨードチンキと言い、今では作っていませ

んが、そういうところに使われていたということがありますので、無機薬品。それから電

池関係、あと、水銀温度計とアマルガムということで、こういう割合で使われていたとい

うことを環境省は、把握しているということになります。 

これはもっと小さくて、大変見にくいのですけれども、これは全体のフローです。 

どのぐらい海外から持ってきて、これで言うと少し後ろの方は分からないかもしれませ

んけど、この時点、これは２０１０年ベースですけれども、ここでは水銀を回収していま

すので、当然、余剰分が出るということで、この年は７２tが海外に水銀の原料として輸出

されていたということになります。 

かつては１００t ぐらいあったのですけれど、最近はどんどん減ってきて、ここの時点で

は７２t ぐらいが輸出されている。これは廃棄物焼却炉関係で、ここから２．２g から７g

ぐらいですね。水銀が煙突から出ているということになりまして、処分する場合にも一部

廃棄物処分場に運ばれていくということになっています。 

次に、これは私が取ったデータです。これは乾電池のなかには、まだ水銀が残っている

状態での計測ということで、まだマスコミが騒ぐ前のデータになります。ここで、この分

は排出濃度ということになるのですけれども、０．２、０．３２、０．４、０．４５（mg/

㎥ N）ということで、かなり高い濃度で出てきたということになります。 

マスコミで問題になってから、測定を申し込んでもなかなか許可をもらえなかったとい

うことがあるのです。まだ、問題になる前から、早い段階でデータを取っていましたので、

こういうデータがあるということです。かなり高いということが分かります。 

これは京都市のほうで、ごみのなかにどのくらいの水銀があるのかということを経年変

化で取ったデータになります。私も前にごみの中の水銀を測ったことがあるのですけれど

も、ほとんどが乾電池関係での水銀ということが分かっているのですけれども、京都市で

測った場合も、乾電池から水銀を抜いていく過程、ここら辺になるのですけれども、ここ

でかなり下がっていまして、今現在ではかなり、ごみの中の水銀含有は低くなっていると
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いうことが確認をされているということ。これは、別に京都市が特別なわけではなくて、

全国的にほぼ同じ傾向が出ているということになります。 

 これは、都市ごみ焼却炉からの水銀排出濃度の変遷ということで、整理したものですけ

れども、乾電池の中に水銀がたくさん使われていた時代、９０年頃までは、先ほどのデー

タでお示ししましたけれども、だいたい０．３mg/㎥ N、濃度的に出てきたということが分

かると思います。社会問題になったあと、９１年春にマンガン電池の水銀の使用が禁止さ

れまして、９２年の１月にアルカリ電池の水銀使用が中止、これは筒型の電池になります

けれども、禁止されました。 

９５年末に国内向けでは水銀電池の生産が中止ということになりまして、乾電池関係か

らかなりの水銀が抜けていったという経過がありますので、先ほど示してありますけれど

も、ごみ中の水銀濃度も下がってきているということになります。 

 ９５年、当然、中止しても古いやつはたくさん残っていますので、それが焼却施設に入

ってくるということがあります。すぐに濃度が下がるということはないのですけれども、

データをずっと整理していくと、９５年くらいからのデータですと、だいたい濃度が０．

１mg/㎥ N、１００μg/N ㎥ですね。９５年以降はかなり減ってきているということで、こ

こで０．０５mg/N ㎥と半分くらいとなっていまして、２００７年以降になると更に減って、

これは計測するとすぐに分かるのですけれども、０．０２mg/N ㎥ぐらいまで下がってきて

いる。入口側でこのぐらいの濃度になっているということになります。 

 私が岡山大学にいた当時、岡山市内にある焼却施設で水銀を計測したことがあります。

これは、昨日まとめたデータなのですけれども、処理能力的には１日３００t で、１５０ 

t の２炉あります。１号炉と２号炉なのですけれど、ここで１号炉について計測したという 

ことになります。焼却量、これは測定時に記録を全部取っているのですけれども、だいた 

い１時間当たり５．７t から６．７tぐらいを燃やしている。当然、処理対象ごみは可燃ご 

みということになります。当然、排ガス処理装置が付いているのですけれども、それとし 

ては消石灰、これは塩化水素対策、それから活性炭吹込み、これは主にダイオキシン対応 
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ということでバグフィルターの入口で吹き込んで、バグフィルターで除去すると、あとは 

ＮＯｘ（窒素酸化物）に関係がありますので、脱硝反応を続けるということがあります。 

測った測定器ですけれども、これは連続測定が出来る測定器です。私が使ったのは、か 

なり前ですので、今はいろいろなメーカーが測定器を造っておりますけれども、この当時

は日本インスツルメンツ、これは京都にある会社ですけれども、ここでしか造っていなか

ったということで、その日本インスツルメンツ社の水銀測定器を使って計測しましたが、

計測したのは、環境省の環境研究総合推進員のなかで、分担をして計測をしたということ

になります。 

この装置には二つあるのですけれども、一つは前処理にということで、煙道から導管で

ここのなかにガスを引き入れてから、ここで水銀を分けてあげて、２種類、２価とそれか

ら金属水銀があるのですけれども、ここで分けたあとに測定器に入れて、金属水銀のかた

ちで測るという方式になります。おそらく、メーカーが違っても方式としては、ほとんど

同じやり方をしていると思います。 

 これは小さくて見にくいのですけれど、これは測定原理をまとめたもので、煙道からガ

スを引き抜くと最初に１規定の塩化カリウムの中に入れてあげるのです。そうすると、水

銀としては金属水銀と２価の水銀の２種類があるのですけれども、２価の水銀がこの塩化

カリウムに溶けて金属水銀と分けることが出来るのです。 

金属水銀はほとんど溶けませんので、分けることが出来ます。分けたあとにそれぞれ処

理をしてあげると、最終的には全部を金属水銀にするのですけれども、計測をして２つが

いっぺんに測れて、形態別濃度がどのくらいということが分かるやり方になります。 

この計測で気をつけなければいけないことは二つあるのですけれども、一つはあとで値

が出てきますけれども、２価の水銀は水に溶ける、水溶液にしやすいというところがあり

ますので、計測中に特に高い濃度が出た段階で急に機械を止めてしまうと、みんな汚れて

しまう、凝塊で残ってしまって汚れるのです。チューブの引き抜く導管のここの部分も汚

れますし、こちらのほうも中が汚れますので、それが一回あると普通、僕らは研究でやる
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ときには、クリーンアップで工場に戻して全部中を洗ってもらって、この機械を全部取り

替えて計測するというやり方をするのですけれども、それをしないで、ある時期止めて、

もう一回スイッチを入れてそのまま計測してしまうと、当然汚れていますので、高い値が

出てしまうということがありますので、一度止めた場合にはそういうこのチューブを取り

替えてあげるとか、中のクリーンアップが難しい場合には、キャリブレーションをもう一

回してあげて、どのぐらいのベースになっているのか、普通は必ず上がるのですけれども、

上がると確認した上で計測してあげないと、上乗せの値が出てしまうということがありま

すので、そこはかなり気をつけなければいけない。 

通常の場合には、おそらくメンテナンスしているのでしょうけれども、緊急で高くなっ

たときだと結構焦ったりとかしますので、そういうことが起きてしまう。そうするとどう

してもベースが上がってきますので、もう一回スイッチを入れたときに、高い値が出てし

まうということに、まず気をつけないといけなということが一つです。 

もう一つは、少し分かりづらいのですけれども、水分を凝縮してあげて測定器のほうに

持っていくということになっていますので、計測としては乾き排ガス量で測るのです。湿

りではないのです。乾きで測っているので、通常は私の場合ですとだいたい２０％の水分

があるということで、湿ベースで測った数字の８掛けになりますので、２割小さい値を使

わないと、オーバーになります。 

繰り返しになりますけれども、乾きガスで測りますので、濃度的にも乾きガスで計算し

てあげないといけないということで、もし、例えば、ここでの排ガスの計測が湿式ベース

で出ている場合には、計算する場合には８掛け、ここも８掛けですから、２割減というか

たちで数字が出ていますから、その数字を使って計算をしなければいけないということに

なります。 

これは、測定結果を示したものです。焼却炉の入口と書いてありますが、実際にはバグ

フィルターの入口から測ったデータということになりまして、見て分かりますように、ほ

とんどが２価の水銀なのです。ピークが結構出ていますけれども、ほとんどが２価の水銀
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で、少しずれていますけれども、金属水銀はほとんど出てこないのです。 

ですから、焼却炉から出る場合には、２価の水銀として排出されてくるということが分

かっています。これはここのデータだけではなくて、他の国環研（国立環境研究所）とか、

他が取っているデータでも、ほぼ同じ結果が出ているということが一つです。 

これの入口側と出口側で、どう濃度が違うのかとこれは当然、ほとんどを占めている２

価の水銀で見ているのですけれども、このピークがでこぼこしているところは、入口側に

なります。このベースでずっと平らなところは、出口側になりますので、当然、まだ水銀

を含むものがときどき入ってきます。 

蛍光灯とかボタン型の電池とかが入ってくるので、ピークがぽこぽこと出てくるという

ことで、入口側ではピークが出ているのですけれども、出口側はほとんど取れてしまうと

いうことになります。 

水銀の除去の技術もいろいろあるのですけれども、私が測ったころは電気集塵とかスク

ラバーぐらいしかなかったので、そのときは除去率がだいたい５割前後で低かったのです

けれども、環境省のホームページにも載っているのですが、そういうデータを全部整理し

ていくと、活性炭が一番効率が高いということが言われていまして、アメリカのほうでは

２０年ぐらい前から活性炭を使った水銀の除去率の研究をずっとしているということにな

りまして、基本的には排ガスの温度ですね、集塵機でバグフィルターの入口温度が低いほ

ど当然除去が高いということで、アメリカのデータですと１６０℃以下になっていれば、

だいたい９９％くらいは除去できるということが分かっていまして、私が岡山市の場合で

すけれども、他のデータでもだいたい９９％以上が除去されているということで、こうい

う場合、ちょこちょこピークが出てくるような状態でバグフィルターを使えば、かなり、

ほとんど取れるということが、データから分かっているということです。 

ポイントはこの温度ですね。メーカーによっては、噴霧量を増やすというやり方を取っ

ているところがあるのですが、もちろん、若干の効果はあります。そんなにたくさん、物

理吸着になりますので、当然制約があるということになりますので、基本的にはなるべく
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入口の温度を下げてあげる。できれば１５０、１６０℃以下にしてあげるということで、

