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第１章 セミナー開催概要                           

 

1-1 目的 

関東経済産業局（以下「当局」という。）では、令和元年度、中小企業等産業公害防止対策調査「環境負荷低

減に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業及び環境負荷低減関連支援セミナー（VOC 排出抑制セミナ

ー等）」（以下、「今年度調査」という）を実施した。 

今年度調査では、中堅・中小企業の個別課題・ニーズに対応した適切なアドバイスを行う専門家を派遣する専

門家派遣事業と、東京都及び千葉県で環境負荷低減に対する企業の先進事例や産業公害防止に資する法令

等産業公害防止対策に総合的に寄与する内容のセミナーを開催した。 

このうち専門家派遣事業の目的は、中小企業の更なる環境負荷低減に資する支援策としての専門家派遣の実

効性・有効性を検証し、専門家派遣制度の具体化に向けた政策提言につなげることで、専門家の派遣先となる

管内１０社を選定し、ニーズ調査として事前ヒアリングを実施した。 

この事前ヒアリングにおいて、総合調整の専門家を派遣した企業の中に、新潟県県央（燕市周辺）の事業者が

４社含まれていたが、ＶＯＣ排出抑制のための自主的取組に対する認識にばらつきがあることが課題と思われた。 

当該地域では、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の一種であるトリクロロエチレンの排出量が全国の排出量の 10％を

占めており、河川水の基準超過や大気中濃度の高い地域である。また新潟県では、平成 30 年度より「トリクロロエ

チレン排出抑制検討会」を設置する等の対策を行っているところではあるが、新潟県が実施した環境モニタリング

調査（平成 31 年７月計測）において、当該地域の大気中のトリクロロエチレン濃度が基準値を超過しており、当該

地域の事業者による排出抑制のための対策等が必須な状況であることが確認された。 

そこで本事業では、新潟県央（燕市周辺）地域の中小企業等によるＶＯＣ排出抑制のための自主的取組を推

進することを目的に、環境負荷低減関連支援セミナー（ＶＯＣ排出抑制セミナー等）を実施するものである。 

セミナーでは、中小企業者が不足していると感じている対策技術やその効果・コストに関する情報及び中小企

業者にも取り組みやすい改善方法等を具体的に紹介する。また、特に、これまで自主的取組に参加していない

中小企業等の参加を広く促し、ＶＯＣ排出抑制の社会的意義や企業側のメリット（作業環境の改善やコスト削減等）

等を幅広く周知することで、ＶＯＣ排出抑制に係る事業者の自主的取組の拡充を図ることとした。 

 

1-2 事業内容 

（１） セミナーの実施概要  

①名   称：「中⼩企業のための VOC 排出抑制セミナー」〜低コストで簡単な VOC 対策⽅法等を学ぼう～ 

②対 象 者：VOC の取扱工程を有し、自主的取組に参加していない業界団体、会員事業者、及び VOC 排出

抑制対策を実施していない事業者等 

③開催概要：新潟県央会場の 1 か所で、概要は次頁の通り。 
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【同時開催:専門家による個別相談会】 

●相談事項;洗浄、融資、補助金、その他 

●開催時間;10:00～16:30 ＊相談時間は各々30 分程度。 

●相談会場; 燕三条地場産業振興センター本館「メッセピア」5 階 総合研修室① 

 

（２） セミナー当日の開催次第及び状況  

セミナー当日の講演タイ トルおよび講演者は、下記のとおりであった。  

次 第 講演タイトル/講演者 

開会挨拶 
経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部  

環境・リサイクル課 課長 斎藤 昌子 

講演① 
「新潟県における大気環境の現状と課題」  

新潟県 環境対策課 大気環境係 技師 小出 真氏 

講演② 
「中堅・中小企業の VOC対策と SDGsの取組」  

早稲田大学教授 理工学術院 環境保全センター 所長 平沢 泉氏 

講演③ 
「産業洗浄工程における VOCの排出削減の具体例」  

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏 

講演④ 
「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」  

中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 健康開発課 課長 武井 貴史氏  

講演⑤ 
「工業塗装における VOC排出削減及びリスクアセスメントへの対応」  

久保井塗装株式会社 代表取締役 窪井 要氏 

講演⑥ 
「環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣事業」  

関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 課長補佐 窪木 健二  

 

 

 新潟県央会場 

開催日時 令和 2年 1月 29日（水）13:30～17:00 （受付 12:45～） 

主   催 経済産業省関東経済産業局 

共   催 新潟県、燕市、燕商工会議所 

開催場所 燕三条地場産業振興センター別館「リサーチコア」7階 マルチメディアホール 

参加人数 
定員 100名/セミナー参加 79名(自治体関係 20名) 

個別相談会参加１名(洗浄相談) 
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【新潟県央会場の写真】 

会場外観                   講演会場全景 

 

            

講演会場(県環境対策課 技師 小出真氏)       講演会場(早稲田大学教授 平沢泉氏) 

 

講演会場(日本産業洗浄協議会 久保 武敏氏)   講演会場(中央労働災害防止協会 武井貴史氏) 
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講演会場(久保井塗装株式会社 窪井要氏)               講演会場(受付) 

 

 

（３） 集客のための告知方法 

①関東経済産業局のホームページへの掲載及びメールマガジンの配信を行った。 

②共催の新潟県、燕市、燕商工会議所などを通じ、関係企業等へのチラシによる周知、および自主的取組に

参加していない業界団体や今までＶＯＣ排出抑制対策を実施していない業界団体を中心に、チラシによる

周知を実施した。  

③ (一社)エコステージ協会のホームページへの掲載を行った。 
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（４） セミナー開催チラシの作成と(一社)エコステージ協会のホームページへの掲載 

①新潟県央会場チラシ (表) 
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②新潟県央会場チラシ（裏） 
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③(一社)エコステージ協会のホームページへの掲載 

         (セミナーの案内)              (セミナーの申込みフォーム) 

 

(専門家による個別相談会の申し込みフォーム) 
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第２章 アンケート調査の集計結果                                                      

「VOC 排出抑制セミナー」の会場において、参加者に対してアンケート調査を実施した。  

  

2-1 アンケート調査概要   

■ 調査項目： 「参考資料」の「平成 2 年度 VOC 排出抑制セミナー」  新潟県央会場アンケート 巻末参照  

■ 調査方法：当日配布による調査  

■ 調査対象：セミナー参加者  

■ 配布件数（参加者）：79 名  

■ 実施日： 令和 2 年 1 月 29 日（水） 

■ 回 収 数： 61 件  回収率 77％ 

■ 有効件数： 61 件  有効票回収率 100％  

 

2-2 アンケート調査結果 

①回答者の業種（問１） 

本セミナーは、新潟県、燕市、燕商工会議所との共催であり、そのため、燕市の燕市からの金属製品製造業

（洗浄）関係の製造業の参加が 38％を占めた。続いて「公務（官公庁、自治体、その他公的機関）」（25％）などで

ある。 

 

               図表 ２-１ 回答者の業種 
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②来場者が所属する事業者概要（問１） 

21～50 名以下の企業に所属する回答者の出席が 31％と最多であった。続いて 301 名以上の企業からの参加

が 21％、続いて 51～100 名以下の企業からが 15％であった。資本金規模においては、5 千万円以下の企業在

籍者が 34％を占め、3 億円超の企業在籍者は 16％であった。 

基本的には、燕市からの金属製品製造業（洗浄）関係の中小企業からの来場が多数を占めている。 

 

        図表 ２-２ 従業員数             図表 ２-３ 資本金規模 

 

 

③来場者の担当業務および所属する事業者が加盟している業界団体（問１） 

担当業務は、「経営者・役員」と「環境部門」と回答する者が、それぞれ 28％と最も多く、次に「製造部門」23％）

が続き、経営者・役員から現場までの幅広い部署からの参加であった。 また、事業者が加盟する団体は、回答す

る者の中では「商工会議所」が 28％で最多である。その他は、燕市の業界団体からの参加であった。 

 

図表２-４ 担当業務           図表 ２-５ 加盟している業界団体等 
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④セミナーを知ったルートおよび媒体（問２） 

「県市等自治体の案内」からセミナーを知った回答者が最も多く 41％である。次に「業界・所属団体の案内」か

らセミナーを知った回答者が 13％である。地域特性から、案内先の機関の特徴として、「県市等自治体」の「案内」

による浸透が多く、メールなどの浸透は浅かった傾向がある。  

 

図表２-６ セミナーを知った機関 

 

⑤参考になった度合い （問３） 

「新潟県における大気環境の現状と課題」は、「大変参考になった」と「参考になった」を合わせた割合は、94％

であり、講演内容が有益な情報と認識される。また、「中堅・中小企業のVOC対策とSDGsの取組み」、「有機溶剤

取扱い職場の健康障害防止対策」も、同様に「大変参考になった」と「参考になった」を合わせた割合は、85％以

上であり、同様に有益な情報と認識される。 

 

                図表２-７ 講演内容の有益度 
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⑥講演のわかりやすさ（問４） 

「新潟県における大気環境の現状と課題」は、「よく理解できた」と「理解できた」を合わせた割合は、95％であり、

講演内容が分かりやすい内容である。また、「中堅・中小企業の VOC 対策と SDGsの取組み」と「有機溶剤取扱い

職場の健康障害防止対策」も、同様に「よく理解できた」と「理解できた」を合わせた割合は、それぞれ 89％、91％

であり、講演内容が同様に分かりやすい内容である。一方、「産業洗浄工程におけるVOC の排出削減の具体例」

の講演は、「難しかった」が 18％と、やや理解が難しいところが見られた。 

 

図表２-８ 講演内容の理解度 

 

⑦専門家による個別相談の参加意向（問５）         

今回、新たに「専門家による個別相談」を同時開催で実施したが、アンケートからは、「相談したい個別相談会

がなかった」が、38％を占めた。一方、「あることを知らなかった」との回答も 10％あることから、今後は相談内容に

ついて、現地の事業者の目線から分かりやすく、相談しやすい項目を精査して、個別相談会を計画することが適

当と思われる。 

 

図表２-９ 個別相談の参加意向 
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⑧自主的取組の障害（問 6） 

「対策技術に関する適当な相談先が見当たらない」が 39％と、自主規制への障害とする理由として挙げる回答

が最も多い。続いて、「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」（26％）、「対策技術や技術の効果、対策コス

トに関する情報が不足している」、「対策を講じる資金が十分ではない」（おのおの 25％）を挙げている。 

 

               図表２-１０ 自主的取組の障害 

  ※問 6その他のコメント内容)  売り上げ（利益）と対策とのバランス 
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⑨自主的取組への参加（問 7）、現在、取り組んでいる内容（問 8）、今後、取り組みたい 内容（問 9） 

（問 7） 自主的取り組みへの参加状況は、15％である。  

（問 8） 現在、自主行動計画に参加の場合、取組内容は、「作業方法の改善」「設備（工程）の改善」「低 VOC

原材料（商品）への代替・ 転換」が上位。「VOC 除去装置」の設備導入より行程や作業方法に重点がある。 

（問 9） 今後、自主的取組への参加を検討する場合、その取り組み内容は「作業方法の改善」（44％）、続いて

「設備(行程）の改善」、「VOC 発生抑制に効果ある操作条件の検討」（それぞれ 33％）が上位の回答である。 

図表 ２-１1 参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ２-１２ 取り組んでいる内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ２-１３ 今後、取り組みたい内容 
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⑩今後 VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報は何か。（問 10） 

VOC 排出削減対策を進める上で必要と考える情報は、「他社の取組事例」（46％）が最も多く、「自主的取組

の具体的方法」（36％）、「代替・転換する低 VOC 原材料(商品)に関する情報」（33％）、「法規制に関する情報」

（30％）、「VOC 排出量の把握方法」（25％）等の、ニーズも多かった。  

 

       図表 ２-１４ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 

その他のコメント 技術革新 使用代替品であったり除却製造のグレードアップとコストダウン 

教育・社員の意識改革 

 

⑪本セミナーについての感想、意見 （問 11） 

アンケートに記載された意見は、以下のとおりである。 

          図表 ２-１５ 感想、意見内容（問１１ 自由記入より） 

分 類 コメント内容 

講演への 

コメント 

・今後もセミナーに参加して情報を入手していきたい。 

・本セミナー等で地道に排出抑制を図るしかないと感じた。 

・削減等の例をもっと知りたいです。 

・今後の法規則、展望が見えず、現行通り使用しても構わないの？（使用方法さえ気をつければ）

が、モヤモヤしたままです。 

・臭素系、炭化水素などの代替えに移行した方が良いのか、どうなのか？結論がでない。 

・時間が長すぎたかもしれません。 

・時間が短い。終了時間が遅い。具体例を多くしてください。 

・前回も参加させていただきましたが内容が変わらず参考にならない。 

・県の取組みなど変更点だけでよいのではないでしょうか？ 

・形だけのセミナーではなく、当該地域の状況をどうやって改善していくかなどのセミナーにしては

どうでしょうか！ 
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第３章 今後の開催に向けて                            

本章では、新潟県央会場で実施したアンケート調査における設問「今後、VOC 排出削減対策を進める上で、

必要と考える情報は何か（問 10）」の結果および自由回答から、今後のセミナー開催に向けて引き出される要件を

とり纏める。又、今後の VOC セミナーの実施すべき方向性を提示する。 

 

3-1 県央地域での VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報 

（問 10：複数回答設問）から、今後の講演テーマとして、「他社の取組事例」や「代替・転換する低 VOC 材料(商

品)の情報」への要望がある。 

（問 11）から、その他の要望として、「当該地域の状況をどうやって改善していくのか具体的情報の提供」、「今

後の法規則、展望」等の情報への要望がある。  

 

アンケート（問 10） 【VOC排出削減対策を進める上で、必要と考える情報】 

・他社の取組事例（46％） 

・自主的取組の具体的方法（36％） 

・代替・転換する低 VOC 原材料(商品)に関する情報（33％） 

・その他必要な情報 

技術革新の方向性、使用代替品や除却製造のグレードアップとコストダウン、教育・社員の意識改革 

 

アンケート（問 11）本セミナーについての感想、意見 

・今後もセミナーに参加して情報を入手していきたい 

・本セミナー等で地道に排出抑制を図るしかないと感じた 

・今後の法規則、展望が見えず、現行通り使用しても構わないのか？（使用方法さえ気をつければ）が、モ

ヤモヤしたまま。臭素系、炭化水素等の代替品に移行した方が良いのか、どうなのか？結論がでない。 

・具体例を多くしてください。 

・内容が変わらず参考にならない。県の取組みなど変更点だけでよいのではないか？ 

・形だけのセミナーではなく、当該地域をどうやって改善していくかなどのセミナーにしてほしい。 

 

新潟県央地域での VOC 排出削減対策セミナーを進める上で、提供すべき情報の考え方 

①当該地域をどうやって改善していくか、具体的な情報提供が必要である。 

②排出抑制を図る具体的方法、例えば現場工程や作業方法の改善や VOC排出量の把握方法、具

体的な情報、他社の取組事例や代替・転換する低 VOC原材料(商品)に関する情報など、実際

に取り組む際に参考となる情報を提供する。 

③今後の法規則、展望に関する情報提供、とくに臭素系、炭化水素等、代替品への移行と設備

投資をする場合に対する見通しを示す必要がある。 
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3-2 今後の新潟県央地区への VOC排出削減対策の基本的な考え方 

  (本セミナー新潟県 県民生活・環境部環境対策課 大気環境係様の資料より抜粋) 

 

①県央地域での大気中へのトリクロロエチレンの排出を減らすポイント  

 基本は、「排出抑制のために、法令等に基づかない取組（自主的取組）の実施を県央地域の全ての事業所で

推進する。」となっている。 

①規模の大小にかかわらず県央地域全ての事業所で、排出抑制のために法令等に基づかない取組（自主

的取組）の実施を推進する。一部の事業所だけが排出抑制に取り組んでも、大気中濃度が低減しないお

それがある。 

(その理由として) 

・従業員数が少ない中小規模の事業者が全体使用量の約半分を占めている。 

・トリクロロエチレンの使用事業所が密集して立地している。 

②事業所が住宅と近接しているケースも多く、この場合は特に周辺環境への配慮が必要と考えられる。 

 

②排出抑制に向けた県の取組 

中小規模事業者も含めた地域全体の排出抑制の促進のため、新潟県が平成30年７月に設置した学識経験者

等で構成する「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会」において効果的な排出抑制の取組を検討しており、令

和２年２月頃開催予定の第７回検討会で方向性が見えるとのことである。その後、２月１７日に、第 7 回検討会が

開催され、報告書案と共に、参考資料「検討会を踏まえた県の取組について」が示された。 

新潟県ＨＰ：https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kankyo/1356922511788.html 

 

③トリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組ガイドラインの策定 

「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会」において、「トリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組ガ

イドライン」が県の取組の指針として作成中である。 

【内容】 

・代表的な排出抑制の取組 

・県央地域の事業者の取組事例 など 

 

3-3 今後の新潟県央地区への VOC排出削減対策セミナーの方向性  

中小規模事業者を含めた地域全体の排出抑制を促進するための「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会」

の内容に沿った方向性が今後の VOC 排出削減対策の基本となる。このため、VOC 排出削減対策セミナーは、

県の「トリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組ガイドライン」を支援する内容としたい。 

時期的には、令和元年度の検討会での結果をうけ、その後、令和 2 年度のセミナーを組み立てることが適当で

ある。VOC 排出削減対策セミナーは、各地区の自主的取組テーマを支援するために、取組み企業事例等の自

主的取組の具体的な排出削減対策のノウハウを提供することが今後とも重要な役割である。 
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■講演プログラム・メニュー案  

□VOC排出削減対策セミナー 

テーマ ～ 新潟県央地区のトリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組の推進 ～    

(１)「トリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組ガイドライン」の説明 

 【内容】・代表的な排出抑制の取組 ・県央地域の事業者の取組事例 など 

  ①県のトリクロロエチレンの排出の特質 

   ・従業員数が少ない中小規模の事業者が全体使用量の約半分を占めている。 

・トリクロロエチレン使用事業所が密集して立地している。 

・事業所が住宅と近接しているケースも多く、周辺環境への配慮が必要。 

②規模の大小にかかわらず県央地域全ての事業所での排出抑制のために法令等に基づかない取組 

（自主的取組）の推進について 

(２)県央地域の事業者の取組事例の発表 2～3社 

  実際にＶＯＣ排出削減効果を創出している事業者から、課題とその対策、効果を発表。 

(３)専門分野からの発表 

   産業洗浄 日本産業洗浄協議会 

   その他  事業者の環境改善やＳＤＧｓなどの取組み方法 

         例)  ５Ｓ、化学物質管理、産業廃棄物管理、水質汚濁防止、土壌汚染防止 等 

   資金融資 日本政策金融公庫 (環境・エネルギー対策資金)、地方金融機関 

 

□専門家による支援  

個別相談会の継続  

セミナーと同時開催の個別相談会により、専門家と企業との交流により、参加者の具体的な取組方法、対策の

ヒントに繋がると思われる。  

 

□ＶＯＣ排出抑制の取組みを紹介する改善事例パネル、パンフレット、ホームページ掲載 

会場でのＶＯＣ排出抑制方法、資金融資などの紹介パネル展示やパンフレット配布も有効である。 

また、セミナーで使用した資料をホームページに掲載し、周知を図ることも重要である。 

 

□VOC排出削減対策セミナーと専門家派遣事業の連携 

中堅・中小企業の悩みを具体的に解決するため、具体的な生産工程の課題を設備投資によって改善できるよ

う、専門家派遣事業へ繋げるセミナー連携を今後推進していくことが重要である。  
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参 考 資 料 

 

 

 

参考資料１ 新潟県央会場実施アンケート票 

 

参考資料２ 講師講演資料 



【主 催】 経済産業省 関東経済産業局 【共 催】 新潟県、燕市、燕商工会議所

中小企業のための VOC排出抑制セミナー
〜低コストで簡単なVOC対策⽅法等を学ぼう︕〜

VOCを適切に管理することは⼤気汚染防⽌だけでなく、職場環境の改善、悪臭問題の解消、コストの削減等の

効果があります。本セミナーでは、中小企業の皆様が取り組みやすいVOC排出抑制の具体的事例を紹介します。

また、労働安全衛生法等改正に伴いこれから必要になる対策等をセミナーでご紹介します。

日 時

会 場

お申込

公益財団法人 燕三条地場産業振興センター

別館「リサーチコア」7階 マルチメディアホール

新潟県三条市須頃1-17（＊次頁をご覧ください）

・E-mailまたはFAXでお申し込み

次頁の参加申込書にご記入の上お送りください。

・WEBサイトからお申し込み

1/29(水) 新潟会場 参加
無料

定 員 100名 ＊申し込み先着順

VOCは、揮発性有機化合物の略称で、塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、シンナーなどに含まれているトルエン、
キシレン、酢酸エチル、トリクロロエチレンなどが代表的な物質です。

VOCは、大気中の光化学反応により、光化学オキシダントやSPM(浮遊粒⼦状物質)を生成することが分かっています。

VOC排出削減を適用しやすい工程は、「塗装」、「洗浄」、「印刷」などです。

プログラム

13:40〜14:00

「新潟県における大気環境の現状と課題」

新潟県 環境対策課 大気環境係 技師 小出 真氏

13:30〜13:40

開会のご挨拶 経済産業省 関東経済産業局

14:00〜14:40

「中堅・中小企業のVOC対策とSDGsの取組」

早稲田大学教授 理⼯学術院 環境保全センター 所⻑ 平沢 泉氏

14:40〜15:20

「産業洗浄工程におけるVOCの排出削減の具体例」

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏

＜ 休憩 15:20〜15:30 ＞
15:30〜16:00

「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」

中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター 健康開発課 課⻑ 武井 貴史氏

16:00〜16:30

「工業塗装におけるVOC排出削減及びリスクアセスメントへの対応」

久保井塗装株式会社 代表取締役 窪井 要氏

16:30〜17:00

「環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣事業」
経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課

2020年1月29日㊌
13:30〜17:00（受付12:45〜）

なぜ、VOCを排出削減する必要があるのですか︖ 有機溶剤を適切に管理していますか︖

SPM

PM 2.5
光化学オキシダント

VOC

NOX

工場

塗装 印刷 洗浄

こまめに蓋をするVOC

溶剤の臭いが減り、

環境が改善

作業環境改善

【同時開催】 専門家による個別相談会（費⽤無料）

洗浄、融資、補助⾦等についてご相談いただけます。

■時間／10:00〜16:30 ＊ご相談時間30分程度

■会場／同センター本館「メッセピア」5階 総合研修室①

■予約／上記申込方法にてご予約ください。

＜専門家＞

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏氏、

新潟県内⾦融機関、⽇本政策⾦融公庫三条⽀店ほか

＜お問い合わせ先＞ 関東経済産業局 VOC排出抑制セミナー事務局（一般社団法人 エコステージ協会・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）

Tel:03-3374-6041 E-mail:ecozenkoku@ecostage.org

【同時開催】専門家による個別相談会

https://www.murc.jp/seminar/sonota_200129/



公益財団法人 燕三条地場産業振興センター 〒955-0092 新潟県三条市須頃1-17

会場のご案内

Webから申込みいただくか、以下の参加申込書に必要事項をご記入の上、E-mail、またはFAXでお送りください。

＜セミナー会場＞

別館「リサーチコア」7階 マルチメディアホール

＜個別相談会場＞

本館「メッセピア」5階 総合研修室①

【交通】

JR上越新幹線「燕三条」駅 燕側出口より徒歩約5分

北陸⾃動⾞道「三条燕インターチェンジ」より⾞で約5分

お申し込み方法（Web・E -M a i l ・ Fa x）

＜お申し込み専用URL ＞

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社内）

＜宛先＞ 関東経済産業局 VOC排出抑制セミナー事務局（一般社団法人 エコステージ協会内）

E-mail︓ecozenkoku@ecostage.org ／ FAX︓03-3374-6042

VOC排出抑制セミナー参加申込書

貴社名 業 種

所在地

部 署 役 職

お名前 E-mail

T E L F A X

【同時開催】 専門家による個別相談会

□個別相談を希望する（個別相談をご希望の方は、以下相談事項と希望時間にチェックしてください。）

●相談事項 □洗浄 □融資 □補助⾦ □その他＊具体的にご記入ください。（ ）

※複数ご希望の場合、お待ちいただくことがございます。

●希望時間 ＊ご相談時間は30分程度です。

□10:00 □10:30 □11:00 □11:30 □12:00 □12:30 □13:00 □13:30

□14:00 □14:30 □15:00 □15:30 □16:00 □16:30

令和 年 月 日（ ）

個人情報の取り扱いについて

燕三条地場産業振興センター
〒955-0092 新潟県三条市須頃1-17
TEL.0256-32-2311

1.三菱UFJリサーチ&コンサルティング及びエコステージ協会（以下、各社という）は、ご記入いただきました個人情報を、下記の各社の「個人情報保護方針」、及び「個人情報の取扱い
について」に従って、適切に取り扱います

2.お預かりした個人情報は、本セミナーの運営、及び本セミナーに関するご連絡、並びに各社からの、今後のセミナーのご案内、セミナー企画のご参考、コンサルティングのご紹介、製品・
サービスのご紹介の目的に利⽤させていただきます

3.お預かりした個人情報は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが取得し、エコステージ協会に提供いたします。前記の場合及び法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に
提供することはありません

4.お預かりした個人情報は、各社が十分な個人情報の保護水準を満たしていると判断し、機密保持契約を締結した業務委託先に委託することがあります
5.申込書の必須項目には必ずご記入ください。必須項目にご記入いただけない場合は、お申込をお受け出来ない場合がございます。また、ご記⼊内容に不備がある場合は、改めて内容
の確認をさせていただく場合がございます。なお、必須項目以外の項目のご記入は任意ですが、出来るだけご記入いただけますようお願い申し上げます

6.本セミナーの運営、本セミナーに関するご連絡における個人情報の取扱いに関する苦情のお申し出、その他のお問合せにつきましては、表面記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください
7.セミナー開催後の、各社からのご案内・ご連絡における個人情報の取扱いに関する苦情のお申し出、開示･訂正･利⽤停⽌等若しくは利⽤目的の通知のご請求、その他のお問合せに
つきましては、下記の各社のお問い合わせ先までご連絡ください
《三菱UFJリサーチ&コンサルティング》
■個⼈情報保護⽅針︓https://www.murc.jp/corporate/privacy/ ■個⼈情報の取扱いについて︓https://www.murc.jp/privacy/

《エコステージ協会》
■個⼈情報保護⽅針︓https://www.ecostage.org/outline/privacy.html ■個人情報の取扱いについて︓https://www.ecostage.org/outline/privacy.html

QRコードからも
お申込みいただけます

https://www.murc.jp/seminar/sonota_200129/



新潟県における大気環境の
現状と課題

1

新潟県 県民生活・環境部

環境対策課 大気環境係

令和２年１月29日
中小企業のためのVOC排出抑制セミナー

４ 今後の課題

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

１ 大気環境の現状（VOC４物質について）

2

５ 排出抑制に向けた県の取組

本日の内容

２ 県央地域の大気環境の現状（トリクロロエチレン）



１ 大気環境の現状（ＶＯＣ４物質について）

環境基準の設定状況

3

○ ＶＯＣに該当する以下の４物質は有害大気汚染物質とし
て環境基準が設定されています。

○ 有害大気汚染物質とは、低濃度ではあるが長期曝露に
よって人の健康を損なうおそれがある物質のことを言い
ます。

物質名 環境基準（年平均値）

ベンゼン ３μｇ/m3以下

トリクロロエチレン 130μｇ/m3以下※

テトラクロロエチレン 200μｇ/m3以下

ジクロロメタン 150μｇ/m3以下

※H30.11.18以前は200μg/m3

１ 大気環境の現状（ＶＯＣ４物質について）

VOC４物質のモニタリング

4

○ 環境基準が設定されているＶＯＣ４物質についてモニタリング
を実施しています。昨年度のモニタリング結果は以下のとお
りです。

測定局名
物質名

大山 松浜 長嶺
長岡
工業
高校

西福島 燕 大崎 中条 城岡

ベンゼン 0.50 0.49 0.52 0.81 0.69 0.71 0.60 0.49 1.1

トリクロロエチレン 0.29 0.20 0.49 0.14 16 <0.06 <0.06 0.78

テトラクロロエチレン 0.046 0.065 <0.06 <0.06 0.06 <0.06 <0.06 <0.06

ジクロロメタン 1.2 0.72 0.91 6.0 0.91 0.64 0.39 0.63

VOC４物質の測定結果（単位：μg/m3）



４ 今後の課題

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

１ 大気環境の現状（VOC４物質について）

５ 排出抑制に向けた県の取組

本日の内容

２ 県央地域の大気環境の現状（トリクロロエチレン）

燕測定局におけるトリクロロエチレンの濃度の推移

5

○ 平成29年度の大気中のトリクロロエチレン濃度、年平均値（８μg/m3）
は全国平均値（0.42μg/m3）と比べて高く、全国で最も高い濃度です。

２ 県央地域における大気環境の現状（トリクロロエチレン）



県央地域の大気中濃度のモニタリング調査（環境省実施）

6

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）２ 県央地域における大気環境の現状（トリクロロエチレン）