かなりフォローが出来るということは分かっているということになります。 

これが、欧州における水銀排出規制ということで、水銀の場合は０．０５mg/㎥ N で、

ドイツ、オランダ、オーストリアは規制がかかっています。もっとたくさん、今はかかっ

ていますけれども、アメリカもほぼ同じです。アメリカも０．０５mg/㎥ N、これは既設も

新設も同じ規制値を使っているということになります。 

 日本の場合は、環境基準も排出基準もこれまで無かったのです。理由はいくつかあるの

ですけれど、ひとつは大気に関しては、環境基準ではなくて、指針値というそれに準ずる

ものですけれども、値を使っておりまして、これは１㎥あたり４０ngHg 以下が、一応指針

値になっているということになります。 

 土壌汚染関係では、含有量基準が１５mg/kg の値がありまして、一応これが基準になっ

ています。それから廃棄物焼却炉は水銀条約の関係で、環境省が新しく規制基準値を作っ

ています。すでに東京都とか京都市はあったのですけれども、正式に国として基準を作っ

たということで、新規の場合が３０μg/N ㎥、これは０．０３mg/N ㎥になりますけれども、

既存の場合には０．０５mg/N ㎥ということで、数値的にはヨーロッパですとかアメリカと

ほぼ同じ数字、新規を若干厳しくしたということで、基準が決められたと。これは２９年

度です。そのぐらいに、最終的には３０年度に正規に公布するかたちになっていますけれ

ども、基準を決めてあるということになります。 

 これは、一般環境中の水銀の濃度は、環境省がずっと自治体に委託をして計測をしてい

るのです。データ的には一般環境と発生源付近、これは焼却施設周辺等ですね。あと沿道

です。車が走っている沿道、３箇所で計測をしていまして、そのデータが棒グラフに出て

います。だいたいこの値で見ると、２から３ng/㎥ぐらい環境中濃度が出ているということ

で、先ほどの指針値は４０ngHg/㎥という話をしましたので、それからすると２０分の１以

下になるということで、環境中の濃度はそれほど高くなく、かなり低いということが分か

っています。これはずっと蓄積されていきますけれども、ほとんどこのような値が出てい
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るということになります。 

 これも私がやったデータですけれども、まだ乾電池の中に水銀がたくさん入っている時

期ですね。濃度が０．２とか０．３mg/㎥ぐらい出ているときに、煙突の周辺でだいたい東

西南北で２km ちょっとくらいになりますけれども、測定器をつけて地上に置けないと、だ

いたい測るのは学校のビルの上ですとか、会社のビルの上をお借りして、計測をするとい

うやり方をしているのですが、そのときの測定値がここに書いてあります。 

この当時は、まだ乾電池に水銀がたくさん使われていた時代になりますので、煙突の風

上側で２から４ng/㎥。若干、先ほどの値よりも高い値が出ています。煙突の風下側で、私

が計測したときで最大で８ng/㎥が出ていたということ。これでも４０ngHg/㎥に比べると、

それほど驚くような値ではないということになります。若干、上乗せで高くなるというこ

とになります。 

 もう一つは、土壌中の水銀濃度。これは私が神奈川県にいたときに国立環境研究所の客

員研究員を１４、５年やっていたことがあるのですけれども、その当時に場所は同じなの

ですけれども、煙突を中心にして東西南北５地点、合計２０地点について深さ３０cmまで

試料を取って、濃度変化を調べた結果なのですけれども、だいたい、０．１から０．２μ

g/g ということで、先ほどの土壌規制が１５μg/g ということでありますので、それから比

べると１００分の１以下の値になるというというところで、深さ方向で減衰していくとい

うことが、データが追えているということになりますので。 

〔傍聴席より「煙突からの距離はどのくらいか」の声あり〕 

○講師（安田憲二） ２km か、２kmちょっとぐらいですか。 

値ということで、そうですね。断定は難しいのですけれど、通常は焼却炉周辺、先ほど

の環境のデータにもありましたが、焼却炉の周辺を含めてこれは発生源の周辺ですけれど、

水銀の汚染があるという実例がないということになります。 

主に、小規模の金鉱山みたいに直接、水銀を使って気化して金を取るようなところは、

当然、周辺で水銀汚染がありますけれども、焼却炉のようなところで、特にそういう形で
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の汚染というのは、たぶん無いだろうというふうに思います。 

 それでもですね、東京都は測定器が付いていますので、何回か、つい昨日も練馬のほう

であったみたいですが、何回か、濃度を超えてしまうことが起きています。 

 先ほどお話したように、電池が入ったときのピークが針みたいに上がったときには、ほ

とんど影響が無いのです。影響があるのはそういうパターンではなくて、これは粗大ごみ

破砕物、まだ水銀を使ったものを破砕して、これは主に可燃物は焼却炉に運んで燃やして

いますので、こういうものが入ってくる。ここにありますように高い濃度の水銀が出るこ

とがあるということが分かっています。おそらくまだ、破砕物に関してはこのような現象

がたぶんあるだろうというふうに思っています。 

 もう一つは、実験的に時間当たり３００kg ぐらい、もう少し大きかったか、通常使って

いる焼却炉の４分の１から５分の１くらいの大きさの焼却炉を使って、これは普通に乾電

池を含まないごみを燃やしておいて、途中からまだ水銀がたくさん使われているアルカリ

乾電池の１型の一番大きいやつです、これを５個投入したときのデータで、やはり入れる

とすぐに上がるわけではなくて、徐々に出てくるのです。おそらくこれは、水銀血圧計と

かなんかの場合と同じようにすぐに上がるわけではなくて、徐々に飛んでいくと思うので

す。こういう形でピークが出ると思うのですね。こういうピークが出ると、今あるバグフ

ィルターで完全に取りきれない場合がありますので、どうしても瞬間的でもないのですけ

ど、濃度を超えてしまうということがありまして、私はたくさんのデータを取っているの

ですけれど、そういうはっきり水銀がたくさん入っているというようなものが入ってくる

と、だいたいこれと同じパターンを示していまして、なかなか濃度が下がらないという経

験をしたこと。まあ、バグフィルターのあとで測っても、なかなか下がってこないという

経験をしたことがありますので、こういう水銀をたくさん含むものがいっぺんに入ってき

た場合には、なかなか今の施設では、０．０５mg/㎥ N に水銀を抑えることが難しいケー

スがありますので、結果的に東京都２３区で何回か起きていますけれども、あのようなか

たちになって、炉を止めて１回汚染されると経路が全部汚れてしまいますので、なかなか
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下がっていかないというところで、結構長い期間、止めざるを得ないということが、実際

に起きているということになります。 

 こういう現象を含めて、どうすればよいのかというところがありまして、一つは運んで

くるときに展開試験をして、そういうものを全部省くというやり方も好感があるのですけ

れども、一般住民の方に対して、そういうことをしょっちゅうやるわけにはいかない。ト

ラブルの原因になる場合もありできませんので、ではどうするというところですけれども、

これは一つの答えになると思うのですけれども、これは北海道大学の松藤先生が、同じく

環境研究総合推進費のお金を使って、家庭有害廃棄物という名前を付けているのですけれ

ども、家庭にあっては困るだけで、市に持ってきて燃やしてしまうのも困るというものは

どういうものがあるのかと、私もこの研究を１０年ぐらいやったことがあります。 

最後の職場の時には、環境省の環境研究総合推進のプログラムオフィサーを５年ぐらい

やっていまして、たまたま、この研究テーマを私が担当して、何度か松藤先生と意見交換

をしたことがあるのです。 

これは一つのやり方として、旭川市の協力をもらってこういうパンフレットがあります。

普通、自宅でも困っていることが多いのですよね、出したいけれど出したら困る。だけ 

ど、なんとかしたいというのは結構多いのです。それを運んできてもらって回収をして、

あとの処理を考えるということをやったケースです。 

 今、東京都でも結構こういうことをやっているみたいなのですけれども、こういうこと

をすることで、家庭に入っている水銀を含むものとか、そういうものを分けて集めて、そ

れが可燃ごみに入っていくのを防ぐというやり方が、ピークが出てくる危険性を防ぐ大き

なやり方になるのかなということで、この辺は環境研究がやっていますので、これはもう

研究が終わって、環境省のホームページに成果品が載っていますので、もし興味があれば、

こちらのほうからコピーが全部取れるようになっていますから、ちょっと見ていただけれ

ばと思います。 

 こういうやり方をすることで、かなりピークが上がっていって、除去装置で処理できな
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いような状況というのは、ある程度は防ぐことができるというふうに思います。 

 あとは、水銀条約の経過です。私もちょうど作るときに委員会の委員になって、一緒に

やっていたことがあるのですけれども、これは国連環境計画、ＵＮＥＰが主体になってい

まして、水銀の排出をゼロにしていこうという条約で、２０１０年にスウェーデンのスト

ックホルムで最初の会議を開きまして、対応をしていこうと。先ほど、アジアの排出量が

全体の半分ぐらいを占めているという話をしたのですけれども、当然、日本はアジアにも

責任があるということで、ここではＵＮＥＰが主体で、あとは日本とヨーロッパとアメリ

カが技術面と資金面で援助するというかたちで水銀条約を作りましょうということで、２

０１３年、これは水俣市で採択していますので、条約の名前は水俣条約と、それが正式名

称になっていますので、そういう形で採択された。まだ、５０カ国にいっていませんので、

まだ発効はしていないのですけれども、２０１３年の１０月に採択されているということ

になります。 

 中身的には水銀と水銀化合物の「供給削減」、「添加製品の使用削減」、「水、土壌への排

出削減」ということが骨市となっておりまして、当然、基本的にはなるべく水銀を使うの

を止めると、できれば将来的にはゼロにしたいということで、ここでは電池ですとか、計

測器、蛍光灯、スイッチ、歯科用アマルガムについて指定をして、量を減らしていくとい

うことが決められていったということです。 

 あと、先ほど、日本の場合には７１tぐらい輸出されているという話をしたのですけれど

も、輸出も禁止するということで、ＥＵは２０１１年、アメリカも２０１３年に禁止して

いますので、日本でも発効すれば当然、水銀の輸出はできなくなる。ですから水銀を含む

ものは、全て廃棄物の扱いになっていくということになります。 

基本的には２０２０年までに、こういう蛍光灯の場合にはかなり量は減っているのです

けれども、それでも２０２０年までにやめて、ＬＥＤとかそういうものに変えていきたい

ということ。ただ、どうしても水銀を使わざるを得ないものもありますので、それは例外

的に一部使用を認めるということです。いちばん排出量が大きい火力発電所関係は、新し
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く作る場合には設備を付けさせます。 