地点 平均値 最小値 最大値 地点 平均値 最小値 最大値

Y1 9.6 0.93 ～ 20 Y10 86 31 ～ 220

Y2 38 2.5 ～ 70 Y11 56 6.4 ～ 97

Y3 45 2.0 ～ 120 Y12 63 16 ～ 100

Y4 52 14 ～ 90 Y13 120 10 ～ 250

Y5 54 13 ～ 89 Y14 16 6.9 ～ 28

Y6 32 3.6 ～ 55 Y15 100 9.2 ～ 230

Y7 80 34 ～ 120 Y16 120 50 ～ 280

Y8 32 5.4 ～ 65 Y17 

(BG)
19 4.5 ～ 33

Y9 220 100 ～ 530

環境省実施の平成28年度モニタリング調査結果（単位：μg/m3）

※環境基準の達成状況に必要とされる頻度で測定していないため、測定結果は環境基準と比較評価できる
ものではありません。

○ 平成28年度に燕市内17地点で大気中の濃度測定が実施されて
います。最大値が200μg/m3を超える濃度の高い地点が複数確
認されました。

県央地域の大気中濃度のモニタリング調査（環境省実施）

7

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）２ 県央地域における大気環境の現状（トリクロロエチレン）

環境省実施の平成29年度モニタリング結果（単位：μg/m3）

※環境基準の達成状況に必要とされる頻度で測定していないため、測定結果は環境基準と比較評価できるもの
ではありません。

地点 平均値 最小値 最大値 地点 平均値 最小値 最大値

Z1 5.4 2.4 ～ 13 Z6 9.9 2.6 ～ 18

Z2 83 23 ～ 210 Z7 33 9.5 ～ 51

Z3 9.3 1.2 ～ 18 Z8 32 1.7 ～ 94

Z4 29 17 ～ 36 Z9

（BG）
3.5 1.3 ～ 7.2

Z5 8.0 0.85 ～ 14

○ 平成29年度には三条市内９地点で大気中の濃度測定が実施さ
れています。最大値が200μg/m3を超える濃度の高い地点が確
認されました。



県央地域の大気中濃度のモニタリング調査（新潟県実施）

8

調査地点名 ４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

基
準
値

燕市白山町
(燕測定局)※

5.6 4.0 6.6 1.5 12 9.4 20 10 27

130

17 7.4 6.8 3.1 9.3 8.8 40 11 28

燕市燕 130 51 120 39 75 53 120 79 440

燕市殿島 66 44 40 38 31 50 110 34 210

燕市秋葉町 32 9.2 18 6.3 23 16 43 18 77

燕市蔵関 150 110 120 170 48 24 85 170 83

燕市杣木 39 15 21 6.9 31 23 63 38 90

三条市塚野目 2.2 1.8 0.55 2.4 1.1 1.4 2.1 4.8 2.7

※燕測定局では、これまでも実施してきた有害大気汚染物質モニタリングと今年度から開始した県央地域モニタ
リングを実施しているため、月２回測定しています。

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）

新潟県実施のモニタリング結果（単位：μg/m3）

２ 県央地域における大気環境の現状（トリクロロエチレン）

○ 今年度、県央地域の大気中濃度を適切に把握するために新潟県でモニタ
リングを開始しました。

４ 今後の課題

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

１ 大気環境の現状（VOC４物質について）

５ 排出抑制に向けた県の取組

本日の内容

２ 県央地域の大気環境の現状（トリクロロエチレン）



○ 新潟県トリクロ要綱に基づき報告のあった98事業所の平
成29年度の使用量は合計807トンでした。

○ うち37事業所がＰＲＴＲ制度対象事業所（常時使用する従
業員数21人以上）であり、使用量は415トンでした。

○ 全体の６割以上を占める61事業所がＰＲＴＲ制度対象外で
あり、使用量は392トンでした。

県央地域における使用量

9

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

要綱による報告対象事業所：98事業所

PRTR制度対象外
事業所：61事業所
使用量：392トン

PRTR制度対象
事業所：37事業所
使用量：415トン

○ PRTR制度における直近データ（平成29年度）では、全国の大
気排出量2,482トンに対し、県央地域が342トンと約14％を占め
ています。

県央地域における大気排出量

10

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）



11

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）

県央地域における面積当たりの大気排出量

○ PRTR制度における直近データ（平成29年度）をもとに、トリクロ
ロエチレンの面積当たりの大気排出量を比較すると、県央地
域は全国の60倍以上高いことがわかります。

○ トリクロロレチレン使用事業所が密集して立地し、面積当たり
の排出量が多いことが、大気中のトリクロロエチレン濃度が高
い１つの要因になっています。

排出量（ｔ）
届出

事業場数
面積（km2）

１事業場当たり

排出量（ｔ）

１km2当たり

排出量（ｔ）

全国 2481.64 368 378,000 7.0 0.007

新潟県 441.36 52 12,580 8.4 0.035

県央地域 341.91 38 733.6 9.0 0.47

１事業場当たり、面積当たりの排出量

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

４ 今後の課題

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

１ 大気環境の現状（VOC４物質について）

５ 排出抑制に向けた県の取組

本日の内容

２ 県央地域の大気環境の現状（トリクロロエチレン）



大気中へのトリクロロエチレンの排出を減らす

12

○ 以下のことから、規模の大小にかかわらず県央地域全て
の事業所で排出抑制のために法令等に基づかない取組
（自主的取組）の実施をお願いします。一部の事業所だけ
が排出抑制に取り組んでも、大気中濃度が低減しないお
それがあります。

• 従業員数が少ない中小規模の事業者が全体使用量の
約半分を占めている。

• トリクロロエチレン使用事業所が密集して立地している。

○ 事業所が住宅と近接しているケースも多く、この場合は
特に周辺環境への配慮が必要と考えられます。

必要があります。

４ 今後の課題

排出抑制によるメリット

13

○ 排出抑制に取り組むと以下のメリットがあります。

・ 作業環境中への排出が少なく↓なる。

⇒ 作業環境が改善されます！

・ 使用量が減少↓する。

⇒ コストダウンにつながります！

４ 今後の課題



４ 今後の課題

３ 県央地域における大気排出の現状（トリクロロエチレン）

１ 大気環境の現状（VOC４物質について）

５ 排出抑制に向けた県の取組

本日の内容

２ 県央地域の大気環境の現状（トリクロロエチレン）

新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会

14

○ 中小規模事業者も含めた地域全体の排出抑制を促進するた
め、新潟県が平成30年７月に設置した学識経験者等で構成す
る「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会」において効果的
な取組について検討しています。

第１回検討会：平成30年７月18日「トリクロロエチレン排出等の現状と課題」の共有

第２回検討会：平成30年９月10日「事業所の視察」を実施

第３回検討会：平成30年11月19日「排出抑制に向けた取組」について議論

第４回検討会：平成31年３月４日「自主的取組に加え、他自治体を踏まえた規制の

例」について議論

第５回検討会：令和元年７月１日「ガイドライン、自主的取組の促進策」について議論

第６回検討会：令和元年11月29日「ガイドライン、検討会報告書」について議論

第７回検討会：令和２年２月頃予定

※検討会の資料は県HPで公開しています。

（５） 排出抑制に向けて５ 排出抑制に向けた県の取組

新潟県HP内

トリクロロエチレン 検索



○ 現在、「トリクロロエチレンの排出抑制に向けた自主的取組ガ
イドライン」を作成中です。

ガイドラインについて

15

５ 排出抑制に向けた県の取組

【内容】
・代表的な排出抑制の取組
・県央地域の事業者の

取組事例 など

洗浄装置等からトリクロロ
エチレンが排出されないよ
うにすることで、作業環境、
大気環境の改善が図れま
す。

16

ご清聴ありがとうございました。



中堅・中小企業のVOC対
策とSDGSの取り組み

早稲田大学 理⼯学術院
応用化学専攻 平沢 泉
izumih@waseda.jp

2020.1.29

講演内容

１ 環境問題の流れ
２ 国際的取り組みと中堅・中小企業
３ 溶剤リサイクル取り組み
４ 持続可能な取り組み
５ 研究室での取り組み 除去と回収
６ まとめ
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平沢 略歴

科学技術と人類の未来に関す
る国際フォーラム 2019.10.6-8

＊「エネルギーと環境の光と影」 座⻑ ﾁｪﾘｰ･ﾏﾚｰ/米ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大/名誉教授
エネルギーによる恩恵で多くの人類が飢餓から解放された。一方、

大気汚染と地球温暖化という影の部分ももたらした。その克服には、
エネルギーの分散化や、社会システムを循環型に変える必要がある。

討論︓低炭素社会構築のために
中堅・中小企業の新技術開発促進
地域、発展途上国の省資源、省エネルギー、
環境改善

SDGｓ︓持続可能な開発目標の設定 中小企業、ローカルな地域
で何ができるか



1．環境問題の流れ

四大公害病
（イタイイタイ病、水俣病、
新潟水俣病、四日市ぜん息）

産業の活発化と環境汚染問
題

1967年︓公害対策基本法

環境問題の複雑、多様
化

1993年︓環境基本法

VOC→大気汚染防止法(2004年)
有害化学物質→化審法
第1種指定化学物質→PRTR法

化学物質のリスクを評価、管理

廃棄物の減量化→循環型社会形成推進基本法
温室効果ガスの排出量削減→京都議定書

環境経営の強化が必須

多様化する環境問題への対策

環境基本法の理念
環境基本法が提案する環境保全の基本理念

• 環境の恵沢の享受と継承(第3条)

• 環境への負荷が少ない

持続的な発展が可能な社会の構築(第4条)

• 国際的協⼒による地球環境保全の

積極的推進(第5条)

狭義の環境政策…環境省の政策や経済産業省との
共管のもの

広義の環境政策…他官省主幹の環境政策を統合

1．基本法
2．公害規制法
3．環境保全法
4．環境整備法
5．費用負担・財政措置法
6．被害救済・紛争処理法
7．地球環境保全法

環境法の体系

環境分野は、すそ野が広く、右の環境法に加えて、
他の省庁の所管する法律のオーヴァーラップする部
分がある。
下水道法（国⼟交通省）、水道法、労働安全衛⽣法
（厚⽣労働省）、鉱⼭保安法（経済産業省）、水循
環基本法（総務省）など



環境基本法と環境関連法

・大気汚染
・水質汚染
・⼟壌汚染
・騒音・振動
・地盤沈下
・悪臭
・化学物質

• 公害発⽣源の規制を定める法律

• ⼆次的災害の防止に関する法律
• その他事業者の義務を定める法
• 地方公共団体による条例

基本法…環境⾏政の目標などの基本的方向性を定める法
• 基本理念︓前述
• 責務︓国、地方公共団体、事業者、国⺠のものを規定

国は「基本的かつ総合的な施策」
地方公共団体は「国の施策に準じた施策」

公害規制法…環境汚染の原因となる活動を規制、制限、禁止する法

．環境基本法と環境関連法
循環基本法
狙い︓循環型社会形成を推進するための枠組みの構築

製品の廃棄物化→抑制、廃棄物→循環的な利用

廃棄物施策の優先順位
① 発⽣抑制
② 再使用
③ 再⽣利用
④ 熱回収
⑤ 適正処分特徴︓排出者責任と拡大⽣産者責任の規

定
重要項目︓循環型社会形成推進基本計画の策
定 循環基本計画の内容
① 施策の基本的な方針
② 政府が総合的かつ計画的に講じるべき策
③ その他

第一次→第⼆次→第三次
① リデュース・リユースの取組
強化

② 有用⾦属の回収
③ 安心・安全の強化
④ 3R国際協⼒の推進



グローバルトリレンマ
経済発展 → 適度な成⻑、Quality of Life

資源の枯渇 → 資源循環、水循環
環境問題 → 微量成分の排出制御, VOC削減による

環境改善、作業環境改善
人⼝増加︓⽣活排水、農業用水、⼯業用水
需要増加→ 水不⾜、水の汚染

経済成⻑、資源、環境の調和
Harmonization

2030ｱｼﾞｪﾝﾀﾞとSDGS

国際社会 全体が、人間活
動に伴い引き起こされる諸問
題を緊縛の課題と認識して、
協同して解決に取組む決意。
★世界を改革する
★誰一人、取り残さない



2018年 政府アクションプラン

包摂︓⼀定の意概念に包み込む



⾼度溶剤リサイクルシステムの形成に関する調査 2007年3月
クリーンジャパンセンター

委員⻑ 平沢泉 早稲田大学教授 理⼯学術院 応用化学専攻
委員 川瀬泰人 日本溶剤リサイクル⼯業会（日本リファイン㈱代表取締役社）

⼟井潤一 日本産業洗浄協議会理事 （大和化学⼯業㈱代表取締役社⻑）
野中孝一 日本産業洗浄協議会理事 （㈱ジャパンエナジー）
⾙原耕太郎 日本産業洗浄協議会理事 （㈱ジャパンエナジー）
宮下明彦 (社)電子情報技術産業協会・(社)日本電機⼯業会

（関連化学物質対策専門委員会委員⻑ アルプス電気㈱）
堀部恭一 (社)日本塗料⼯業会 （技術部⻑）
藤野和夫 日本印刷産業連合会（全国グラビア協同組合連合会専務理事）

オブザーバー 菅原洋 経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課 調査係⻑
中⼭田光⾏ 経済産業省 製造産業局化学課 課⻑補佐

事務局 正⽊剛大郎 （財）クリーン・ジャパン・センター参与
名⽊稔 （財）クリーン・ジャパン・センター企画調査部⻑
⻑⾕川光彦、野沢英昭、緑静男、美濃部光彦 日本リファイン㈱（財）クリーン・ジャパン・センター 平成

19年3月

溶剤の法規制について
溶剤に関して、その物質がどの法規制に該当するかどうかは
物質毎に異なる。
大気汚染防止法（ＶＯＣ規制）
労働安全衛⽣法 （有機則等）
毒物及び劇物取締法
ＰＲＴＲ法（化学物質排出把握管理促進法）
悪臭防止法
オゾン層保護法（フロン規制）
水質汚濁防止法
⼯業用水法
消防法
揮発油税法



⾼度溶剤リサイクルシステムの
形成に関する調査

 溶剤リサイクルの現状

 溶剤の種類と使用量

 分野別の溶剤の使用状況と回収、再利用推進上の問題点

 溶剤の回収、再資源化技術

 廃溶剤の回収、再資源化の推進に向けての提言

原料 中間製品 　　　一次製品 　　　　　　二次製品　　　　　　　　　　　　　　最終品

　　　シンナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リサイクル

        溶剤回収・分離

石油 メタノール 塗料 自動車塗料 自動車製造 自動車
（ナフサ） 自補修塗料 自動車部品 船舶

エタノール 建築用 建物
石炭 ・・・・・・ 電気機械

エチレン 金属加工

天然ガス プロピレン 接着剤 樹脂加工

銅張積層板
水・空気 BB留分

粘着剤 粘着テープ 粘着テープ

植物 BTX 製造

石油留分 ラミネート加工 軟包装資材

（分解ガソリン） （食品用等）

（ラフィネート） 印刷インキ 特殊グラビア

オフセット 印刷物
出版グラビア 本

輸入品     　インキ

化学品製造他 電気電子部品 携帯電話
半導体 情報機器
液晶・FPD 液晶テレビ

電気製品

　　　洗浄剤 ガラス・光学

部品製造

　　　シンナー

溶剤



https://www.meti.go.jp/policy/voc/top/index.h
tml

2000年

VOC 揮発性有機物とは︖

揮発性有機化合物

Volatile Organic Compoundsの略
• トルエン、キシレン、IPA、酢酸エチル等
（⼯業用途の主なもので約２００種類）
• 印刷時のインキ・湿し水、洗浄剤、塗料
溶剤（シンナー）、接着剤等
• 光化学オキシダントの原因物質の一つと



VOCの性質

• 塗料・シンナー
• 印刷インキ
• 接着剤
• 洗浄剤（ドライクリーニング、⼯業洗浄）
★物を溶かす⼒（樹脂、油汚れなど）
★乾きやすさ（さまざまな沸点の成分を
配合して調整が可能）→ 大気に揮発しやすい

★入手しやすさ（価格、供給が安定）

出典：平成28年度 東京都VOC対策セミナー

平成28年度（2016年) 東京都 VOC対策セミナー



https://www.meti.go.jp/policy/voc/top/index.h
tml

水と空気

人が日間で摂取する水（飲料水＋⾷料） 約2.5 liter、排
出量 約2.5 liter（皮膚0.9 liter+ 尿、便 1.6 liter)  → 年
間 912 liter  , 約 0.9 m3

人が日間吸う空気量 平均体重 50㎏
0.5 liter x 28,800 回(20回／ I min) 

= 14,400 liter 約 14 m3 重量 約20㎏
→ 年間 525 m3

PM2.5 １年平均値 15μg/m3以下 かつ １日平均値
35μg/m3以下 年7.88 mg



すぐできる環境対策
HTTPS://WWW.METI.GO.JP/POLICY/VOC/TOP/MERIT.HTML 利用

*VOCの使用量の把握 いつ、どこ、何に
＊低VOC 溶剤の使用
＊VOC使用量の適正化 むだはないか︖
＊VOC使用の仕方の適正化 使用条件、使用
量削減の仕組み、＊処理装置の導⼊

＊VOC循環リサイクル
→ＶＯＣの性質を知る: 沸点、蒸気圧、安

全性・毒性 ＊37.8 度において蒸気圧が20 kPa 以上

1気圧＝100kPa

中堅・中小企業における環境
改善の課題 国際化、⾼度製
品
１．製品の品質と安全 化学物質管理
２．作業環境の安全と管理 労働安全衛⽣
３．排水や排ガス、廃棄物の環境への影響 大気・水環境への影響を低減
４．地球環境の保全 環境と資源の調和

中堅・中小企業が、持続可能な環境改善対策を自主的に推進しうる
開発目標に挙げていただきたい。その⽀援として、環境関連
の専門家派遣や、環境関係で知⾒のあるOBの皆さんの協
⼒体制を構築する必要がある。
豊かな水、空気環境をつくる → 持続可能な環境対策、



中堅・中小企業の環境改善
排水の処理の事例から考える

水環境の共通政策︓環境基本法（平成5年11月）、同基本法（第3
次）（平成18年4月）、水質汚濁防止法（昭和45年11月）
湖沼︓湖沼水質保全特別措置法（昭和59年1月）
閉鎖性水域対策︓水質汚濁防止法（総量規制、富栄養化防止対
策）、瀬⼾内海環境保全特別措置法（昭和48年10月）他
水道水源水︓特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質に
関する特別措置槽（平成6年3月）
地下水水質の保全︓水質汚濁防止法 ⼯場。事業所からの有害物
質の浸透規制 他
市街地⼟壌環境の保全︓⼟壌汚染対策法（平成14年5月）



排水規制の在り方に関する検
討 21世紀の在り方委員会
水質汚濁防止のための効果的排水規制、排水管理⼿法
１．未規制項目について、環境基準の設定状況を踏まえ規制項目
への追加検討を⾏い、排水規制の在り方について検討を⾏う
２．暫定排⽔基準設定業種について、一律基準への移⾏を促進す
ること、および排水規制の在り方を検討する
３．その他
未規制小規模事業所からの負荷
⾯限負荷への対応
事業者への不適正事案への対応
水質事故への対応



暫定排水基準設定業種と排水
規制 合理的排水処理技術

水質項目︓ホウ素、フッ素、硝酸性窒素等、1,4ジオキサン、亜鉛
排水処理対策 フォローアップ
合理的な排水処理技術のアドバイス

⼯程内の位置、時間における濃度調査と、⾼濃度選択的処理のアドバイス
代替原料の模索 客先の仕様や、品質への理解が大変
不純物による処理性能低下の課題
回収物の純度の再利用の促進
成功事例の普及 → VOC環境対策にも有効

濃度の濃い対象を選ぶ

分離に要するエネルギー W

対象物質 1g あたりのエネルギー
W ＝ ー（RT/M）・ln zA

zA : 対象物質のモル分率、濃度



合理的でない事例

１．規制を満⾜するために大量の希釈水を使用する → 公
共用水域の濃度は、排水負荷量で決まる。国内の利用できる
淡水量は多くない → 水循環基本法
２．エネルギー、資源多消費型の排水処理をすべきではない。
たとえば、逆浸透膜 膜が⾼価、⾼濃度排水の処理、無機排
水の⽣物処理など →エネルギー、資源の調和
３．企業内の様々な排水を混合する 濃度が⾼いほど処理
コストが安価、多成分ほど処理するのが大変
４．国内の規制が厳しいから海外移転 海外での環境汚染、
海はつながっている。いずれ日本に戻る

合理的な⼿法で暫定をクリ
アした事例
１．排水の濃度を計測し、⼯程ごと、時間ごとの変化を把握し、
排水濃度のピーク値を下げた。
２．対象成分を⼯程内で回収し、⼯程内および近隣の他の⼯場で
再利用
３．排水規制成分が溶解性の場合、その成分が⼊っている固形分
の液内での滞留時間を短くするか、すばやく分離する
４．床⾯のたまった粉体を水洗浄で清掃でしたいたものを、集塵
機で回収
５. 対象成分は、有用物質である場合、⼯程内の⾼濃度部分で、
選択的に回収
6. ⼯業用水の希釈でなく、排水で希釈できた場合
7. 代替原料の模索



研究室での SDGS資源回収型排水処理

フッ素含有排水
リン含有排水
⾦属含有排水

環境晶析︓環境分野と晶析⼯学の境界
⽣産⼯程における晶析⼯学の寄与︓大きな結晶
→純度、固液分離性、洗浄性、乾燥特性、改善

→希望特性の結晶を創製（溶液晶析）
物質循環型環境浄化

→排⽔中の成分を除去・回収（反応晶析）
廃棄物・廃液・廃溶媒からの成分回収

→メッキ廃液からの⾦属回収（還元晶析）
→廃触媒、廃棄物からの希少⾦属回収
→廃溶媒からの溶剤回収（融液晶析）

熱回収（融液晶析）→潜熱蓄熱（エコアイス）



凝集沈殿法
フッ素



フッ酸処理・回収概念図

エコクリスタ

半導体製造工場

フッ酸製造工場

ペレット回収

高純度フッ酸 フッ酸排水

シード材蛍石
（CaF2）

１mmφに成⻑したCaF2ペレット

初期充填種晶



フッ素廃液からの人⼯蛍石
の回収・リサイクル
東芝セミコンダクタ―＆ストレージ（フッ酸使用）、旭硝子
（回収蛍石からフッ酸製造、オルガノ（フッ素含有排水から
フッ素回収）
晶析法により、フッ素含有廃液からフッ化カルシウムを回収
し、年間3500トンの排水汚泥を削減、蛍石の輸⼊を年鑑1300
トン削減

http://www.cjc.or.jp/commend/pdf/senshinjirei/h26/04_sys_02.pdf
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適用例 リン除去回収

Water Treatment Facility

Dehydrator

Incinerator

Struvite

Rephosmaster

ターゲット︓消化汚泥
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https://www.swing-w.com/

*このMAP回収施設は国⼟交通省の
B-DASHプロジェクトにおいて国⼟
技術政策総合研究所からの委託研究
により設置された実証施設
*写真は、神⼾市建設局殿より提供
して頂いた。

実プラント

商業プラント(処理量239m3/d)

下水からのリン回収物の性状

Table 9-6　The composition of recovered MAP

P wt% 12.5

Mg wt% 9.9

N wt% 5.5

K wt% 0.026

Cu mg·Kg
-1 ＜10

Zn mg·Kg
-1 ＜10

As mg·Kg
-1 ＜1

Cd mg·Kg
-1 ＜1

Hg mg·Kg
-1 ＜1

Ni mg·Kg
-1 ＜10

Cr mg·Kg
-1 ＜10

Pb mg·Kg
-1 ＜10



中堅・中小企業の環境改善

中堅・中小企業は、今後の環境規制に対応すべく合理的な環
境改善対策に取り組み、質のよい製品を社会に供給いただき
たい。
環境改善のためには、⼯程内の環境に影響を及ぶす物質の性状
を時間的、位置的変化を把握し、⾼濃度を集中して処理する
環境分析や、処理技術などは、環境のプロに現場を⾒てもらう
とよい。そのための⽀援体制、専門家集団の組織などを構築す
る必要がある。
21世紀を迎え、豊かな大気・水環境の創⽣が望まれているが、
世界的に持続可能な成⻑、環境、資源を調和させた有効な環
境の改善が必要と考える。
21世紀は、中堅・中小企業が 国際的にもリードする時代

聴講ありがとうございます。
2019.12 中部支部講演会
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令和元年度 ＶＯＣ排出抑制セミナー

有機溶剤取扱い職場の

健康障害防止対策

中央労働災害防止協会
労働衛生調査分析センター

衛生管理士 武井貴史

1

化学物質は・・・

・とにかくたくさんある。

⇒CAS番号が付されている化学物質は１億を超える。
（CASプレスリリース2015年7月）（CAS：Chemical Abstract Service）

⇒工業的に世界で生産されているもの→10万種超
⇒日本の労働現場で取り扱われている化学物質→約7万種

・使い方を誤れば・・・

・私たちの生活にとって必要不可欠なもの

・私たちも化学
物質でできて
いる。

化学物質は・・・

2



全てはここに通じる事業者責任（労働災害防止措置義務）

労働安全衛生法第3条

• 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための
最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働
条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確
保するようにしなければならない。

• 国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するよう
にしなければならない。

3

労働安全衛生法第４条 （労働者責務）

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その
他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めな
ければならない。

同 第26条
労働者は事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき

講ずる措置（労働者の危険又は健康障害を防止するための措置）に応じて、
必要な事項を守らなければならない。

労働者にも災害防止協力義務
（自己保健義務）

労働安全衛生法
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

（事業者の講ずべき措置等） 第20条～27条

第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を
講じなければならない。
１．機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険
２．爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
３．電気、熱その他のエネルギーによる危険

第21条 （省略）

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。
１．原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健
康障害
２．放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健
康障害
３．計器監視、精密工作等の作業による健康障害

４．排気、排液又は残さい物による健康障害
4



化学物質を取り扱うことのリスク

①作業者へのリスク 事業所の作業者が、取扱い化学物質を吸い込んだ
り、触れたりするなどのことで、ヒト（作業者）
の健康に生じるリスク

②環境（経由の）
リスク

事業所から大気や水などの環境中に排出された化
学物質によって、周辺環境におけるヒトの健康及
び環境中の生物に生じるリスク

③製品（経由の）
リスク

製品に含まれる化学物質によって、ヒト（消費者
等）の健康及び環境中の生物に生じるリスク

④事故のリスク 爆発や火災などの事故によって、設備などのモノ
及びヒトの健康や環境中の生物に生じるリスク

（化学物質のリスク評価のためのガイドブック（経済産業省））

労働安全衛生分野では①の作業者の健康障害、④の爆発・火
災などの事故のリスクの低減措置を講じる必要がある。

5

労働災害（全体）と化学物質による労働災害（休業4日以上）

死傷災害発生状況（平成30年）：127,329件（事故の型は21種）

事故の型 件数
割合

（％）

1 転倒 31,833 25.0

2 墜落・転落 21,221 16.7

3 動作の反動・無理な動作 16,958 13.3

4 はさまれ・巻き込まれ 14,585 11.5

5 交通事故（道路） 7,889 6.2

13 有害物との接触 537 0.4

18 火災 85 0.07

19 爆発 64 0.05

21 破裂 44 0.03

・
・
・

・
・
・

・化学物質に係る労働災
害の発生件数は全体数
からみればそれほど多く
ないにも関わらず化学物
質等リスクアセスメントは
義務化された。

↓

・とくに有害物による健康
障害は中・長期レベルで
の発症を考慮すると、数
値だけで判断することは
できない。

6



平成30年業務上疾病発生状況（休業4日以上）

職場のあんぜんサイト－業務上疾病発生状況調査（平成30年）

◆業務上疾病死傷病報告 全体：8,684人（死亡は97名）

（上位５つの疾病）

疾病分類 件数 割合（％）

1
負傷に起因する疾病 5,937 68.4

（うち、腰痛） （5,016） （57.8）

2
異常温度条件による疾病 1,394 16.1

（うち、熱中症） （1,178） （13.6）

3 化学物質による疾病（がんを除く） 263 3.0

4 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群 217 2.5

5 病原体による疾病 171 2.0

7

化学物質による労働災害の発生状況

・化学物質（危険物・有害物）に起因する休業4日以上の労
働災害は、直近の５年で400～500件台で推移している。

・業務上疾病発生状況の「化学物質による疾病数（休業4日
以上）」では直近の5年間では、年間ほぼ200人程度で増
減を繰り返している。（全体では8,000人弱）

・原因物質別にみると、労働安全衛生法の特別規則の規制
対象物質以外の化学物質等による疾病がかなりの程度を
占めている。

・労働災害の多くの場合、危険・有害性を知らないで化学
物質を取り扱ったことに起因しており、ラベル・SDSの情
報に基づき、リスクアセスメントを実施すれば防げた事
故が多い。