 あとは、水銀を含む廃棄物もありますので、それは適切な管理、処分をするということ

で、これは今現在、環境省が案を作っていまして、京都大学ですとか国立環境研究所で、

関連の研究をやっていますので、そういうのを総合したかたちで、安全に処分ができるか

決めていきたいということです。 

 あと、日本ではほとんどありませんけれども、小規模な金採掘でかなりたくさん水銀が

出ているということがありますので、これについては水銀の使用を廃絶するということと、

鉱山も当然水銀を使いますので、必要がないということで、新規開発を禁止するというこ

とになっております。 

 これは、製造禁止になる主な水銀使用製品と国内廃止期限の政府案で、日経エコロジー

だと思うのですけれども、ボタン形アルカリ電池、これはＬＨというカメラとか時計とか、

たぶん皆さんも使ったことがあるボタン形の丸いやつです。いろいろな形がありますけれ

ども、それに今ちょっと入っているということで、これは２０２０年までにやめさせると。  

それからボタン形の酸化銀電池は２０１７年、今年で前倒し。亜鉛電池も前倒し。その

他電池も前倒しでやめると、今年中にやめると。あとはスイッチ、これは水銀系のスイッ

チがありますので、それは２０２０年までにはやめるということです。 

 ランプ類については、蛍光灯は先ほど言ったように、どうしても水銀を使わざるを得な

いというところがありますので、それと蛍光灯はかなり既往の中でも効果があるというふ

うな評価もされているというところで、上のほうは２０１７年、今年に前倒しでやめると、

それから高圧水銀蒸気ランプは２０２０年でやめる。 

 あとは化粧品とか、駆除剤、殺虫剤等でも使われているというところで、ここには書い

ていないのですけれども、ワクチン、新型の病気が出るとワクチンを作るのですが、ワク

チンの保存剤に水銀を使っているのです。それが非常に高くて、前に医療系廃棄物の焼却

施設で計測したときに、たまたまワクチンの古くなったものを燃やしているときにぶつか

ったのです。そうすると、同じようにものすごくこんな高いピークが出て、３時間くらい
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ピークが下がらなかったことが、出口側であったというところがありますので、それはＷ

ＨＯが使用を禁止するということで、話はまとまっているということは聞いています。 

 そういうかたちで、水銀を含むような医薬品ですとか、農薬なんかについては、最大で

２０２０年までに使用をやめるということになりますので、すぐではありませんけれども

２０２０年以降に関しては、かなり水銀の使用そのものが減っていくということです。 

アメリカは特に水銀の消費を減らすということで、かなり積極的に法律を作ってやって

いるというところがあります。そういうかたちで、かなり今後は下がっていくということ

が予測されているということになります。 

 これも日経エコロジーですけれども、水銀法を中心とした水俣条約を担保する中身とい

うことで、廃棄物関係と一般環境関係の計測、計測というか規制をかけて、生じないよう

なかたちで対応するということが、もう一部改正で動いている部分もありますけれど、対

応するということになります。 

 なぜ、水銀にそんなに神経質になっているのかという理由なのですけれども、金属水銀

そのものにはそんなに毒性が無いのですよ。だから金属水銀で排出されても海の中とか微

生物がいてメチル化が起きて、薄い濃度のメチル化が起きると生物濃縮が起きてしまうと

いうことで、結果的には長いスパンで見た場合には、水銀を出すことによってリスクが大

きくなるということが分かっています。これは、この研究は国立環境研究所が環境省の研

究予算を使って、もうこの研究は３年間で終わっているのですけれども、そのメカニズム

を調べて、なぜ水銀は規制が必要なのかというような検討をしているのですけれども、い

ずれにしても金属状態で出ても、最終的にメチル化が起きてしまう可能性が否定できない。  

これは学会等でも発表されているのですけれども、そういうことで水銀の消費をゼロに

して、こういうことが起きないようにするというのが、水俣条約の大きな目的ということ

になります。 

 これは少し余分なのですけれども、蛍光灯の中の水銀、今は５mg とか４mg くらい、昔

は４０mg とか５０mg 使っていたのですけれど、今は５mg 以上入っているとＥＵに輸出
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ができないということになっていますので、かなり５mgとか低い値になっているのですけ

れども、これは少ない量をうまく入れていく技術として、東芝系の会社がこの封入の仕方

を変えることで、かなりの水銀の量を減らすことができるということで、技術開発を進め

てこういうかたちで量をどんどん減らしていく。 

最終的には、おそらく蛍光灯は使えなくなって、ＬＥＤとか他のものに変わっていくと

思うのですが。そういう方向で持っていきたいということになります。 

 あと、水銀廃棄物をどうするというのが当然あります。アメリカの場合は土地が広いと

いうことと、場所によっては地震がないところがありますので、そういうところはボンベ

に入れるとか、ドラム缶に入れて金属水銀を保管しても、それほど危険性が無いというこ

とになるのですけれども、日本の場合は地震がたくさんありますので、こういうやり方は

ちょっと怖い。これは京都大学で研究していますけれど、金属水銀は硫化水銀にしてあげ

て保存してあげたほうが、より安全性が高いということが分かっていますので、日本の場

合には金属水銀系は硫化水銀にしてあげて、これはいろいろ細かくしてあげて、反応させ

ているのですが、おそらくそういうかたちで金属水銀は保管が決まっていくというふうに

なると思います。 

 あとは水銀廃棄物が出るということで、これはドイツの岩塩を取っている場所の写真が

あります。ドイツは今でも岩塩を使っていますので、今でもちょっと掘り進めている。私

も現場に行ったことがありますが、だいたい都市部の２００m ぐらいの深さのところに採

掘口がありまして、そこで岩塩を取っているのです。たくさんの穴が増えていますので、

物をたくさん置けるというところが、私が行った所はダイオキシン、あと飛灰を保管して

いたところなのですけれど、同じようにして水銀関係もこういうところで保管できるとい

うことです。 

日本の場合は、これがないのです。ですから、日本の場合はこういうかたちでは対応で

きないので、どうするのかということが、一つの課題になっている。これは平成３０年ま

でに環境省が法体系を作って、水銀を含む廃棄物をどういうかたちで処理するのかという
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ことを決めていくことになります。京都大学とか国立環境研究所とか、いずれも環境省の

予算を使って研究をしている。もう一つは終わっているのですが、進めていまして、そう

いうデータをベースにしてより安全に、本当は遮断型というのが一番よいのですけれど、

場所も少ないし、お金もかかるので、なるべくそうしなくても安全に処理できるやり方を

決めたいというところで研究を進めていって、そういうデータをもとにして３０年、平成

３０年までに規制基準を作るということが、一応決められているということで、まだ水銀

に関しては進行形のかたちなのですけれども、ある意味では将来的には水銀は無くなって

いくという道筋が見えているというところと、その安全に関する対応の方法についても、

いろいろ検討はされているということになります。 

 私からの説明は、以上になります。 

あとは、質問をお受けしたいと思います。 

○委員長（宮川正孝） 安田憲二さま、どうもありがとうございました。只今、御講義い

ただきましたが、何か御質問等はございますか。 

○委員（島﨑清二） 御講義、ありがとうございました。 

 水銀に関して様々な影響など、勉強させていただきました。ありがとうございました。 

今回、水銀混入の調査対策委員会という形で、平成２７年９月１日に柳泉園組合におい

て、ごみの中に水銀が入ったという時点で、焼却炉の１号炉の中に０．１４ｍg/N ㎥という

水銀濃度が急上昇したということで、今回この委員会が立ち上がったわけです。 

３９万倍に気化したもの、破砕された水銀が３９万倍に薄められたということですけれ

ども、３９万倍に薄められた０．１４ｍg/N ㎥のこれに対して煙突から出たときの影響とい

うのは、どのように考えたらよろしいのですか。 

○講師（安田憲二） 影響による場合は、先ほどもお話しましたけれども、指針値の４０n

ｇがベースになる。あれは一応環境基準に順ずるということですから、あの濃度以下にな

れば、そんなに影響はありませんという解釈になります。先ほどお見せましたが、乾電池

でたくさん水銀を使っている時代で８ng くらいということを考えると、通常の場合、それ
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が煙突から出たもので、環境汚染とか土壌汚染が起こる可能性は極めて少ないと思います。 

○委員（島﨑清二） そうしますと、煙突から出て柳泉園の近隣に水銀が広まったという

考え方は無くてもよいのですか。 

○講師（安田憲二） 量の問題がありますけれど、かなり拡散ができるということと、多

分計算をしてもそんなに降ってくるということは、ないと思います。そのぐらい時間が継

続したのかというところにもよるのです。 

お聞きしたら、すぐにスイッチを切ったので、パターンが読めない。僕らは昔からずっ

と研究していますので、パターンでどういうものかとか大体想像がつくのです。量的なと

ころも含めて。量も計算出来るのです。面積を計算したらよいだけなので。それが出来な

い状態になっているので、量がどうかというところは、正確には出てこないとは思います。  

先ほどもお話しましたように、水銀をたくさん乾電池に使っていた時代、量的には今よ

り圧倒的に量が多いということが言えると思いますけれども、その時代でも煙突の下流側

で８ng ぐらいということがありますので、上がったことによって、その周辺域に汚染が広

がるということは、かなり考えにくいと思います。これまでのデータから見ると。 

○委員（島﨑清二） 分かりました。そうしますと、近隣に対しての例えば、土壌のお話

もありましたけれども、近隣の土壌の調査または診断とか、そこまでは必要ないだろうと

いうことですか。 

○講師（安田憲二） データから見ると１００分の１以下の値になっていますので、特に

しなければいけない要件はないと思います。 

ただ、濃度が上がるとかなり気持ちが悪いと。これは汚染があるのではないかというふ

うに思う場合が多いので、なるべくそういうことがないような形でそういうものを集める

とか、そういう形で対応していかないと。 

なかなか東京都も何回も停めていますけれども、起きてしまうのでその辺にかなり力を

入れて、なるべく通常の乾電池が数個入った場合、少しづつ上がることに関しては、ほと

んど影響がないです。 
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他で取っているのですけれど、ほとんどそういうピークでは出口からも出てこないとい

うことを確認しています。一気に上がる、例えば、ワクチンの防腐剤がたくさん入ったも

のを燃やす、これは普通の焼却炉ではありえなくて、医療系廃棄物ですので、そういうと

ころはものすごく上がってきますので、心配ですけれども、通常の持ち込み焼却炉でそう

いうことは、ゼロとは言えませんけれど起きないでしょうし、年間の排出量からすればご

くわずかのプラスにしかならないと思います。 

やはり水銀の汚染はほとんど、人力の金採掘とかそういうところで大量に狭いところで

使う分には、当然、土壌汚染とかはありえますけれど、焼却炉は煙突から出てきますので、

多分その心配は極めて小さいというふうに私は思っています。 

○委員（島﨑清二） 分かりました、ありがとうございます。 

○委員長（宮川正孝） ほかにいかがでございましょう。 

 私のほうから質問ですが、先ほどのお話で連続測定を停めると、その後の測定に影響が

出てしまうよというお話がございました。それはよく理解できたのですが、一方で今後に

関連することですが、組合では０．０５ｍg/N ㎥を２時間超えたら焼却炉は停止する方向で

ということで、方針を決めているようでございます。そういうときに、今回の質問で出た

のですが、平成２７年９月のような事例も一つあると思いますが、例えば、高濃度が測定

されるような状況のときに、私も計量をやっていたような人間からすると、やはり高濃度

の水銀を入れることがこの測定器にとって、むしろ測定器自体にかなりのダメージを与え

てしまう可能性もあるので、その辺の兼ね合いは結構難しい問題があるのかと思っており

ます。その辺はいかがでございましょうか。 

○講師（安田憲二） 私の場合は、研究用可搬型を使っておりますので、測定を終わった

ら全部メーカーに戻して全部クリーンアップしてもらって、チューブを全部取り替えて計

測をしている。そうしないと上がってしまうところがあります。ただ、おそらく固定型で

付けているところは、キャリブレーションとか出来るので、本当はチューブを取り替えて

機械も洗ったほうがよいのですけれど、それが難しい場合、要はキャリブレーションして
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あげて、清浄ガスを入れてあげて、ベースを見てあげる。汚れていると当然ベースが上が

ってきます。それを起点とするしかないので、ガスを入れてキャリブレーションしてあげ

て、反応が正常であるということであれば、とりあえずそれで計測を継続するという形で。 

ただ、ベースが上がりますので、ゼロでは使えない。キャリブレーションしてゼロに針

を下げることはできますけれども、当然上がってくる。私の経験でも上がっています。 

先ほどお話した医療系廃棄物で、ものすごく大きなピークが出たときも、あとに測った

ときにはすごくベースが上がっていたというところがありますので、それはかなり気をつ

けないと、おそらく、機械を付ける時にメーカーから説明を受けていると思うのです。そ

れはかなり気をつけないと。特に焦って停めてしまうと、もう機械そのものが計測に影響

が出てしまうとはっきり分かっていますので、それは気をつけたほうがよい。必ず、停め

たときには、あとでキャリブレーションしてあげて、ゼロを確認したうえで測るというこ

とをしないといけない。 

○委員長（宮川正孝） はい、ありがとうございました。これを含めて参考にしてもらえ

ればと思います。どうもありがとうございます。 

 ほかに、何か御質問はありますか。 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○委員（松川聡） 今の委員長と似たようなところになりますが、実際に柳泉園の９月１

日に０．１４ｍg/N ㎥が出てから、１回０．０７ｍg/N ㎥を確認して、その翌日にも０．０

７ｍg/N ㎥が出ているということで、切ったり入れたりしているということがあるみたいな

のですけれども、今仰ったような影響も考えられるということですか。 

○講師（安田憲二） そうです。当然、１回切ると汚れを疑わざるを得ないところがあり

ますので、普通は全部チューブを外して、普通の窒素ガスか何かを入れてキャリブレーシ

ョンをしてゼロを確認しないといけない。普通、清浄空気を入れるとゼロになりますけれ

ども、汚れているとゼロにならない。機械が汚れていますので。そうするとそれをベース

にするしかないので、それを扱うときにはかなり気をつけないと、誤解の原因になってし
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まうというところがあります。必ず停めたら、１回キャリブレーションして、もう一回測

り直すということをしなければいけないということです。機械が汚れますと全部汚れます。  

なので、取り替えないでずっと動かしていると、高いままでずっと推移していくのです。

機械が汚れていますので、何を測っているのか分からないということは、よくある話な 

のです。  

僕らがやるときは、必ず終わると京都の工場に戻して、全部２週間ぐらい洗ってもらっ

て、それでもう一回送ってもらって、チューブを替えて測る。そうしないとちょっとこの

データが怖いのです。 

特に、先ほどお話しましたけれども、濃度的には２価の水銀が圧倒的に多い、ほとんど

全部と言っていい。あれは水溶液に溶けやすいという性質がありますので、ヒーターを停

めると全部凝縮します。その凝縮に水銀が全部くっついてしまうのです。なので、それが

全部残っていますので、チューブの中とか機械の中にも残っています。当然、それをまた

立ち上げてしまうと、高いのが出てしまうということはよくある話です。それは必ず機械

を扱う場合には、気をつけなければならないと思います。 

あと、柳泉園でも濃度の計算をしていますけれども、やる場合も乾きで測っていますの

で、湿りガスを扱うと数字が大きくなりますので、必ず水分を補正してあげて、本当は２

０％ぐらいだから、ここも８掛けで数字を出して計算をしないと、過剰な計算になってし

まうというところで、それもよく間違える場合が多いのですけれど。乾きで測っていると

いうことですので。 

○委員（松川聡） ありがとうございます。あともう１点、このスライドの２１番で御説

明いただいて、ちょっと分からなかったところがあるので。特に下の乾電池を投入した際

の水銀測定チャートということで、これはいつ投入されたということなのか。 

○講師（安田憲二） これは、実験用の焼却炉を使わせてもらっています。 

時間当たり３５０kg ぐらいの能力の焼却炉を使わせていただいて、最初の低いところは

水銀が入った乾電池が全く入っていない状態の中に、普通の可燃ごみを入れてずっと燃や
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していたのです。 

途中から、これは流動床を使って行う実験装置で投入口がありますので、そこからいっ

ぺんに、本当は一個ずつ入れるのがよいのですけれど、１個だとよく分からないというこ

とで反対をされたので、５個いっぺんに入れたのです。一番大きいやつを。 

そうすると、中から水銀がどっと出てきますので、こういうふうに、だらだら出ていく

というかたちになっています。実験したのはかなり昔ですが。 

○委員（松川聡） はい、ありがとうございます。この単１乾電池ですか。 

○講師（安田憲二） はい、赤い一番大きいやつですね。筒の大きいやつ、あれは１型で

すから。 

○委員（松川聡） これを５つ入れると１mg/㎥とあります。 

○講師（安田憲二） これは入れる量ですとか、焼却炉の温度ですとか、いろいろな条件

が入ってきますので、一概には言えないですけれども。 

いずれにしても、ワーと出てきて、いっぺんにどっと出るわけではないので、こうやっ

てだらだらといくような形なので、昔はこのパターンを見ると何が入ってそういう現象が

起きたのか、なんとなく想定がついたのですけれど、今の若い方はほとんど現場経験がな

いので、パターンを見ても分からないのです。僕らはずっと実験をやっていますので、大

体パターンを見ると何が入ってこうなったかって見えるところがあるのです。 

上のほうは粗大ごみの破砕物、これは結構、可燃ごみとして焼却炉に入っていくのです

けれども、これも結構水銀を含むものが出てくるので、こういうふうに普通のごみと比べ

ると高い。だから、これが混ざってくると、ときどき出てくるのです、濃度的に。 

○委員（松川聡） はい、ありがとうございました。 

○委員長（宮川正孝） 今の御質問の関係なのですけれど、アルカリの単１乾電池に水銀

が入っている時に、多い時には例えば１％ですから、１０，０００mg/kg ぐらい入ってい

たことがありますよね。 

○講師（安田憲二） 昔はたくさん使っていたのです。特に１型が一番大きいので、たく
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さんの水銀が入っていたわけです。今は入っていませんけれども、昔はたくさん入ってい

たのです。それを実験用に使ってみたのです。実際には濃度も測っていたこともあるので

すが、結構、量が多いのです。水銀の量が。これは、あくまでも実験で確認したというこ

とです。普通のところでやってはいけないのです。これは実験用でやっていたということ

です。しかし、集塵機入口側で測っていますので、当然下がっていかなくても、こういう

ふうになっているということです。 

○委員長（宮川正孝） あとの報告書に関係あることなのですけれども、安田先生からお

話があったように、かつて古い乾電池なんかにはたくさんの水銀が入っていたので、そう

いうことがあったものですから、２回目の資料の水銀製品別の評価をするときの値という

のは１個当たり１０mg としてやったのですが、現在の野村興産からのデータからでは、１

０mg/kg とそのぐらいまで下がっているので、乾電池の影響を見るための評価は、やりな

おさせていただいたということなので、今の松川委員の御質問に関連すると、ちょっとそ

んなことを補足的に。 

○講師（安田憲二） 今、こういう現象はないはずです。量はすごく少ないですから。 

ただ、ボタン型のアルカリ電池は、多少まだ使っているようでして、あれが入ってくる

と出てきます。これはちょっと実験をやっていませんけれども、それは一応２０２０年ま

でに製造を禁止するということになっています。あと３年でやめるということ。 

もう一つ気をつけなければいけないのは、日本はもうやめているのですけれども、中国

製とかロシア製とか、国によっては規制をかけていないところがありますので、例えば、

おもちゃの中に乾電池が入っていて、出てくるとかという場合には、中国製の乾電池が入

ってくるので、この場合にはかなり高い濃度で水銀が入っているということで、出ること

がありますので、ゼロにはならない。もちろん量的にはかつてより少ないとは思いますが、

ゼロではありませんので、先ほどのチャートをお見せしましたけど、入口側ではやはり上

がってきますよね。ですから、まだあのような現象はあるということは承知しておく必要

がある。上がる場合には、ほとんど今の除去装置で取れてしまいますので、それは対応で
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きているということも、確認されているということになります。 