8



化学物質の有害性

●すべての化学物質には有害性がある。
（害がないと思われている化学物質でも、度を超すと、悪い影響が

出る可能性が必ずある。）

例えば「水」（H2O）
・一度に多量に摂取すると低ナトリウム血症を引き起こ
し（水中毒）、死に至ることがある。

症状：むくみ、脚がつる、頭痛、けいれん、めまい、注
意散漫、意識障害、昏睡など

化学物質による
健康障害

＝ 有害性の
程度

× 曝される
程度

その物質固有のもの
曝される量、時間を含め、ばく露防

止措置の内容により変動する

9

有機溶剤とは…

 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物
の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、
印刷などの作業に幅広く使用されている。

 有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いた
め、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収され
やすく、また、油脂に溶ける性質であることから皮膚か
らも吸収される。

 脂肪に溶けやすいので、吸入などにより体に取り込まれ
ると脂肪分の多い臓器に留まりやすくなる。（脂溶性）

 溶剤で手を洗ったり、衣服に大量に付着した場合などは
皮膚を通して取り込まれる。

★私たちはそれぞれの有機溶剤の性質をうまく利用して産
業に役立てているが、その反面その性質自体が人にとっ
て有害な影響を招いてしまうことがある。

10



有機溶剤とは…（補足）

有機溶剤は工業的に400種以上

有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象有機溶剤：

第1種有機溶剤等：2物質 第2種有機溶剤等：35物質

第3種有機溶剤等：7物質

特定化学物質障害予防規則（特化則）の対象有機溶剤

（特別有機溶剤）

第2類物質－特別有機溶剤等

⇒クロロホルム等10物質、

（ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｽﾁﾚﾝ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ など）

⇒エチルベンゼン等（塗装業務）

⇒1,2-ジクロロプロパン等（洗浄・払拭業務）

11

有機溶剤による障害の起こり方

①粘膜（眼、呼吸器、消化器）または皮膚に付着し、それら
の部位で作用するもの
（眼の痛み・流涙・充血など、せきなど、皮膚の痛み・紅

斑・水泡など、嘔吐、腹痛など）
②粘膜または皮膚から吸収された後、全身に循環して即時的
に障害を起こすもの（急性症状）
（頭痛、めまい、悪心、振戦、疼痛など）

③中長期にわたる反復吸収によってその物質が特定の器官
（標的臓器）に蓄積され、障害を起こすもの。

（造血器障害、肝障害、腎障害、抹消神経障害、がん 等）

これらのうち、最も吸収量の多いのは呼吸器からの経気道
（吸入）ばく露

12



13

有機溶剤の症状

【ほとんどの有機溶剤に共通する作用】

●中枢神経系への作用

●粘膜刺激作用

眼への刺激 ⇒眼の痛み、涙がでる など
鼻への刺激 ⇒鼻水がでる、むずかゆい など
上気道への刺激⇒咳、むせる、息苦しさ など
皮膚への刺激 ⇒皮膚炎、手指の角化・亀裂、水疱など

頭痛、頭重、悪心、食欲不振、不眠、不安感 など
高濃度ばく露では意識障害（麻酔作用） など

◆日頃の有機溶剤取扱い作業において、有機溶剤健康診断
の自覚症状のような症状が表出しないことが重要

14

有害性 疾患等 主な有機溶剤

肝障害 肝実質障害 塩化炭化水素類

（テトラクロロエチレン、トリクロロエチレ
ン、ジクロロメタンなど）
N,N-ジメチルホルムアミド

腎障害 蛋白尿、腎硬化症

腎尿細管障害
腎障害

塩化炭化水素類

（テトラクロロエチレン、トリクロロエチレ
ン、ジクロロメタンなど）
N,N-ジメチルホルムアミド
トルエン

中枢神経機能
障害

記憶力障害、神経
衰弱性症状等

トルエン、キシレン

末梢神経障害 多発性神経炎 ノルマル-ヘキサン、二硫化炭素

視神経障害 視力低下、失明 メタノール、酢酸メチル

主な有機溶剤の健康影響（毒性）
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有害性 疾患等 主な有機溶剤

血管障害 虚血性心疾患、心筋梗
塞等の心血管系疾患

二硫化炭素

造血系障害 貧血等 セロソルブ類

（エチルセロソルブ、セロソルブア
セテート、メチルセロソルブ など）

生殖毒性 精子減少 セロソルブ類

月経異常、授乳影響 二硫化炭素

授乳影響 トルエン

発がん性 がん トリクロロエチレン、エチルベンゼ
ン、クロロホルムなど

（特別有機溶剤に指定されたもの）
など

主な有機溶剤の健康影響（毒性）

付着

摂取

作
業
環
境
管
理

作
業
管
理

健
康
管
理

呼吸器

消化器

皮膚

有
機
溶
剤

作 業

人
体
侵
入

蓄積

排泄

健
康
障
害

ガス・蒸気

環
境
空
気
汚
染発 散

拡 散

有機溶剤による健康障害の発生経路と管理

拡散が抑制されていれば健康
障害発症のリスクは低くなる。

人体への侵入が
抑制されていれば
健康障害発症の
リスクは低くなる。
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有機溶剤中毒の症状

◆急性中毒

⇒一時的に高濃度で大量の有機溶剤を吸入した場合などに中毒を発症
症状：麻酔作用が主体。 （頭痛、頭重、めまい、倦怠感などは麻酔作用が

明確に発現する前段階症状）

重症の場合は酩酊状態となり、悪心、嘔吐、酩酊歩行等を示す。よ
り重症になると意識障害が出現。

★急性中毒の恐ろしいところは、意識を失って倒れ、そのまま高濃度状況下

で有機溶剤蒸気を吸入し続けることで昏睡状態、さらに呼吸困難から死亡に

至る危険性があること。

「印刷物をラミネート加工する作業中に急性中毒」

接着剤（ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰﾙ、ﾒﾀﾉｰﾙ含有）を塗布したポリプ
ロピレンフィルムを加熱して印刷物にラミネートする作業。

午後になって、吐き気がし、手足が震えてきたので、直
ちに病院に収容して診察を受けたところ、急性有機溶剤
中毒と診断され、入院加療したものである。

（「職場のあんぜんサイト労働災害事例」より）
17

有機溶剤中毒の症状

◆慢性中毒
⇒頻繁に使用し、一定レベル以上を中・長期的にばく露するこ

とにより生じる健康影響。
症状：有機溶剤取扱い作業による頭痛、めまい、倦怠感、手指のあれ、皮膚

炎などの症状が現れる。
このような状況を継続することによりさらに健康障害が進展し、取扱う

有機溶剤等の固有の有害性により神経障害、造血障害、肝機能、腎

機能、発がんといったように治癒することが困難な疾病につながって

いく可能性がある。

健康障害を防止するためのばく露防止措置が重要となる。

★取り扱う有機溶剤等の有害性を
知り、適正に取り扱うことが重要

【重篤な典型事案】
1,2-ジクロロプロパンによる胆管がん事件

18



労働者の健康を確保していくために
－労働衛生管理（対策）の基本－

危険有害物質のばく露を低減して、作業者の健康を守るため
には各管理の調和の取れた運用が必要

・作業環境管理

・作業管理

・健康管理

３
管
理

・安全衛生管理体制
・労働衛生教育

５
分
野

・化学物質等のリスクアセスメント
19

労働災害を防止する管理体制の整備（法第10条～19条の3）

危険又は健康障害防止措置（法第20条、22条）

化学物質の発散抑制装置の設置（各規則等）

適切な保護具の着用（各規則等）

製造等禁止・許可／有害性の調査（法第55条、第56条）

表示とSDS（危険有害性情報伝達等）（法第57条、第57条の2）

安全衛生教育の実施（法第59条）

作業環境測定と作業環境の評価（法第65条、第65条の2）

健康診断の実施（健康管理）（法第66条）

リスクアセスメントの実施（法第57条の3）

労働安全衛生法における有害物管理
－ 基本的考え方 －

20



３管理を推進するための労働衛生管理体制の整備

管理･監督者

有機溶剤作業主任者

作業者

事業者

総括安全衛生管理者

産業医

衛生管理者

技術的事項の実施

総括管理

作業指揮

健康管理

安全衛生委員会 調査・審議

安全健康の責務 指導・監督

実施・協力

21

３管理を推進するための労働衛生教育の推進

●労働衛生教育の目的⇒「実際の作業場で災害を起こさない」
⇒労働災害を起こさないため、一定の知識、職場でのルール
を理解、習得、認識させる。

○労働安全衛生法に基づく教育等
・雇入れ時の安全衛生教育
・作業変更時の安全衛生教育
・職務教育
・健康教育等 など

○事業場が行なう自主的な教育、訓練等
・安全衛生講習会の実施
・OJTの実施
・朝礼等の実施
・安全衛生パトロール時等の指導

22



＜参考＞      労働衛生教育

●有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、個々の労働者 が
有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業
者が行う諸対策に積極的に協力することが重要

有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について

（昭59.6.29 基発第337号）

【目的】 有機溶剤中毒の予防対策の一環として、有機溶剤業務に従事
する者に対し、
(1) 有機溶剤による疾病及び健康管理 (2) 作業環境管理
(3) 保護具の使用方法 (4) 関係法令
についての知識を付与する。（特別教育に準じた教育）

【実施時期】 有機溶剤業務に就かせる前

【教育カリキュラム】
・有機溶剤による疾病及び健康管理（1時間）
・作業環境管理（2時間）
・保護具の使用方法（1時間）
・関係法令（0.5時間）

実施した結果は記録し、
保管する。

23
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有機溶剤による健康障害防止のために

化学物質の有害性の程度はそれぞれ異なるので、自分たちが
使用する有機溶剤製品の有害性をみんなが知る必要がある。

◆SDS「２．危険有害性の要約」の「健康に対する有害性」で
確認する。
詳細を確認する場合は「11．有害性情報」で確認）

※とくに発がん性、生殖毒性など中・長期によるばく露によ
り重篤な健康障害を発症する物質は直ちに症状が現れるも
のではないので、日頃のばく露の程度に留意する。

SDSの有効活用（SDSはその製品の身上書）

SDSを見たことがない、SDSが入手できないなど、どのくら
い有害なのかわからないものを知らないで使用することの
方が怖いものはない！
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有機溶剤による健康障害防止のために

有害性の程度を知る①
コントロールバンディング（ILO）に準拠した有害性ランクを活用

低

高

レベル５に近いほど有害性の程度が高い化学品を取り扱うものと認識する。

有害性の
程度

ＧＨＳ有害性分類・区分

レベル１

・皮膚腐食性/刺激性 ・眼刺激性 区分２、３
・吸引性呼吸器有害性 区分１、２
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分３
・他のグループに割り当てられない粉体、蒸気

レベル２
・急性毒性 区分４
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分２

レベル３

・急性毒性 区分３
・皮膚腐食性 ・眼刺激性 ・皮膚感作性 区分１
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１
・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分２

レベル４
・急性毒性 ・生殖毒性 区分１、２
・発がん性 区分２
・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１

レベル５
・生殖細胞変異原性 区分１、２
・発がん性 ・呼吸器感作性 区分１

有害性の
程度

ＧＨＳ有害性分類・区分

レベル１

・皮膚腐食性/刺激性 ・眼刺激性 区分２、３
・吸引性呼吸器有害性 区分１、２
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分３
・他のグループに割り当てられない粉体、蒸気

レベル２
・急性毒性 区分４
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分２

レベル３

・急性毒性 区分３
・皮膚腐食性 ・眼刺激性 ・皮膚感作性 区分１
・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１
・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分２

レベル４
・急性毒性 ・生殖毒性 区分１、２
・発がん性 区分２
・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１

レベル５
・生殖細胞変異原性 区分１、２
・発がん性 ・呼吸器感作性 区分１

有害性レベルのランク付け

高

低
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※例えば●△シンナーの有害性の程度は？

●△シンナーの成分（SDS 「３．組成及び成分情報」から）
ﾄﾙｴﾝ（40～50％）、酢酸ｴﾁﾙ（20～30％）、酢酸ﾌﾞﾁﾙ（10～20％）

●△ｼﾝﾅｰの有害性
SDS「２．危険有害性
の要約」から

・皮膚腐食性、皮膚
刺激性：区分２

・眼に対する重篤な
損傷性、眼刺激性：
区分２
・急性毒性：区分４

・特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：区分１
・生殖毒性：区分１

・特定標的臓器毒性
（反復ばく露）：区分１
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有機溶剤による健康障害防止のために

有害性の程度を知る②
⇒ばく露限界値（許容濃度等）または管理濃度（作業環境の

管理濃度）で把握する。

例えば・・・トリクロロエチレンとジクロロメタン
トリクロロエチレン：許容濃度 25ppm 管理濃度 10ppm
ジクロロメタン ：許容濃度 50ppm 管理濃度 50ppm

しかしながら・・・
ジクロロメタンのほうがその毒性は低いように思われるが、
SDS「９．物理的及び化学的性質」から、
トリクロロエチレンの沸点は87.2℃、ジクロロメタンは39.8℃、

ジクロロメタンのほうが作業環境中に拡散しやすい。使い方によってはトリク
ロロエチレンよりジクロロメタンのほうが高濃度ばく露する可能性がある。

28

有機溶剤による健康障害防止のために

◆作業環境測定で場の管理（作業環境管理）

・適切な作業環境測定（定常作業で最も作業環境中の濃度
が高くなると思われる時間帯）により作業環境の把握。

・排気装置等的確に工学的対策ができているかの把握。
・問題にならない環境（第１管理区分）が維持できている

か確認。
（第３管理区分になった場合は環境改善（義務））

◆適切な作業方法等の確認でばく露の低減化（作業管理）

・作業に伴う有機溶剤の発散を少なくしたり、ばく露が少
なくなるように作業の手順や方法を定める。

・必要な場合には、保護具を着用する。
・職場巡視等により適切な作業行動がなされているか確認

する。



作業管理（補足）発散の防止

1. 有機溶剤の発散防止 ⇒有機溶剤を必要以上に使わない。

2. 使用した有機溶剤 ⇒こぼさない工夫をしてこぼさない。

3. こぼれた有機溶剤 ⇒ウエスで拭き取る。（保護手袋着用）

4. 有機溶剤のしみ込んだウエス ⇒ふたのある容器に入れる。

5. 使用済みの有機溶剤 ⇒廃液容器に密栓して入れる。

（保護めがね着用）

6. 容器 ⇒屋外の一定場所に集積しておく。

29

作業管理（補足）－作業方法の改良による発散の防止

 有機溶剤を化学反応用の溶媒として使用する場合、濃度、温度など
の反応条件を調整して溶媒の消費量を減らす。

 生産工程や作業方法を変更して、作業場への有機溶剤の発散量を減
らす。

 液面レベルの測定や計量作業を自動化した。

 噴霧塗装を浸漬塗装、エアレススプレー、粉体塗装、静電塗装に変
更した。

 逆流凝縮器付洗浄装置の据え置き時間を長くした。

作業管理－労働衛生保護具

【選定のポイント】

１ 規格に適合した保護具を選定する。
２ 有機溶剤の物理化学的性質、有害性を考慮して保護具を選定する。
３ 作業者の曝露状況を推定し、保護具を選定する。
４ 作業者の顔の大きさにあったマスク面体や保護めがねを選定する。
５ 保守管理責任者を選任し、使用状況のチェック、性能の維持管理な