ただし、大量に入った場合には上から漏れるということもありえるということになり、

それは住民の不安にも繋がるということにもなりますので、できるだけそういうことが起

きないようにということで、自治体は努力していく必要があると。回収をするとかですね、

そういうことで住民の方にも安心していただく必要性が当然あると思います。でなければ、

出ることもありうるので、それも想定して回収を考えるということも必要なのかなと思っ

ています。 

○委員（鈴木たかし） すみません。 

○委員長（宮川正孝） はい、鈴木委員よろしくお願いいたします。 

○委員（鈴木たかし） ありがとうございました。 

今回のスライドの２２ページで、いわゆる試験回収のパターンを御提示いただきました。

今回、私ども３市でも回収キャンペーンをやっていこうということで、方向性が決まっ 

ているのですが、今回、私どもが想定している回収物としては、今回言われている蛍光管

とか乾電池は従来から回収の中に入っていますので、水銀体温計と水銀血圧計、また、家

庭用の朱肉とかマーキュロクロム液、その他無機薬品という言い方をしていまして、先生

が今回スライドで御提示いただいた中で、塗料とかシンナーとか、これは水銀に限っての

御提示でしょうか。２２ページの。 

○講師（安田憲二） これは水銀に限ったわけではなくて、家庭用廃棄物で、私も回収し

たことがあるのですけれども、結構あるのです。それが可燃ごみに入ってきたりとか、捨

てられてしまうと困る場合が多い。 

化学物質を使っているということもありますが、それをなんとか減らしたい。スウェー

デン、ヨーロッパ、ドイツでは普通に集められているのですけれども、日本はまだ自治体

が集めるのが嫌だということもあるみたいでして、広がらないのですけれども、これは先

ほどお話しましたけれども、北海道大学の松籐先生が環境省の研究予算を使って研究した

中身で、私がＰＯ（グラムオフィサー）をやっていますので、何回も意見交換をしたりし
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て、これはもう成果品が出ているので環境省から。これは、環境省のホームページの環境

研究総合推進室という項目があるのですが、そこから入ると年度毎に研究報告書がまとま

って出てきますので、それで一応コピーが出来ます。それを見るともっと参考になると思

います。これは一文だけ抜いているのですけれど、こういった形で水銀に関するリストを

挙げていただいて、期日を決めてここの場所で試験回収しますのでというかたちでやれば、

結構集まるのですよ。これは旭川市がすごくたくさん集まったと先生が仰っていましたけ

れど。効果は高いということは、先生は確認されている。こういうかたちでなるべく高い

のが入ってくるのを避けるということのほうが、もちろん展開試験もかなり重要なのです

けれど。結構トラブルの原因になるので。そういうやり方のほうが、水銀の場合は特に問

題が起きそうな上がり方をした後、なかなか下がってこないようなところは、このやり方

のほうが効果が高いのかなというのが、私の認識ではあります。 

○委員（鈴木たかし） はい、２６ページの日経エコロジーの記事を御参照いただいてい

るなかで、水銀使用製品ということで農薬とか医薬品もご提示いただいています。今の先

生のお話でも、そういった薬品化学物全般の中には、やはり入っているという認識でよろ

しいでしょうか。 

○講師（安田憲二） 入っています。一番多いのがワクチン用の防腐剤です。インフルエ

ンザなどが流行ったときにワクチンを別に作る必要がありますので、あれは２年でだめな

のですよ。２年間持たせなければいけないので、一応ＷＨＯで認められた防腐剤、これ水

銀化合物を使っているのですけれども、結構量が多いのと、処分するときにまとめて処分

してしまうのです。 

先ほどもお話しましたけれども、たまたま、そういうものをたくさん保管している病院

が委託をして、医療用の業者が燃やしたことがありました。真夜中だったのですけれども、

一応機械は付けてありましたので、朝行ったらピークが上がったきり降りてこない。出口

側も当然高い値が出ている。ここにはバグフィルターが付いているのですけれど、もうそ

うするとちょっと難しい。ただ、ＷＨＯがそれの使用を禁止するというようなことをはっ
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きり決めていますので、そういう現象は減ってくるのかなということと、結構まだ、無機

薬品とかあちこち使っているところがある。結構水銀って便利なのですよね。金属水銀は

毒性が無いということもあるので、結構便利なところがあってまだまだ、もちろん規制は

かかっているんですけれども、そういうものを使っているところもあるみたいでして、ゼ

ロにはなかなかできない。 

ただし、普通の場合でしたら、今の装置があれば除去できますので、いっぺんに入って

くることは絶対に避けなければいけないというところは要注意だというふうに思っており

ます。これでやると結構、効果があったという報告は受けています。 

○委員（鈴木たかし） ありがとうございます。 

○委員（黒田和雄） すみません、２点ほど。先ほどの２１ページの乾電池の単１ですか、

水銀が多く含まれた時代の電池を５個投入したというチャートなのですけれども。今、柳

泉園組合で水銀が少し出たという事故の原因として、想定されるのは水銀体温計と血圧計

というようなことが想定されていますが、量的には乾電池等と比べるとかなり多いという

ような状況ですが、やはりチャートとしては同じような形で出るのですか。 

○講師（安田憲二） そうですね、おそらく同じようなパターンでピークが上がって、そ

のまま下がってこないというようなことは、十分想定ができると思います。 

通常は、その時間の長さとパターンで大体何かなと読み取れるのです。 

例えば、面積計算をしてあげると、この規格はこれだけの量になるので、おそらく血圧

計でないかとか、そういう想定ができるのですけれども、僕はそういうデータを取ってい

るので、無かったということで分からないのですけれども、それを見てあげると大体原因

が分かるので、どのぐらいの量が出たのかですね。一応、計算出来ないことはないです。   

おそらく、それが出来ないようなかたちになっていますので、ちょっと量が分からない

です。パターン的にはほぼ同じような、そういうたくさんあるようなものが入ってくると、

同じようなパターンで除去しきれないということはあると思います。 

○委員（黒田和雄） はい、分かりました。それからもう１点ですが、３０ページのアメ
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リカにおける水銀保管方式というものがあるのですけれども、例えば、柳泉園では乾電池

につきましては、ドラム缶に入れて蓋をして施錠をして、保管をするということなのです

が、やはりこれは当然屋根があったほうがよいものですか。 

○講師（安田憲二） 腐食すると。 

○委員（黒田和雄） 腐食するということがありますから、その辺はしっかりしたほうが

よろしいのですか。 

○講師（安田憲二） 水に浸かるのはよくないと思います。やはり屋根、遮水が出来る形

での保管は必要ですし、本来的には処理してしまったほうがよいのですが、もう今処理し

ても水銀は使えないのですよ。それはもう全部破棄してしまうということになっています

ので、それがちょっと難しければ、屋根のあるところで保管をする。腐食して出てくる可

能性があるとは思います。 

○委員（黒田和雄） 分かりました。ありがとうございます。 

○講師（安田憲二） ただ、乾電池関係は、埋立地処分場に入ったときにどうなるかとい

うのが、福岡大学でデータを取っているのですけれど、あまり出てこないのです。２０年

くらい経っても、あまり出ないというデータが発表されているので、土の中に入ったデー

タになりますけれども、案外中に留まっているものも少なくないようなデータが福岡大学

で発表されたというようなところがありますので、ちょっと条件によって違いますよね。 

腐食がするようなところなら、当然出ると思いますので。どこに入れたとかそんなとこ

ろも違ってきますが、そういうデータも一応報告されているということです。 

○委員（黒田和雄） ありがとうございます。 

○委員長（宮川正孝） 御質問等はないのかなと思いますので、長い間、御講義とその質

疑の応答をしていただきまして、安田さんどうもありがとうございました。 

 ここで、安田さんは御退席となりますので、本当にどうもありがとうございました。 

〔講師退席〕 

○委員長（宮川正孝） 只今、講義をいただいて、そのあと皆さんからの御質問等も出し
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ていただきました。 

先ほど、環境への影響の関係について、講義内容と組合の考え方も踏まえまして、環境

への影響について何か御意見がありましたらお願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。 

事務局のほうも、何か補足等でありますでしょうか。 

○技術課長（佐藤元昭） では、安田先生からお話がありましたこと。委員さんの方から

質問がありましたことで、若干補足ということで説明させていただきます。 

先ほどのドラム缶に保管しておくと錆びるというお話がありましたが、乾電池に関しま

してはドラム缶に保管いたしますけれども、２ヶ月に１回程度、年間で６回とか７回搬出

しておりますので、ドラム缶が腐食してそこから有害物質が漏れるということはないとい

うふうに認識しております。 

只今の安田先生のお話に対しての補足は、以上となります。 

柳泉園組合のほうのバグフィルターの入口の温度も大体１５０℃程度ということになっ

ておりますので、安田先生が仰っていただいたように、ほぼ捕集出来るような施設となっ

ていることが、今回のお話で確認出来ました。 

事務局のほうからは、以上でございます。 

○委員長（宮川正孝） ありがとうございました。 

 特に環境への影響について御意見等なければ、次のほうへ進めさせていただきたいと思

います。よろしいでしょうか。 

〔一同頷く〕 

○委員長（宮川正孝） ありがとうございます。 

 では次に、２番目の「柳泉園組合水銀混入調査対策委員会報告書（案）」についてを議事

といたします。 

○委員長（宮川正孝） それでは、「柳泉園組合水銀混入調査対策委員会報告書（案）」に

ついての説明をお願いいたします。 
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○技術課長（佐藤元昭） はい、ではお手元の資料、「柳泉園組合水銀混入調査対策委員会

報告書（案）」を御覧いただければと思います。 

まず、１ページめくっていただきますと目次となっております。 

続きまして、参考資料１、２と記載されております。これは、報告書案の一番最後のほ

うについておりますので、後ほど御説明いたします。もう１枚めくっていただきますとペ

ージが１ページとなり、「１．はじめに」から始まります。 

報告書（案）について読ませていただきます。 

 まず、１．はじめに。 

今日、我が国における水銀に関する動向は、水俣条約を受け国内法の整備や改正などが

進み、柳泉園組合の事業に関連するものとしては、「改正大気汚染防止法」による水銀の排

出規制及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に基づく各種の施策が施行され

る見込みとなっている。 

このため、今後、柳泉園組合は、「改正大気汚染防止法」の排出基準を遵守した事業の推

進が求められ、また、市町村は「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に基づく水

銀使用製品の適正回収を進める必要がある。 

このように、水銀含有製品の混入の防止は、地域の生活環境の保全の観点に加えて、新

たに法令遵守の観点からも極めて重要な課題となっている。 

こうした中で、柳泉園組合水銀混入調査対策委員会（以下「本委員会」という。）は、平

成２７年９月に排ガス中から水銀が検出された原因究明や再発防止のため、これまでに５

回の検討を踏まえ、柳泉園組合、構成３市（清瀬市、東久留米市、西東京市）及び事業者

（排出事業者、収集運搬事業者）に対する提言や、市民の皆様へのお願いを以下のように

とりまとめた。 

なお、留意すべきこととして、他自治体等における水銀含有製品に係るアンケート等の

結果において、同製品に係る情報が広く市民の皆様に共有されていないという状況が明ら

かになっており、これは構成３市においても同様と考えられる。 
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このため、柳泉園組合は構成３市とともに、市民の皆様や事業者に水銀含有製品に関す

る情報を広く伝える取り組みを実施する必要があり、これは、不適切な排出や非意図的な

排出を未然に防止する上で不可欠と考えられ、優先して取り組む必要がある。 

とりわけ、市民の皆様には、表７‐２、この表７‐２は、９ページに記載されています

が、後ほど御説明いたします。 

表７‐２に示した水銀含有製品のうち、特に使用せずに保管（退蔵）されている水銀血

圧計や水銀体温計などについては、家の片づけや建替え時などに非意図的に排出されるこ

とを未然に防止するためにも、今後各市において構築されると考えられる回収システムを

通じて、適切に排出されるように協力を求めていく必要がある。 

本書は、これまでに５回開催された水銀混入調査対策委員会での議論をもとに取りまと

めたものである。 

 次のページ、３ページになります。 

 ２．目的。 

平成２７年９月１日、稼働中の柳泉園クリーンポート１号炉排ガスより、水銀が検出さ

れたことで焼却炉を一時停止するという事態が生じた。その後、平成２７年第４回柳泉園

組合議会定例会において、この件に関する陳情が出され、採択された。 

本件については、適切な対応策を講じることが必要であることから、本委員会を設置し、

①水銀が検出された原因究明、②水銀が可燃ごみに混入しないための対策、③搬入された

水銀含有廃棄物の管理体制についての検証、④環境への影響についての検証を行った。 

 （１）柳泉園組合水銀混入調査対策委員会委員名簿として、表２‐１で表されておりま

す。ここで、西東京市の議員の改選がございまして、第１回から第４回までは桐山ひとみ

議員が委員として参加されておりましたが、今回より田中のりあき議員に委員が変更とな

っております。 

 では、次のページ、４ページを御覧下さい。 

 （２）委員会議事概要。委員会議事概要といたしまして、表２‐２に示されております。 
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 第１回が平成２８年５月１１日に行われ、第２回、第３回、第４回がそれぞれ８月１日、

１０月７日、平成２９年１月１３日で、第５回が本日平成２９年２月２４日となっており

ます。右端にそれぞれ議事内容が載っておりますので、御覧いただければと思います。 

 続きまして、５ページ、３．『柳泉園クリーンポート』における水銀検出状況。 

 （１）焼却炉停止までの経緯。柳泉園クリーンポートにおいて、平成２７年９月１日８

時４６分頃、稼働中１号炉において、排ガス中の水銀濃度が急上昇した。同日１６時頃、

１号炉の立ち下げを開始し、翌９月２日１０時ころ１号炉停止が完了した。 

なお、詳細な焼却炉停止までの経緯については、中間報告書 表３‐１「焼却炉停止ま

での経緯」に記載してある。 

 （２）水銀検出後の対応。９月１日水銀検出後、１０月に減温塔内、煙道及び脱硝反応

塔の清掃を実施した後、１１月１９日に１号炉立ち上げを開始した。詳細な水銀検出後の

対応については中間報告書、表３‐２「水銀検出後の対応」に記載してございます。 

 ４．水銀が検出された原因について。 

水銀が可燃ごみに混入した経路として、以下の２つの可能性が考えられる。①事業系一

般廃棄物からの混入、②家庭系一般廃棄物からの混入。混入経路等その原因を明らかにす

るため、以下の手法により調査を行った。１）収集運搬事業者へのアンケート調査、２）

可燃ごみ内容物調査、３）看護系学校への聞き取り調査。 

しかし、これらの調査では明確な混入経路等その原因の特定はできなかった。 

また、本委員会において、柳泉園組合に持ち込まれた有害ごみ（乾電池及び蛍光管）が

焼却炉に投入された可能性についても調査検討を行ったが、入出量実績及びその他資料か

らその可能性は考えられなかった。 

こうしたことから、本委員会としては、排ガスから水銀が検出されたことについての混

入経路やその原因等は特定できないという結論に至った。 

なお、柳泉園組合は、搬入された廃乾電池約１，１００個について、２９年１月に「水

銀０」の乾電池の割合等について実態調査し、結果をとりまとめている。 
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 ５．水銀含有製品別の水銀排出源の可能性にかかる評価。 

水銀含有製品別の内、一般的な含有製品別の水銀排出源の可能性にかかる評価結果につ

いては中間報告書表４‐１「水銀含有製品別の水銀排出源の可能性にかかる評価表」に示

したが、同表の内、乾電池については、新たに得られた水銀量に関する知見等を踏まえ再

評価を行っているので、本報告書７「水銀１７０ｇに相当する使用済み廃乾電池の個数等

の再試算について」に記載し、さらにその詳細は参考資料１に示した。 

また、水銀量に関する出典などをより詳細に記載するなど整理し、新たに評価表を表７

‐２として示した。こちらについても先ほどと同じで９ページに記載しておりますのでの

ちほど御説明いたします。 

 ６．環境への影響について。 

 水銀混入推定量及び煙突からの排出推定量について中間報告書に詳しい記載があるが、

一定の条件の下で、排ガス量からの混入推定量として少なくとも１７０ｇ以上の水銀が混

入されたと推測される。 

なお、混入推定量は、家庭等では様々な水銀含有製品が広く使用され、かつ、それらに

含有する水銀量は大きく異なること（例えば、ボタン電池などは数 mgであるが、水銀体温

計約１g(=１，０００mg)、水銀気圧計は１，５００g（=１，５００，０００mg）など含有

量には大きな幅がある。）などから、原因の特定に直接結びつくものではないが、推定量か

ら想定される水銀含有製品の個数をもとに、その重量や容積などを勘案した物理的な搬入

可能性なども踏まえ、一般的な水銀含有製品が原因となり得るかについて評価の参考とな

ると考える。 

 煙突からの排出推定量等については、煙突からの排出予測結果は１４０μｇ/㎥で、最大着

地濃度は０．００２３６μｇ/㎥と予測された。最大着地濃度は、「今後の有害大気汚染物質

対策のあり方について」（平成１５年 中央環境審議会第１４３号）に示された有害大気汚

染に係る指針値（年平均値０．０４μｇ/㎥）を大きく下回る結果であることから、環境に与

えた影響は非常に小さかったと考えられる。 
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 ７．水銀１７０gに相当する使用済み廃乾電池の個数等の再試算について 

 一般的な水銀含有製品が、今回の水銀混入の原因となり得るかを検討する一環として、

水銀１７０g に相当する廃乾電池の個数を試算するため、その水銀含有量１個当たり平均０．

０１(g)(=１０(mg))と仮定し、試算した（第２回委員会配布資料４） 

一方、野村興産㈱は、「平成２６年度入荷使用済み電池水銀調査結果」として、廃乾電池

中には、１０～２０(mg/kg)の水銀が含有としている（「水銀廃棄物の処理とリサイクル」

スライド No.５２ 野村興産㈱資料）。こうしたことから、前述した廃乾電池中の水銀含有

量を１個当たり平均１０mg との仮定は、その値が大きかったと考えられる。 

そこで、野村興産㈱の水銀調査結果を踏まえて、廃乾電池中の水銀含有量は、１０mg/kg

（＝g/t）と仮定し、１７０g の水銀に相当する乾電池の重量、個数及び容積を試算し、これ

らから、廃乾電池が今回の水銀混入の原因となり得る可能性について再度検討した。 

結果は、表７‐１に示す。ということでその下の表ということになります。 

乾電池の重量、１７，０００kg＝１７t、２t 積みトラックで８．５台に相当。乾電池の

個数、５６万個。乾電池の容積、約７㎥、ドラム缶で運搬すると４７缶に相当するとなっ

ております。 

このように、水銀１７０gに相当する廃乾電池は、非常に大きい重量と容積になると試算

された。こうした膨大な量の廃乾電池を、一度あるいは数回で、かつ人目につかず搬入す

ることは困難と考えられ、今回の水銀混入の原因は、本試算結果からは、廃乾電池による

可能性は低いものと判断された。 

なお、乾電池と同様に、水銀１７０g に相当する蛍光管の容積に係る試算結果についても

参考資料１に示す。 

以上も踏まえ、水銀含有製品別の水銀排出源の可能性に係る評価表を再整理し、表７‐

２に示す。 

 ９ページを御覧ください、そちらに表７‐２がございます。今まで、中間報告などでも

お出しした、１７０g に相当する水銀含有製品について変更はありませんけれども、乾電池
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については以前ですと、１７０g 相当になるには１７，０００個と記入しておりましたが、

今回のデータを基に試算した結果、５６０，０００個になるということになりました。 

 １０ページを御覧ください。 

８．「環境省モデル事業」による水銀体温計等の回収の取り組みとその結果は、今後構成

３市などが水銀含有製品などの回収事業に取り組む際の参考となると考えられることから、

中間報告書において示した旭川市と、近隣自治体である東村山市におけるモデル事業の結

果に、旭川市と同時期に実施された熊本県阿蘇市等の結果を加え整理し、次のページにな

りますが、表８‐１に示した。このうち、回収拠点については、阿蘇市等の事例において

は、専ら本庁舎等の公共施設に設定しており、薬局や薬店の協力を得た他の事例とは異な

っています。 

 １１ページの表８‐１を御覧ください。１東村山市、２旭川市、３が阿蘇市等の阿蘇広

域行政事務組合で、それぞれ行っておりまして、東村山市が昨年の２月１日から１ヶ月間、

２月２８日まで。旭川市がその前の年、平成２７年２月１日から２月２８日まで。阿蘇広

域行政事務組合が平成２７年２月２日から、２月２７日まで実施しております。 

 各自治体等の人口ですけれども、東村山市におきましては約１５万１千人、旭川市にお

いては約３４万７千人、阿蘇広域行政事務組合が６万人、世帯数に関しましては、東村山

市が約７万１千世帯、旭川市が１７万６千世帯、阿蘇広域行政事務組合が２万４千世帯と

なっております。 

 広報活動、回収拠点、回収対象につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、回収実績です。水銀血圧計、東村山市においては１２７台。旭川市におい