ど点検を行う。

※不明確な点は保護具メーカーに相談、確認

・呼吸用保護具 ・保護衣 ・保護手袋 ・保護メガネ など

30

作業管理－有機溶剤の貯蔵・保管

 種類ごとに分別して保管する。

 保管容器は破損しにくい、蓋ができるものを使用する。

 容器いっぱいに詰めない。

 容器の内容物を表示する。

 保管数量はできるだけ少量にする。

 施錠できる換気の良い冷暗所に保管する。



周知－作業場への掲示 （作業管理）

31

（法令等の周知）

• 第101条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他
の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければな
らない。

２ 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通

知された事項（SDSのこと）を、化学物質、化学物質を

含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るも

のを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又

は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法に

より、当該物を取り扱う労働者に周知させなければなら

ない。

SDSの掲示または備え付け等による周知（作業管理）

SDS
32
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有機溶剤による健康障害防止のために

◆適正な健康診断で健康状態の把握（健康管理）

・取扱い有害物質による健康障害の有無や早期発見の場で
もあるが、定期に行うことで、これまでの作業環境管理、
作業管理が適切であったかを確認する場でもある。

・尿中代謝物検査は対象物質が体に取り
込まれた量を推定する検査。尿中代謝
物検査のある有機溶剤は、ばく露の程
度を把握するために、できるだけ適正
な採尿（週末の作業終了時）を心がけ
たい。

健康管理－健康診断の事後措置

【就業上の措置】

健康診断結果を本人への通知

就業場所の変更

作業の転換

労働時間の短縮

【保健指導】

健康管理に関する指導・助言

情報の提供

【作業環境の改善（有害化学物質濃度の低減）】

作業環境測定の実施による確認

施設又は設備の整備

34



有機溶剤による健康障害防止とVOC対策の関係

ここでちょっと・・・

環境省：自主的取り組みに関する資料
⇒産業洗浄現場におけるVOC対策事例集

経済産業省：揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に向けた取組
⇒地方局におけるＶＯＣ排出抑制の自主的取組事例

○他社が施した事例を参考に、自身の事業所での対応を確認
してみるのも一考

○事例の多くが、環境改善であったり、作業の改善であり、
作業者へのばく露防止対策（健康障害防止措置）につなが
っている。

35

トリクロロエチレンを用いた脱脂洗浄作業で、常設蓋を設計・新設

環境省：産業洗浄現場におけるVOC対策事例から

36



経済産業省（関東経済産業局）：VOC対策事例集から

照明器具塗装事業場
ブース前塗料ドラム缶に密閉蓋を取り付けた。

○密閉蓋で閉めたことにより、VOC濃度は4分の1に減少
した。

37

【ハザードをなくす、小さくする】

健康障害防止のためのリスク低減措置
本質的対策

• リスクアセスメントの結果に基づき、労働者の危険または健
康障害を防止するための措置の内容を検討する。（義務）

〔検討内容①－本質的対策・・・代替化等〕
①危険性または有害性を有する化学製品の使用中止
②危険性または有害性のより低い物質への代替
③化学反応のプロセス等の運転条件の変更
④取り扱い化学物質等の形状の変更等または併用

ミャー

38



【ハザードに関われないようにする】

〔検討内容②－工学的対策〕
1）化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の
二重化等

2）化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の
設置等

健康障害防止のためのリスク低減措置
工学的対策

39

発散源となる設備の密閉化・自動化
 設備を密閉化し、作業場への発散を抑制する。

 設備を密閉化して、内部が加圧状態でも有機溶剤が漏れ出さない。(原料

の投入はパイプラインを通じて行う。パッキンで機密性を保つ。）

 設備の内部を負圧状態にし、有機溶剤が漏れ出さない。（内部を吸引）

 設備を自動化することにより、作業者が設備に近づくことを必要としないた

め、ばく露を低減させる。

局所排気装置・プッシュプル換気装置による拡散防止

 有機溶剤を取扱う設備を完全に密閉化することが困難な場合は、発散した

有機溶剤蒸気が作業者の呼吸域で高濃度にならないよう、発散源近くで

有機溶剤蒸気を吸引除去することが必要となる。

 有機溶剤蒸気の作業場への拡散を抑制する方法として、局所排気装置や

プッシュプル換気装置が有効であり、有機溶剤蒸気が発散するあらゆる工

程に対して幅広く用いられている。

40



〔検討内容③－管理的対策〕

○隔離、立入り禁止等の措置

発散源となる設備の自動化・隔離

 設備を自動化することにより、作業者が設備に近づくことを必
要としないようにして、ばく露を低減させる。

 遠隔操作等により、正常な稼働状態では作業者が近付く必要
のない状況等を形成する。作業者と有害物の接触を切り離す
措置を図る。

【ハザードに関わらせないようにする】

健康障害防止のためのリスク低減措置
管理的対策

41

★①～③の低減措置を検討することが原則
保護具の使用はばく露防止措置の最終手段

〔対応措置④－保護具の使用〕

○化学物質等の有害性に対応した有効な保護具の使用

健康障害防止のためのリスク低減措置・対処

42



① 有機溶剤等の使用中止

② 有害性の低い物質への代替

③ 作業方法の改良による発散の防止

④ 発散源となる設備の密閉化・自動化

⑤ 局所排気装置・プッシュプル換気装置に

よる拡散防止

⑥ 全体換気で有機溶剤の希釈排出

（有機溶剤マスクの併用）

※①～⑥を個々に実施するより、複数の対策を併せ

て実施するとより効果的

効果大

効果小

作業環境改善のための本質的・工学的対策

◆設備は定期的な点検（日常点検、定期自主検査）と保守が必要

43

これからの化学物質管理
化学物質等リスクアセスメント

◆事業者、作業者とも取り扱う化学物質等の危険有害性を知り、
自主的管理を推進する。

⇒評価結果に基づきリスク低減対策（ばく露防止措置等）の
検討、及び実践

⇒ラベル、ＳＤＳを活用し、取り扱う化学物質等の危険、有害
性を認識する。

⇒化学物質等のリスクアセスメントにより、取り扱い作業につ
いて、危険、健康障害発生の可能性を評価する。

44



ラベルで自分たちの使っている
化学物質とその有害性・危険性

を知っておく

45

健康障害防止のための強化

経皮吸収・皮膚障害防止対策

○化学物質が皮膚に接触し体内に吸収されることによる職業
がん等の発生を防止するため、特化則、安衛則の規制を強
化

・皮膚に障害を与える物を取り扱う業務

・皮膚からの吸収、侵入により健康障害や感染を起こすおそ
れのある業務

◆有害物全般（安衛則第594条）

・塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物などの適
切な保護具の備え付けの義務

46



（参考）オルト-トルイジンによる健康障害事案

・2016年、福井県の事業場において、液体のオルト-トル
イジン等芳香族アミンを原料として、 有機溶剤を溶媒と
して使用し、他の化学物質と反応させることにより染料
の中間体を製造している作業に従事していた複数の作業
者から膀胱がんを発症する事案が発生。

厚生労働省は、福井の化学工場でオルト－トルイジンな
どの芳香族アミンを取り扱う作業に従事する労働者５人が
膀胱がんを発症した問題で、内側がオルト－トルイジンに
汚染されたゴム手袋を通じて「長期間にわたり労働者の皮
膚から吸収（経皮ばく露）していたことが示唆された」と
する最終報告書を発表した。

健康障害防止のための強化

経皮吸収・皮膚障害防止対策

きっかけは・・・
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経皮吸収・皮膚障害防止対策

◆特定化学物質（特化則第44条）

（従前から） ①皮膚障害のおそれのある特定化学物質を取り
扱う作業については、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保
護長靴、塗布剤を備え付けなければならない。

（追加）②一定の化学物質について、皮膚に障害を与えたり、
皮膚から吸収されることにより障害を起こすおそれがある作
業（※）では、保護眼鏡、不浸透性の保護衣（化学防護服）、
保護手袋（化学防護手袋）を使用させなければならない。

（保護具は作業内容に応じて選択されるもの、常時全てを使
用する意ではない。）

③労働者は保護衣等の使用を命じられたときは、これを使用し
なければならない。
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経皮吸収・皮膚障害防止対策（つづき）

（※）障害を起こすおそれのある作業、以下が含まれる。
・直接触れる作業
・手作業で激しくかき混ぜることにより身体に飛散するこ
とが常態として予想される作業

・高濃度の蒸気・ガス等にばく露されることが予想される
作業

厚生労働省パンフレット
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経皮吸収・皮膚障害防止対策

対象化学物質・・・

●特別有機溶剤では
クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、
ジクロロメタン、スチレン、テトラクロロエチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン

○有機則に該当する有機溶剤にも経皮吸収により健康影響
が懸念される物質がある。

⇒エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコ
ールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチ
ルエーテル、クレゾール、N,N-ジメチルホルムアミド、
トルエン、二硫化炭素、1-ブタノール、メタノール、
メチルシクロヘキサノン

（日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告（2018年度）から）
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経皮吸収・皮膚障害防止対策

◆経皮吸収による健康障害、皮膚障害防止のために
・自動化や工学的対策により、

化学物質への接触の低減化を
図る。（基本対策）

・SDS等により有害性等を確認し、
作業内容に応じた適正な保護具
を選択、使用させる。

・どのような保護具（手袋、保護衣
等）を使用させてよいかわからな
い場合はメーカーに相談するの
も一案。
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化学物質管理で“困った”
“わからない”は・・・

中央労働災害防止協会 「労働衛生調査分析センター」

０３－３４５２－３０６２

http://www.jisha.or.jp/ohrdc/index.html

【主たる事業】

化学物質管理に関する研修

化学物質リスクアセスメントの支援

化学物質の有害性の調査

化学物質の濃度分析
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2019年1月29日（水）

一般社団法人 国際⼯業塗装⾼度化推進会議 理事⻑
久保井塗装株式会社 窪井 要

工業塗装おけるVOC排出削減及び
リスクアセスメントへの対応

「SDGs」への自主的アクション!!

1KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

自己紹介

・私は・・・ 窪井 要 （代表取締役）
・会社名︓久保井塗装株式会社
・所 在︓埼⽟県狭⼭市中新⽥1083-3
・設 ⽴︓1965年（創業︓1958年）

・事業内容︓⼯業塗装全般（プラスチック・⾦属）
⾃動⾞内外装プラスチック部品塗装
プラスチック弱電製品・医療器塗装
医療機関向け抗菌塗装
プラスチック用放熱塗装
エコ塗装技術
久保井ラボ

・業界団体︓一般社団法人 国際⼯業塗装⾼度化推進会議
（IPCO）理事⻑
日本塗装技術協会 副理事⻑

設⽴
54年の
実績

2KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

久保井塗装株式会社



国際工業塗装⾼度化推進会議とは

名 称︓一般社団法人社団法人 国際⼯業塗装⾼度化推進会議

理 念︓地球環境の保全と共生
工業塗装と日本のものづくりの明るい未来を目指す

略 称︓国際塗装会議

英語名︓IPCO（International Promoting Council of Industrial Coating）

分科会︓ マネジメント推進委員会
スキルアップ推進委員会
テクノロジー推進委員会

所在地︓東京都新宿区⽮来町3番地（塗料報知新聞社内）

設 ⽴︓2017年10月
3KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

IPCOを推進するメンバー
理事⻑︓窪井 要（久保井塗装株式会社）
副理事⻑︓⾼橋 大（株式会社三王）
理 事︓平野克⼰（日本塗装機械⼯業会専務理事）
理 事︓稲⽥ 健（株式会社花菱塗装技研⼯業）
理 事︓坂井秀也（坂井技術士事務所）
理 事︓望月徳三（元東京ガスケミカル株式会社）
理 事︓白石公朗（株式会社MONIC）
理 事︓小泉雄一（株式会社小泉塗装⼯業所）
アドバイザー︓⽊下稔夫（東京都⽴産業技術研究センター）
アドバイザー︓藤井俊治（株式会社三菱化学テクノリサーチ）
アドバイザー︓福⽥良介（日本パウダーコーティング協同組合専務理事）
監査役︓奴間伸茂（⾼分⼦学会フェロー）

4KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



これまでの経緯

 改正大気汚染防止法（VOC排出量を2000年をベースに2010年
に3割削減）対策として2007年に塗装業者の組合と日本塗装機械
⼯業会とで発⾜した⼯業塗装⾼度化協議会を発⾜

 2007年よりVOC削減方法の考案、実施、検証し、その結果をセミ
ナーを開催し啓発

 6年余りの活動を展開するなかで、取り組む対象がVOCのみならず、
国が認める“塗装”のサポーティングインダストリー指定への働きかけや
種々の環境問題等へも広がり、課題は増加の一途

 2009年より「サポイン21部会」を⽴ち上げ、経産省の指定する、「中
小企業の⾼度基盤技術」に「塗装技術」を指定してもらうための⾏動
開始

5KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

これまでの経緯

 2010年、「VOC削減セミナー」を続けた結果、環境省より「平成22
年度揮発性有機化合物(VOC)対策功労賞」と「平成22年度大気
汚染防止推進月間表彰」を受賞

 2012年4月16日、「塗装技術」が⾼度な基盤技術に指定されたこと
が官報に掲載された。このことにより、「塗装技術」の⾼度化に関わる
研究開発に対し、国から支援されるこことなった

 このため業界団体の枠組みを超えた人的ネットワークを持ち、個別の
業界から独⽴した活動の展開をするために、2013年9月に名称を国
際⼯業塗装⾼度化推進会議に改め新たな活動を開始、2017年
10月、一般社団法人化

6KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

詳しくはホームページで︓https://www.ipco.or.jp/



はじめに「工業塗装とは」

⼯業製品の表⾯に塗料を用いて塗膜を形成
することを言う
その塗膜は⾦属やプラスチックのサビや劣化を防

ぎ、保護し、製品の耐久性向上とともに美観や
機能を付与する
⼯業塗装が存在しなければ、日本の基幹とな

る⾃動⾞産業や家電産業も存在しない程重要
な技術である

7KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

はじめに「工業塗装とは」

しかし一方で、塗装の材料である塗料は石油を
主原料とする資源である
また別の側⾯では、地球環境に負荷を与える

化学物質であることを意識しなければならない
そこでわれわれ⼯業塗装に携わる技術者は、そ

れらの資源を最⾼効率で使用し、環境負荷や廃
棄物を最小にする生産を実践しなければならない

8KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



はじめに〜工業塗装に携わるものとして

「地球は一つです」
⼯業塗装に携わるものとして、次の世代に

出来るだけ良いコンディションの「地球」をバ
トンタッチすることが、今を生きる者の責務で
あると考え、「⼯業塗装のあるべき姿」を目
指し⾏動しています

9KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

今日伝えたいこと

彼⼥は、「未来を生きる⼦どもたちのため、死に絶え
ようとしている無数の動物たちのため」に環境活動を
⾏っています。その時のスピーチで、「どうやって直すか
わからないものを、こわしつづけるのはもうやめてくださ
い」と訴えた‼