ては９４台。阿蘇広域行政事務組合においては５７台。 

水銀体温計については、東村山市が１，８４５本。旭川市が４３５本。阿蘇広域行政事

務組合が４１４本。 

水銀温度計につきましては、東村山市が４１本。旭川市においては、ありとしか表記が

されておりません。阿蘇広域行政事務組合が１５本となっております。こちらの回収実績
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の差については、東村山市においては、市内の薬局、薬店４６店舗のほかに、公共施設１

３箇所で回収拠点としております。そのほか、旭川市は市内協力薬店、また、阿蘇広域行

政事務組合においては、本庁舎窓口等１５箇所ということになっております。 

 この結果を見る限り、やはり、市内の薬局、薬店を含むことよりも、公共施設を含むこ

とのほうが、排出する市民の方々は、排出しやすいのではないか、なかなか薬局に行かれ

る方はお年寄り等、何か持病等をお持ちの方々が多いと思われ、やはり公共施設も回収拠

点の一つとして選ぶべきではないかという結果になっているのではないかというふうに想

定されます。 

 続きまして、１２ページを御覧ください。 

９．提言。９．１、構成３市への提言。 

 ①全般的事項。「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」は、国、事業者及び市町村

の責務を規定している。そのうち、市町村の責務に関しては、「市町村は、その区域の経済

的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない（１７条）」としている。実際に市民と接し

水銀使用製品を回収するのは構成３市であることから以下のとおり提言する。 

柳泉園組合との連携による搬入する廃棄物への水銀混入の防止。とりわけ、水銀体温計、

水銀血圧計及び水銀温度計などは、１個当たりに含まれる水銀量が蛍光管や乾電池に比べ

て多いことを踏まえ、その回収を推進するため、適時回収事業を行うとともに、これらの

製品を受け入れる仕組みも市民の利便性にも配慮しながら、速やかに構築することを検討

されたい。 

 なお、特に、他の自治体における回収事業において、金属水銀（液状）が回収されてい

ることには留意が必要である。水銀の比重は１３．５と非常に大きいことから、１０ml で

１３５g となるなど、仮に不適切に排出や廃棄される場合には、環境汚染や健康への影響も

懸念されるため、積極的にその回収を図る必要がある。市民や中小零細事業者からの水銀

含有製品の搬出・処分などに関する相談窓口を設けること。市のＨＰや市主催の行事等の
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場を活用して、市民、事業者への啓発活動を推進すること。水銀含有製品の回収等に関す

る情報の公開。水俣条約や関連法令の施行等に伴う適切な対応 

 次のページになります。②廃棄物収集事業者への広報及び指導。一般廃棄物収集運搬許

可事業者に対し、適時説明会等を実施して指導監督を行う。③構成３市と柳泉園組合によ

る「搬入物・搬入方法等を協議する協同部会」の設置。 

 ９．２柳泉園組合への提言。 

中間処理施設としての柳泉園組合は「改正大気汚染防止法」（平成３０年４月１日施行予

定）による水銀の排出規制対象となること等を踏まえ、以下のとおり提言する。 

①全般的事項。構成３市との連携による搬入される廃棄物への水銀混入の防止。異常時

の対応能力の向上に向けた職員等の教育訓練の実施。水俣条約や関連法令の施行等に伴う

適切な対応。 

②異常時の対応。対応マニュアルの職員及び運転担当委託事業者への周知。年に一度は

対応訓練の実施。うち、３年に一度は、夜間又は休日など管理体制が比較的十分でない状

況を想定して実施すること。 

③搬入された蛍光管、廃乾電池の管理体制の向上。 

④運搬業者に対する搬入検査等の強化。 

⑤構成３市と柳泉園組合による「搬入物・搬入方法等を協議する協同部会」の設置。 

⑥構成３市が行う市主催の行事等の場を活用しての啓発活動への参加協力。 

⑦排ガス中の水銀濃度低減等の関連する技術情報等の収集。 

⑧ＨＰによる啓発活動。⑨小学校社会見学、その他見学会などにおける啓発活動。 

 次のページを御覧ください。 

９．３市民の皆さまへの提言とお願い。 

蛍光管や乾電池については、含有する水銀量の低減が進んでいるが、微量の水銀を含有

することから、分別や適切な排出に、引き続きご協力されたい。水銀体温計、水銀血圧計、

水銀温度計及び朱肉（粘土状のもの）などは含まれる水銀量も多く、誤って可燃ごみとし
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て排出された場合、焼却処理や周辺の環境に影響を及ぼすおそれがあるので、今後、各市

において検討が進められる回収の仕組みなどを通じて適切に排出されたい。 

また、水銀体温計や水銀血圧計などを日常的に使用している、あるいは保管されている

場合も、将来的には不要となり廃棄することも考えられることから、ご家庭の中で、こう

した水銀含有製品を所有（保管）しているとの情報をご家族などで共有され、誤って（非

意図的に）可燃ごみなどとして排出されることがないように御配慮されたい。 

極めて稀なケースとも考えられますが、水銀（液状）そのものをその量に関わらず、保

管されている場合、万が一、保管容器が破損し水銀が床等に広がるとその回収は非常に困

難であり、室内が水銀で汚染される可能性がある。そのため、保管管理を徹底されるとと

もに、ご自身で専門業者に依頼して処分するか、市役所にご相談されるなどにより適切に

処分されたい。 

 ９．４排出事業者及び収集運搬業者への提言。 

水銀含有廃棄物が不適正に廃棄・処分されることがないように、自主的に研修会等の開

催を行い、水銀含有製品に係る情報や、法規制の動向等を周知するとともに、法令等を遵

守し適切に廃棄すること。水銀含有廃棄物を安全かつ効率的に分別・収集・運搬する方法

を所管する行政等と連携して構築すること。次のページになります。水銀含有廃棄物を分

別し、適正に収集・運搬及び処理することができる事業者に委託すること。 

 １０．おわりに。 

世界から水銀による被害をなくしていくため、水銀の人為的な排出及び放出から人の健

康及び環境を保護することを目的とする水俣条約が発効する見込みとなる中で、わが国に

おいては、同条約を推進する一環として、「改正大気汚染防止法」や「水銀による環境の汚

染の防止に関する法律」が施行される予定である。 

このような情勢の中で、平成２７年９月１日に発生した排ガス中の水銀検出、焼却炉停

止、再稼働といった一連のことを教訓に、市民、市役所、中間処理施設、収集運搬事業者

が水銀製品に関して各々の立場において、適切に行動していくことが必要であるとの意見
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を付して本報告書の結びとするとなっております。 

 次のページを御覧ください。 

こちらからは資料となります。後ほど、御説明とさせていただきます。 

○委員長（宮川正孝） はい、只今、報告書案の説明がありました。御検討いただく前に、

提案でございますが、９の提言がある意味で今回一番メインのところで、１から８までは

補足、内容、中間報告等から変えている部分もございますが、一度御覧いただいていると

いうところもございますので、とりあえず８までで、まず御意見があればいただいて、そ

のあと９の提言に移って御検討いただければと思います。そういうことで、まず８までで

何か御意見等はございますでしょうか。 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○委員（松川聡） 今回の報告書と中間報告書を合わせて、報告書というかたちになると

思うのですけれども、この報告書を見たときに中間報告書と合わせての報告なんだという

ところがあまり明確に見えないので、それが見えないと全体像は見えませんよというのが、

もう少し書いてあった方がよいのかなというのがあります。そうは言ってもやはり、報告

書と書いてあるものを見ただけで、重要な部分はそこに書いてあるほうがよいのかなとい

うところで、例えば、原因とか環境への影響とかというところについては、やはりあまり

省略しないで、そこだけ見ても十分に理解が出来るというようなことの方がよいのかなと

感じました。 

 それと、中間報告書と今回の報告書を見せていただいて、中間報告書のときに意見申し

上げればよかったのですが、今回の報告書の５ページで、中間報告書でいうと６ページで

すね。水銀混入経路について、収集運搬業者へのアンケートを行いましたというのがある

のですが、その結果が何も書いていないので、それについてはやはり何かしらやった結果

を載せてあったほうがよいのかなというふうに思いました。それと今回、乾電池の関係で、

評価表のほうを見直されたということで、この評価表の水銀血圧計ですか、水銀血圧計の

評価が事業所等のところの評価が、「低い」というのが「ある」に変わっているのです。そ



45 

 

こは単純にどうしてかというところです。以上です。 

○委員長（宮川正孝） はい、ありがとうございます。事務局のほう、いかがでしょうか。 

○技術課長（佐藤元昭） はい、最後にいただいた評価表については記述間違いですので、

訂正させていただきます。その他の今の御意見につきましては、事務局と委員長の間で再

調整させていただきます。 

○委員長（宮川正孝） 表７‐２のこの評価表は乾電池の個数の所が直っていて、例えば、

表をいろいろとさわってしまって、前と違っているということがあるかもしれません。そ

の辺はもう一度確認をしていただくということと、ここは確か表の下の、前回４回目で御

意見があったので、根拠についてはなるべく詳しくというようなお話があったので、この

表の下のほうの※１から※５までですか、これが詳しく書かれるようになったということ

だと。前は確か、表の右側に備考でちょっと狭いスペースで書いてあったので、不自由な

点もあったということで、下に抜き出して明確に、より詳しくということで記入したとい

うことではないかと思います。 

 ほかにいかがでございましょう。大塚委員、よろしくお願いいたします。 

○委員（大塚好夫） １点だけなのですけれども、先ほど委員からもありましたが、私も

そう思っているところなのですが、中間報告書によっているという表現が結構出てきて、

特に私が気になったのが、環境への影響のところで中間報告書に詳しい記載があるという

表現だけで逃げてしまっているので、ここの部分については、参考資料か何かで裏側に付

けたほうが親切ではないかと。表現も若干変わっているようですので、そういうところが

最終報告書と中間報告書が整合できるように書いていただいたほうがよいのかなという気

がします。 

○委員長（宮川正孝） はい、只今、御意見がありましたので、その辺は対応させていた

だきたいと思います。 

 他に何かいかがでしょうか。 

 もし、８までで特に御意見が無ければ、特に大切で一番重要な９の提言の部分について、
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それぞれ、この委員会のメンバーのお立場もあるかということは、十分承知しております