1992年6月11日
ブラジル、リオ・デ・ジャネイロ、国連

地球環境サミットで、当時12歳の少
⼥（セヴァン・スズキさん）が⾏った
スピーチを忘れられない

【当日のセヴァン・スズキさん googleより】

10KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



今日伝えたいこと

この座り込みは、262年ぶりのスウェーデンの最も暑
い夏の猛暑と⼭火事の後に始まり、スウェーデン政府
がパリ協定に従って⼆酸化炭素排出量を削減するこ
とを要求。素晴らしいのは要求するだけではなく、彼
⼥⾃ら⾏動すること

16歳のスウェーデンの環境活動家、
グレタ・トゥーンベリ地球温暖によって
もたらされるリスクを訴えている
2018年8月、15歳の時に「気候の
ための学校ストライキ」という看板を掲
げてスウェーデン議会前に座り込み︕

11KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

【グレタ・トゥーンベリさん Wikipediaより】

KUBOI COATING WORKS CO.,LTD. 12

今日伝えたいこと

 持続可能な開発目標(SDGs)とは

 ⼯業塗装が目指す持続可能な開発目標とは

 ⼯業塗装の現場はどうあるべきか

 われわれの現場で何ができるのか

 その先の未来
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さあ、SDGsって⁉

世界の全ての人々が幸せになるために
2030年までに世界のみんなが取り組む

17の目標

さあ、SDGsって⁉

14KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.
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さあ、SDGsって⁉

 SDGsとは、2030年の世界のあるべき姿を
描いた国際社会の共通目標

 我々の世界を変革する持続可能な開発の
ための2030年に向けた課題項目

 先ずは、2030年までに何をするか、どのよう
な結果が残せるにか

KUBOI COATING WORKS CO.,LTD. 16

SDGs 知っていますか︖

出典︓日本⽴地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」 2018年10月

中小企業におけるSDGsの認知度等について

n=500

84.2％ SDGsについて全く知らない

SDGsという言葉は聞
いたことがあるが、内
容は知らない

SDGsの内容について
知っているが、特に対応は
検討していない

SDGsについて対応・
アクションを検討してい
る

SDGsについて既に対
応・アクションを⾏って
いる

全く知らない〜検討無し 98％
検討している〜アクションしている 2％
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SDGs に対する印象は︖

本調査結果の詳細はこちらから⇒ http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seichou/sdgs_ninchido_chosa.html

・取り組む必要性は理解するが、取り組む余裕がない 50.6％

・国連が採択したものであり、⾃社には関係ない 40.2％

・大企業が取り組むべきものであり、⾃社には関係ない 33.9％

・取り組む必要性は理解できるが、何から取り組んでいいかわからない 29.0％

・経済活動に⽐べると、社会貢献、社会課題解決に取り組む優先度は下がる 24.9％

・目新しさは無く、既に⾃社で取り組んでいるものもある 7.6％

SDGs認知後のSDGsに対する印象(複数回答)

出典︓日本⽴地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」 2018年10月

KUBOI COATING WORKS CO.,LTD. 18

工業塗装と持続可能な開発⁉

その他・・・

どのように取り組んだらよいのか考えてみましょう
⼯業塗装の現場作業に直接関連する目標は︖



先ずはわれわれが直接関係する項目から考えてみよう

持続可能な生産消費形態を確保する・・・
SDGsを生産活動の進め方の骨格とする考え方

つくる責任 つかう責任

19KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

12.2 2030年までに天然資源の持続可能
な管理及び効率的な利用を達成する

12.4 2020年までに、合意された国際的な
枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環
境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管
理を実現し、人の健康や環境への悪影響を
最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、
水、土壌への放出を大幅に削減する

つくる責任 つかう責任

KUBOI COATING WORKS CO.,LTD. 20



12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、
削減、再生利用及び再利用により、廃棄物
の発生を大幅に削減する

12.6 特に大企業や多国籍企業などの企
業に対し、持続可能な取り組みを導入し、
持続可能性に関する情報を定期報告に盛り
込むよう奨励する

以上を織り込んだ生産を⾏う

つくる責任 つかう責任

KUBOI COATING WORKS CO.,LTD. 21

つくる責任 つかう責任・工業塗装の現場では・・・

資料提供︓都⽴産業技術研究所 ⽊下稔夫氏

塗着しなかった
塗料中のＶＯＣ：①

微粒化された塗料
の塗着工程中に
揮発したＶＯＣ：②

塗装ブースダクトからの排出：①＋②

被塗物に塗着した
塗料中のＶＯＣ：③
（セッティングゾーン・乾燥工程へ）

塗装ブースダクトからの排出:①＋②

微粒化された塗料
の塗着⼯程中に
揮発したVOC:②

塗着しなかった
塗料中のVOC:①

被塗物に塗着した
塗料中のVOC:③

(セッティングゾーン・乾燥⼯程へ)
22KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



つくる責任 つかう責任・現場で起きる現象

資料提供︓都⽴産業技術研究所 ⽊下稔夫氏

塗着しなかった
塗料中のＶＯＣ：①

微粒化された塗料
の塗着工程中に
揮発したＶＯＣ：②

塗装ブースダクトからの排出：①＋②

被塗物に塗着した
塗料中のＶＯＣ：③
（セッティングゾーン・乾燥工程へ）

大気拡散される化学物質

※塗装を安定的に⾏うため
温湿度調整に使うエネルギー

発生する塗装不良
再生時のエネルギー浪費

23KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

塗着率の問題
塗着しなければ廃棄物

つくる責任 つかう責任・工業塗装の工場では・・・

資料提供︓都⽴産業技術研究所 ⽊下稔夫氏

塗 布 工 程
セ ッテ ィング

工 程 乾 燥 工 程

スプレー 塗 装

塗 装 ブース

ダクトか らの
V O C排 出

塗装工程
セッティング

⼯程 乾燥⼯程塗装⼯程

塗装ブース

スプレー塗装

24KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



つくる責任 つかう責任・工業塗装の現場では・・・

資料提供︓都⽴産業技術研究所 ⽊下稔夫氏

塗 布 工 程
セ ッテ ィング

工 程 乾 燥 工 程

スプレー 塗 装

塗 装 ブース

ダクトか らの
V O C排 出

塗装工程
セッティング

⼯程 乾燥⼯程塗装⼯程

塗装ブース

ダクトからの
VOC排出

スプレー塗装
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乾燥時のエネルギー温湿度調整、空調エネルギー
各
種
廃
棄
物

廃
熱

排
ガ
ス

各
種
エ
ネ
ル
ギ
ー

VOCとはなんぞや

VOC=揮発性有機化合物
（Volatile Organic Compounds）

塗料、インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、
シンナーなどに含まれるトルエン、キシレン、
酢酸エチルなど「有機溶剤」をさす
スプレー塗装の場合、塗装可能な塗料
粘度に調整するため必要不可⽋

26KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



VOCの発生源

分類上、塗装は全体の39％と一番多い

排出量の発生源別割合（平成28年）

塗料
39％

燃料（蒸発ガス）
20％

排出量合計
約67.2万トン

平成28年度
⼯業用洗浄剤

9％

接着剤
9％

化学品
6％

印刷インキ 6%

出所︓環境省 平成28年度VOC排出インベントリ検討会報告書より

ドライクリーニング溶剤 3％
⾷料品等（発酵） 3％

ゴム溶剤 1％ コーティング溶剤 1％
その他 3％

27KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

３. なぜVOC削減すべきなのか

経済産業省では、「VOCが大気中に出て⾏くとＮＯＸとともに太陽
光を受けて光化学オキシダントを生成します。光化学オキシダント
は、目や喉への刺激等の人的被害だけでなく、農作物等の植物被
害も引き起こします。ＶＯＣは他に浮遊粒⼦状物質（ＳＰＭ）、
微小粒⼦状物質（ＰＭ2.5）の生成原因にもなる」と言っています

28KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



労働安全衛生目線で⾒るVOC
有機溶剤中毒
≪急性中毒≫
⾼濃度の蒸気を吸うと頭痛、めまい、吐き気
場合によっては中毒死
≪慢性中毒≫
有機溶剤蒸気を吸い肺から体内へ
触れることで皮膚から体内へ入り、
血液に入り込み全身に回り脳や神経に結合蓄積されや
すく精神・神経障害を発症したり、皮膚炎、粘膜炎、上
気道炎に（大阪の印刷会社・胆管癌問題は有名）

※局所排気装置を設け、吸わないこと!!
出典︓東京労働安全衛生センターHP29KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

化学物質のリスクアセスメントの義務化

平成28年６月１日施⾏
 化学物質による健康被害が問題となった胆管

ガン事案の発生や、精神障害を原因とする労
災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変
化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全
と健康の確保対策を一層充実するための改正

 一定の危険性・有害性が認識されている化学
物質による危険性または有害性の調査（リスク
アセスメント）の実施を事業者の義務とする

30KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



労働安全衛生関係法令における化学物質の体系

出典︓京都⼯場保健会 リスクアセスメント

 リスクアセスメントを実
施しなければならない
化学物質として、一定
の危険性・有害性が
確認されている673物
質が該当する

（2018年12月現在）

 これらの物質は、譲渡、提供する際に、事業
所間で安全データシート（ SDS︓ Safety 
Date Sheet）を交付することが労働安全
衛生法57条の2で定められている

 なお、対象物質に該当しない場合でも、
リスクアセスメントを⾏うよう努⼒義務
が求められている

31KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

673物質

平成27年度アンケート調査結果
安全データシート（SDS）の

取り扱い塗装現場での保有状況

出典︓三菱テクノリサーチ 藤井俊治
32KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

取り扱い物質の中にSDSが
現場にないものがある、14件 23％

SDSを現場に置いていない
購買部門が保管している
29件 49％

全てのSDSを現場で
保有している、9件 15％

SDSを受領していない
保管していない、8件 13％

全てのSDSを保有 15％
現場にない、ないものがある 85％



義務と努⼒義務（塗装事業者）
≪リスクアセスメントの流れ≫
化学物質などによる危険性または有害性の特定

リスク低減措置の実施

リスクアセスメント結果の労働者への周知

リスクの⾒積に基づく
リスク低減措置の実施内容の検討

特定された危険性または有害性による
リスクの⾒積り

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

義
務

努
⼒
義
務
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⽕災予防（溶剤塗装⽕災の成⽴条件）

「第４類危険物 」≒ 「引⽕性液体 」 （≒ 溶剤 ≒ＶＯＣ） である
溶剤塗装に⽕災はつきもの。 安心、慢心は禁物‼

VOCガスの漏えいを少なくすれば⽕災の危険も減少する

燃焼
⽕災

溶剤塗装は可燃物である第４類危険物（引⽕性液体）を扱って
おり、⽕種があれば燃焼する消⽕出来ずに延焼すれば⽕災になる

可燃物(危険物)

点火源(火種)
酸素

34KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



溶剤洗浄オケにフタをする

作業後作業中

50ppm以上 10ppm

35KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

作業者の健康と火災の危険を防ぐために
VOCガスの発生を抑制しましょう

溶剤洗浄オケにフタをする
作業中は解放 作業終了時はフタをする

もちろん作業台は⾦属であり
アースをきちんと取ること︕
（静電気⽕花による⽕災を抑制）

36KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



溶剤洗浄オケにフタをする

徹底的にフタをする︕ フタをし忘れないための⼯夫も重要
洗浄用容器にフタを付けてしまうこともそのひとつ

37KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

常に酸素があるのは当然、現場の可燃物を最小化し
点火源を無くすことが重要です‼

あー

リスク低減措置の実施内容の検討

・作業者がズック靴を履いて、普通のフロア上で作業（人のアースが取られておらず静電スパーク着火源となる危険性大）
・溶剤を含んだウェスやフィルターをプラゴミ箱に開放投棄（危険源の引火性ガスが常時存在）
・近くに消火器無し（初期消火出来ず、延焼する危険性大）

B

E

F

O

R

E

・静電靴を履き、アースチェックし、記録。 危険源近くの床はすべてステンレス化。 （人も物もアース）
・ゴミ箱や溶剤廃棄缶はすべてアースされた⾦属缶とし、蓋をした（危険源遮断） ・消火器も常備した（初期消火可）

A

F

T

E

R 静電靴をはきアース
チェッカーを使用
人体に帯電させない!!

38
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リスク低減措置の実施内容の検討

」

 作業者が作業場の床⾯にニール袋に入っ
た粉体塗料を出し、勢いよく袋を上下し、
もみほぐしを⾏っていた。その時発生する静
電については未対策であった

BEFORE

 作業者は静電靴を履き、アースチェックし、
記録。 危険源近くの床はすべてステンレ
ス化。 （人も物もアース）

 以上の対応により、リスクレベルを低減する
ことが出来た

AFTER

39
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アースを簡易的に取る工夫は・・・

人体に帯電している静電気を除去する便利グッズ

（問い合わせ先︓大塚刷⽑製造）

⾜元にシートを敷くだけで人体
の除電が出来ます

アース⼯事等の手間を一時的
に省くことが出来ます
（連続的に使用する場合は表
⾯からアースを取ってください、
塗料等で表⾯が汚れた場合き
れいにふき取って使用します）

40KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



アースをより確実なものとするために・・・

専用クリップで設備や容器を設置すると共に
設置されている事をLEDの点灯で確認できる
（問い合わせ先︓大塚刷⽑製造）

アースしたつもりになっていませんか!?

41KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

⽕災予防の必要性

燃焼
⽕災

42KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

火災が起これば、大量のCO2
(温室効果ガス)が放出され地球
環境に大打撃を与えてしまう‼



熊本大地震で起こったこと

2016年4月14日21時26分とその28時間後の4月16
日1時25分、熊本県⻄原村と益城町を中⼼に震度7の
地震か発生した

九州では2005年に発生した福岡県⻄方沖地震の際、
塗料缶が散乱した経験から塗料棚にチェーンを張るなどの
対策をしてきたが、震度7では全く役に⽴たなかった

 床に直接おいてあった塗料缶は3段積みの3段目は全
部倒れ、2段積みの上段も一部倒れた

 倒れた缶からは塗料が流出し⼯場内に拡散、しかし、
屋外への流出が無かったことが救いである
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地震対策・すぐ出来るやるべきこと

日本塗料⼯業会では
「東日本大震災から学ぶ地震防災マ
ニュアル」を作製し塗料缶の転倒防止の
ために有効な方法を検証した
16L缶2段積み転倒防止柵を考案、実
機を製作し使用、現場への啓発を⾏う

【すぐに出来るやるべきこと】

PPバンドは伸びが少なく、16L缶4缶以上をまとめて外
周を巻いておくと転倒防止が期待でき、しかも安価!!

 ポイント・現場、事業所に置く塗料は必要最小限とし、転倒防止、
溜枡、吸着剤等の設置をすることで⼯場内の汚染、外部への漏洩
等を防がなければならない

 容器が破れ塗料、溶剤が漏れ出したらVOC発生となってしまう‼
44KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



塗装に用いられた塗料の固形分質量と被塗物に
塗着した塗料の固形分質量との⽐を百分率で⽰すもの

塗装ブースへ

塗着しなかった
塗料(廃棄物)

塗料の噴出

塗着効率（％）＝
スプレーガンから噴出した塗料の固形分質量

被塗物に塗着した塗料の固形分質量
×100

塗着効率を上げる

45KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

塗着効率を上げよう

塗着効率を上げることで・・・

46KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

• 塗料の使用量を削減できます
• 廃棄物を削減できます
• VOC排出を抑制できます

• 作業環境を汚さず、不良率の低減につながります
• 設備のメンテナンス費用の削減につながります

塗装の原材料である塗料は化石資源です
塗料の使用量を削減することはSDGs‼



エアスプレーの構造を知って、効率的に塗装しよう!!

圧縮空気の
流れ

ニードル弁
パターン
調節器

空気弁

空気
ニップル

空気量
調節器

引⾦

ニードル
パッキン

塗料
ニップル

圧縮空気
の分岐点

空気キャップ

塗料を吸上げる
塗料ニップル

スプレー時の空気量を
調節する

圧縮空気
入口

塗料の
噴出量
を調節
する

スプレーパターンの
幅を調節する

エアスプレーガンの外観 エアスプレーガンの内部構造

本体

エアスプレーガンの構造
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手吹き塗装におけるスプレー操作の基本

③ パターン幅

① 霧化圧
0.1~0.2MPa

② 吐出量

③ パターン調整

◎吐出量を絞り、霧化圧を落とし、
パターン幅を狭くすることがECO!!

48KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



被塗物にスプレーガンを近付けて塗着効率を上げる手法を
「近接塗装」といいます、その管理ポイントは以下とおりです
・ノズルを被塗物に垂直に向け（1.吹き付け角度）
・出来るだけ近付け（2.ガン距離）
・ゆっくり運⾏（3.運⾏速度）

⑤ガン距離︓10〜15cm 

④運⾏速度︓10〜30cm/s 

手吹き塗装におけるスプレー操作の基本

注意 !! 下記の数値は
小物塗装を想定しています

49KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

吹き付け角度による塗着率の変化

出典︓東京⼯業塗装協同組合、東京都⽴産業技術研究センター

使 用 塗 料︓メラミン樹脂塗料 （20秒・NK-2）
被 塗 物︓アルミ板 （30×40cm） ノズル口径︓1.3mm
吹き付け圧⼒︓0.25MPa ガン距離（垂直距離）︓約20cm

基本セッティング

吹き付け角度 塗着効率
（％）

光沢度
（Ｇs）

膜厚
（μm）

９０° ４３ ９４ ２３

６０° ３６ ９０ ２０

４５° ２６ ３７ １６

90°

45°

⑥吹き付け角度も「ケチケチ塗装」の重要ポイント!!

50KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



パターン幅が広いと・・・

狭
い

広
い

塗着せずに塗料が逃げる

パターン幅を広くすることは、スプレー角度
を90°から45°の方向に変えることと同じ
塗着効率は下がる

パターン幅の
調整も慎重に直進して付着
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手吹き塗装におけるスプレー操作の基本

①霧化圧
②吐出量
③パターン幅
④運⾏速度
⑤ガン距離
⑥吹き付け角度

調
整
可
能
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

52KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

出典︓ ⾦属塗装法（職業能⼒開発総合大学校
基盤整備センター編 一般社団法人雇用問題研究会 刊）



塗着効率向上のため静電塗装化

差12g
元の塗料の
20％削減

塗料代︓72万円/年減

塗装︓20μ塗装
比重1.2

使用塗料
m２当り
20×1.2÷0.4
＝60g

使用塗料
m２当り
20×1.2÷0.5
＝48g

（塗料購入30万/月とした場合）

４０％の手吹ガン→５０％の静電ガン

あ
ま
った
お
⾦
で

静
電
ガ
ン
が
買
え
る
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塗料使用量

塗着した固形分（塗膜）
飛散した固形分（廃棄物）
有機溶剤 (VOC成分)

塗料不揮発分 50％

＊塗着した固形分量（塗膜）を100と仮定した。

11

25

43

0

50％減

34％減
24％減

20％減
15％減

14％減

塗着効率の違いによる塗料使⽤量と成分量の関係
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塗装技術を最適化して塗着効率アップ＝VOC削減

被塗物に塗装されない
塗料・シンナーが多い

被塗物に塗装されない塗
料・シンナーは少ない

VOC60%削減

55KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

削減効果の最大化

塗着効率20％
塗料固形分50％

塗料使用量
ＶＯＣ量

廃棄物量

塗着効率60％
塗料固形分50％

334
167
67

1000
500
400

666（－66％）
333（－67％）
333（－83％）

塗着した固形分量を「100」と仮定した場合
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スプレーガンを変えてみる

⾼塗着型のスプレーガンを使⽤
することで、塗着効率が向上し、
VOC排出量を抑制できます

※カップガンを使う
塗装量が少ない場合や⾊替えが頻繁な
場合は、カップガンを使うと効率的です
塗料タンクからホースを使って供給する
⽅法に比べ、残る塗料量や洗浄に使う
溶剤が少なくて済みます

手⼯具であるスプレーガン、手に馴染んだモノを使い続けたいと思うのは人
の常です。しかし、最新のスプレーガンは塗着効率を追求し、省エネだけで
なく仕上がりの美しさも評価に値します。勇気を出して、最新モデルを使っ
てみましょう︕次の世代のためにも

57KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

塗着効率でゴミ・ブツ不良を削減する

ある塗装メーカーの例… （塗装条件の最適化）
［問題１］

作業開始時より、時間を追うごとにゴミブツ不良の発生が増える
 霧化圧が⾼く吐出量が多いため塗装室の環境が時間を追って悪く

なっていた。０.４㎫でガン距離４０センチ、吐出量もかなり多い
 塗装開始2時間後、塗装室を測定した時パーティクルカウンターの

数値がすぐに２００万、その後３００万を超えたところで測定機
に支障が出るため測定をやめた。6時間連続塗装時、推論では５
００万を超えたのではないかと言うことであった

 結論として、塗装すること⾃体で塗装室の環境を悪化させ、ゴミ・ブ
ツ不良を発生させていることが確認できた。スプレーガン操作を最適
化することで問題解決できる

58KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



塗着効率を上げよう

1. 塗料の使用量を削減できます
2. 廃棄物を削減できます
3. VOC排出を抑制できます
4. 作業環境を汚さず、不良率の低減につながります
5. 設備のメンテナンス費用の削減につながります

塗着効率を上げることで・・・

以上のことから、塗装時のパラメーターを最適化し塗着効率を
上げることで、地球資源保護と環境負荷低減が出来ます
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洗浄⽤シンナー噴霧時のVOC排出濃度
塗装ガン洗浄時、塗装時に比べ３倍‼
霧化エア＝0(ゼロ)でＶＯＣ排出激減

60
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4-3. ホースの短縮

簡単な改善
6m以上のホース⻑

タンク位置変更
ホース⻑を3mに短縮
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ホースの材質を変更

従来品
（⻑さの最適化で改善）

ホース種類対策品
（⻑さ・種類の最適化）

ホース太さ対策品
(⻑さ・種類・太さの最適化)

ウレタンホース
Φ８-６ｍｍ

テフロンホース
Φ８-６ｍｍ

テフロンホース
Φ６-４ｍｍ

470円／m 596円／m 425円／m

⼯業塗装⾼度化協議会・環境技術分科会 資料

62
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塗料⽤ホースを変えることで洗浄性が変化し
効率よく少ない洗浄剤でキレイになる



洗浄の⾒直しによるVOC削減

63KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.
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80％削減可‼

塗料ホースを最適化することで洗浄剤を
大きく削減することができます

この取り組みは間違えなく
環境保護につながります

化石資源の無駄使いを
防ぎ環境保護となります
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ゴミ・ブツ不良を削減する

不良品が発生すると、必要な製品数を得る
ために、再塗装や新規素材への塗装をしなけ
ればなりません
塗装回数が増えることは環境負荷、VOC

発生と同意語です
塗装不良を削減し、VOC発生を抑制する

ことが、資源および環境保護となり、会社に利
益をもたらします
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工業塗装による持続可能な開発

その他にも⼯業塗装によるSDGsへの貢献として、
以下のような機能による貢献があります

 塗膜による防錆効果︓モノを錆びづらくし⻑
持ちさせます

 遮熱塗装︓この塗膜により冷却エネルギーが
削減できます

 不燃(難燃)塗装︓モノを燃えにくくします
 放熱塗装︓エネルギーを掛けずに冷やせます
 抗菌塗装︓塗膜が抗菌し感染を防ぐ

65KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.



工業塗装と持続可能な開発

66KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

塗装作業に使用される塗料の主原料が化石資源を
使用した化学物質であることは確かです。しかし、塗装
作業で作り上げた塗膜で、耐久消費財の寿命を飛躍
的に伸ばすことができます。また、その塗膜は美しく⻑く
所有する喜びを与えることができることでしょう。

僕がこの仕事を辞めても誰かがします。その誰かより
僕⾃身が地球環境保護に真剣に取り組み、SDGsを
実践してゆくための情報と⾏動が伴っているのなら、ぜ
ひ⾃分がすべきであると考え⾏動しています。

工業塗装と持続可能な開発
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水性塗料、粉体塗料、ハイソリッド塗料を積極的に活用し
環境負荷を低減することも有効な手段です
まず、⾃社の従業員と⾃分⾃身が幸せであり続けるたまに、

地球環境がこれ以上悪くならないための⾏動をとらなければな
りません
SDGsを達成することが、未来の幸せを手に入れる重要な

要素となることでしょう︕



5. むすびに

VOCを削減しなければならない理由が明ら
かになり削減する方法が分かれば、削減に取
り組まない手はありません
一人ひとりの⾏動が、世界を変える可能性

を持っています
さあ、勇気を出して一歩前へ︕全ては

地球環境保全と次の世代のために
68KUBOI COATING WORKS CO.,LTD.

⼯業塗装が持続可能な開発目標
を支える要素となれるよう⾏動します

ご清聴を感謝いたします
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0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

「環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業及び環境負荷低減

関連支援セミナー（ＶＯＣ排出抑制セミナー等）」の実施概要

事業の狙い
中小企業の環境改善課題の解決に向け、実務経験者等専門家を現場に派遣し、指導・助言等をする。この事業では、その実効性・有効性
を実施検証するこで、中小企業の環境負荷低減に向けた支援策として、今後の政策提言につなげることを目的とする

事業実施の流れ（スケジュール）

＊環境負荷低減セミナー

①アドバイザー、専門家、コーディネーター（総合調整役）を選定する
②専門家派遣を希望する企業を募集する（派遣先企業の費用負担は一切不要）
③派遣希望先企業へ事前ヒアリングを実施する（コーディネーター、関東経済産業局及び調査機関にて実施）
④派遣先企業の課題やニーズに応じた専門家派遣を実施（コーディネーター及び技術専門家の２名以上の体制で実施。最大３回まで）
⑤企業訪問実施後、専門家はアドバイザーに報告を行い、企業への助言内容についてアドバイスをいただく
⑥専門家派遣の際、必要に応じて関東経済産業局から国や自治体の支援策を紹介する
⑦派遣事業終了後、派遣先企業に対してアンケートをお願いする

1月8月 3月7月 9月

2019年

6月 11月

①アドバイ
ザー

・技術専門
家（塗装・
洗浄・排水
各２名）
・コーディ
ネーター
３～５名
選定

②派遣先企業募集
15社

③派遣先
企業事前
ヒアリング

事業報告

派遣先企業：
④専門家訪問（最大３回／社）・改善活動
⑦アンケート回答

技術専門家・コーディネーター：
④派遣先訪問（最大３回／社）
⑤アドバイザーへの報告・相談
⑥国・自治体の支援案紹介

12月 2月10月

○第１回アドバイザリー会議

⑤アドバイザー：相談・助言

③事前
ヒアリング

15社

○第２回
アドバイザリー会議

2020年

指導
助言

状況
説明

報告
相談

指導
助言

報告
相談

指導
助言

指導
助言

状況
説明

アドバイ
ザー

専門家
・技術
専門家

・コー
ディネー
ター

派遣先
企業

ヒアリング
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「環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣調査事業」の概要

派遣先となる企業
・環境負荷低減及び環境課題解決に対する意欲はあるものの人的・金銭不足により現状取組が十分でない中小企業

・製造業：ただし、「塗装工程」「洗浄工程」「排水処理」のいずれかに環境負荷低減又は環境課題解決のため専門家派
遣を希望する企業

派遣指導の支援体制
○アドバイザー
・学識経験者、関係団体、支援機関等
・派遣企業の課題解決に際し、専門家が派遣企業により有効で適切なアドバイスを行えるよう、専門家に対する助言等を行う

○専門家（技術専門家、コーディネーター）
・技術の専門家６名（「塗装工程」「洗浄工程」「排水処理」各２名）、総合調整の専門家（コーディネーター）２名以上
・技術の専門家は、製造現場での実務経験者で、「塗装：日本塗装機械工業会、国際工業塗装高度化推進会議もしくは所属メーカー」、
「洗浄：日本産業洗浄協会のコーディネーターもしくは所属メーカー」、「排水：水処理メーカー」を想定

・コーディネーター（総合調整の専門家）は、製造業の環境負荷低減についての支援実績を有していることが望ましい

指導・助言・紹介状況説明・指導依頼

状況報告・相談 助言

アドバイザー 学識経験者、関係団体、支援機関等

技 術 専 門 家

コーディネーター

派遣先企業
「塗装」「洗浄」「排水」に関し課題を有する中小製造業

結果報告・相談 助言

塗装工程２名 洗浄工程２名 排水処理２名

製造業の環境負荷低減の支援実績者３～５名