ので、その辺もまたお立場、御意見等もあると思います。忌憚無き御意見をいただければ

と思います。 

○委員（鈴木たかし） 委員長。 

○委員長（宮川正孝） はい、鈴木委員よろしくお願いいたします。 

○委員（鈴木たかし） あの、構成３市への提言の中で、今後、回収推進のために回収事

業を行うとともに、そういう回収システムを構築していったら良かろうという提言をして

いるわけですけれども、今回、回収キャンペーンをすると、これは期限付きの１回きりの

ものでして、今後その回収の仕組みということは、今、乾電池や蛍光管と同じように、各

市で集めたものを柳泉園でまとめて、野村興産なりに廃棄を委託するというような流れの

ことを仰っているんだと思いますが、そういうことですか。水銀体温計にしても、水銀血

圧計にしても、もう生産的にはないので、前進的に無くなっていくものであろうと推測さ

れます。そういう意味では、１回きりのキャンペーンではどうなのか。定期的なのか永続

なのか。永続と言っても無くなれば終わるものですから、ごみのようにずっとあるもので

はないので、常時回収する仕組みがある一定期間、１年なのか２年なのかあるほうがよい

のだろうというふうに思います。それは当然３市による話し合いのことになろうかと思い

ますが、そういうことを想定しての提言ということでよろしいでしょうか。 

○委員長（宮川正孝） 事務局、よろしくお願いいたします。 

○技術課長（佐藤元昭） はい、そういうことでよろしいかと思うのですけれども、やは

り１回よりは２回、２回よりは３回ということで、こういうキャンペーンをやれば退蔵さ

れている水銀含有製品が少しずつ減っていきますが、ゼロにはならないと思いますし、だ

からと言って定期的にやる必要もないとは思います。やはり２年空けて３年後にやるとか、

不定期で構わないですが、１回でやめないで何回かやっていただいて、退蔵されている水

銀含有製品を少しでもゼロに近づけていくような対策も必要かというふうには思っており

ます。 
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○委員（鈴木たかし） すみません、続けまして。東村山市、旭川市、この熊本の例でも、

いずれも２月のひと月だけの例なのですよね。市でやるものはキャンペーンの広報活動が

十分ではないので、テレビを使ったり出来ませんので、そういう意味では長くやるほうが

効果が高いと思うのです。ひと月よりは３ヶ月、３ヶ月よりは半年、半年よりは１年が良

かろうと思います。その意味では、１回のイベントということではなくて、ひと月ではな

く長い期間を設けてやっていけば、それだけ回収率も高くなりますし、そのキャンペーン

の場合は、キャンペーンが終わってしまえば、気が付いても捨てようがないということも

ありますし、ですからそういう意味では１年、３ヶ月よりは半年、半年よりは１年という

長いスパンでやっていくほうがよいのだろうと思うのですが。 

 それから、先ほどの安田先生のお話の中でもありましたが、ワクチンとか、そういった

ものが一般家庭の中にあるのかということはちょっとよく分かりませんが、先ほど旭川市

の例のスライドに出ていた塗装物とか、シンナーとかベンジンとかそういったもろもろあ

りましたけれども、そういったものが直接水銀に係る含有量というのが低いのかも分かり

ませんが、そういったことも将来的には視野に入れなければいけないのかなと、先ほど感

じた次第です。 

 前に申し上げた期間が長いほうがよいのではないかということについては、３市で考え

ていくことであろうと思いますので、今後３市の協同部会で、また御検討いただければと

思いますし、後段で申し上げました今回のキャンペーン対象以外のそういうものについて

も、そこでまた御検討いただければと思います。要望で結構です。 

○委員長（宮川正孝） 今の御意見で、表８‐１の３市等のこの表の中で、確かにそのあ

との取り組みをどうなさったのかということを、私は読んだ気がするのですが、不確かな

ことで発言することができないのですが、その後、例えば、公共施設のほうで受け入れる

ようにしたとか、確かそんなことを書かれていたような事例もあるようにも思っておりま

すので、鈴木委員の御意見のとおり、そのあと、イベント的なものから永続的な取り組み

に切り換えたことを、あとでネット等でも調べてもらい、しっかりとお答えが出来るのか
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なと思います。 

これは１回目の時から申し上げていたことなのですが、先ほどの提言にも書いてあった

のですが、やはり、ごく一般家庭ですと血圧計が犯人だと言っているわけではないのです

が、血圧計が約５０g ですけど、一般家庭ではそれから上の１個なり１本で５０ｇを超える

ものというのは、まずありえないと思うのです。 

一方、ただむしろ事業所の中には、私も全然知らないような工業用製品で、例えば、数

百グラムなんていうのは、あるかもしれないです。これは分からない。ただ、基本的には

一般家庭からのものと事業系の廃棄物が来る可能性があると考えたときには、やはり、こ

の提言のなかにもありましたし、もう何度もここでも出てきました瓶入りの水銀ですね。

これが、やはり一番、私は個人的には懸念しております。つまり、量も多い可能性、ほん

とにここに書いてある１０ml で１３５gになり、２０ml で２７０g となります。そう考え

ると、ほんとうに懸念される量です。ですからやはり、血圧計や体温計はもちろんですが、

やはり、この表の８でも出ていますように、全部の事例で瓶入り水銀が回収されたと書い

てありますので、やはり、私は特にこの瓶入り水銀については、注意が必要ですし、積極

的に取り込んでいただくことが、せっかくこの委員会をこうやって皆さんで情報を共有し

て提言をさせていただくなかで、特に私は瓶入り水銀は御注意と言いますか、取り組んで

いただきたいという思いはありますので、敢えて発言をさせていただきました。 

 いかがでございましょうか。 

 あとは、只今いただいた後意見等を踏まえて、私のほうと事務局で調整させていただい

て、一旦また皆さんに御覧になっていただいたうえで、最終報告書というかたちで完成さ

せていきたいなと思っております。そんな方向でいかがでございましょうか。 

〔一同「異議なし」の声あり〕 

○委員長（宮川正孝） それでは、そのように対応させていただきます。 

なお、完成した報告書につきましては、管理者のほうに提出させていただきます。 

 次に、その他でございます。 
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本日も、説明など全般にわたって、皆さまから御意見や御質問がございましたら、お願

いいたします。 

 大塚委員、よろしくお願いいたします。 

○委員（大塚好夫） 質問ではないのですが、せっかくお持ちしたので、御紹介しようか

と思いました。 

私どもも、いろいろとこの今日の報告の提言のなかでも出ていますけれども、啓発活動

というところが大きなテーマであると思っております。私どもが事業者向けにはこういっ

たパンフレットを作っていまして、これは水銀関係なのですけれども、このところで水銀

混入ごみといった水銀の搬入は絶対に許せませんと、こういうのを事業者の方、あるいは

持ち込み事業者の方にお渡しをして、啓発活動をしています。 

それともう一つ、これは事業者さん向けなのですけれども、あと地域の方々が工場の見

学に来ていただいたりしているわけなのですけれども、それはまた別のパンフレットなの

ですけれども、それは「困っています清掃工場」というパンフレットを使わせていただい

て、水銀についてはこういう形で水銀血圧計とかそういったものを持ち込まないで下さい

ということを、常態としてやっているのです。 

見学している人たちにお渡しをするというかたちをしていますので、今回の提言のなか

でも啓発という言葉が出ていますので、こういったことを参考に考えていただければよい

のかなと思います。参考までに、以上です。 

○委員長（宮川正孝） はい、どうぞ事務局。 

○技術課長（佐藤元昭） すみません。せっかくお持ちいただけたので、参考としていた

だけますか。 

○委員（大塚好夫） 全部持ってきたので、置いていきます。 

○技術課長（佐藤元昭） ありがとうございます。 

また、そのものについては、ホームページ上でも確認することは出来るのでしょうか。 

○委員（大塚好夫） 「困っています清掃工場」こちらのほうは、来週アップします。ま
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だアップしていません。他のものは、アップしてあります。 

○技術課長（佐藤元昭） ありがとうございます。 

○委員長（宮川正孝） あとは、いろいろと要請書も出ていまして、私も先ほど測定のこ

とで安田先生にお尋ねしたのも、市民の皆さんの要請書のなかにも、少し測定がおかしか

ったといった御意見があったので、そのようなこともあって質問をさせていただきました

し、委員の中からも何点か御質問をいただいております。それで疑問等が解消されたとい

うことはないかもしれないんですけど、それも含めて要請書のこともありますので、事務

局から何かございますでしょうか。 

○技術課長（佐藤元昭） はい、では要請書についてなのですけれども、要請書に書かれ

ていることは委員会で討議されたこと、または議会等で説明し、御理解いただいているも

のでございます。ただし、要請書の３枚目、一番下の黒丸の部分、水銀製品搬入が発覚し

たとなっていますが、このことについては私どもは承知しておりません。 

また、最後の４．事故防止の対策についてなのですけれども、こちらについては御要望

として受け止めさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（宮川正孝） はい、ありがとうございます。 

 では、委員会としても最後になってしまいますので、何かございませんか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、以上を持ちまして、本日の議事が終了しました。ここで柳泉園組合、森田助

役より御挨拶がありますので、よろしくお願いいたします。 

○助役（森田浩） お時間いただきましてありがとうございます。本来ですと終了を持ち

まして管理者であります東久留米市長のほうから皆様方に一言御挨拶になるべきところで

ではありますが、議会との関係でどうしても所用がありまして、この席に来られないとい

うことで、大変、皆さまによろしくということでございます。大変失礼ではありますが、

私の方から一言、御挨拶をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

委員の皆さまにおかれましては、去年の５月の第１回目から本日の第５回目まで、いろ
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いろとお忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

当委員会におきましては毎回、貴重な多くの御意見、御要望等をいただきまして、大変

ありがたく思っております。 

組合といたしましても、本委員会のいろいろな御提案の中で、ただちに実施すると効果

があるものにつきましては、来年度予算で早速、実施したいということで、具体的には水

銀の連続測定器の設置とまた、水銀含有物保管の管理体制強化等の対策についても、さっ

そく予算掲示させていただいて、議会のほうに、先に議会で御承認いただいて、なるべく

早い時期に出来るものから実施させていただきたいというふうに思っております。 

また、いろいろな御提言をいただきましたので、それにつきましても、関係機関、特に

３市の関係と連携を図らせていただいて、協力をさせていただく中で、確実に実施できる

ものから実施させていただきたいと思っております。 

今後とも、中間処理施設としての役割を念頭におきながら、適切な処理に務めて参りた

いと思っております。皆様方御一同、今後ともよろしくお願いいたします。本当に、長い

期間でございましたが、いろいろ御指導いただきましてありがとうございました。これで

挨拶とさせていただきます。 

○委員長（宮川正孝） ありがとうございました。 

それでは以上を持ちまして、柳泉園組合水銀混入調査対策委員会が終了しましたので、

閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 
午後３時 40 分 閉会 


