平成 26 年度中小企業等産業公害防止対策調査

ＶＯＣ排出抑制セミナーの開催

実施報告書

平成 27 年 3 月

関東経済産業局

はじめに
有機溶剤など揮発性有機化合物（VOC）は、浮遊粒子状物質や光化学オキシダントを生成す
る原因物質の一つと言われているほか、暴露の程度により、様々な中毒症状を発症させる恐れ
があり、適切な管理が必要です。
そのため、平成１６年５月に大気汚染防止法が改正され、平成１８年４月から VOC の排出
規制がスタートしました。この法改正では、我が国の環境法体系で初めて、
「法規制」と「自主
的取組」の双方を適切に組み合わせ、効果的に VOC の排出を削減することが規定されました。
その後、多くの業界団体・事業者が自主行動計画を策定し、作業方法の改善や原料等の転換・
代替など VOC 排出削減のための自主的取組を行った結果、平成２４年度の VOC 排出量は平成
１２年度比で約４８％削減され、当初の削減目標である３割を達成しました。中でも、自主行
動計画を策定し、自主的取組を実施した産業界の VOC 排出量の削減率は、平成１２年度比で
約６１％に達しました。
このように我が国全体の VOC 排出量は年々減少傾向にありますが、今後も、持続的に大気
環境の保全及び向上を図るためには、これまで以上に多くの業界・事業者に VOC の自主的削
減に取り組んでいただくことが不可欠です。しかしながら、これまでのアンケート調査の結果
等から、自主的取組自体を知らない、或いは知っていても具体的な進め方がわからないといっ
た中小企業者等が多いことが明らかになりました。
こうした状況を踏まえ、本年度、関東経済産業局では、主にこれまで自主的取組に参加して
いない中小企業者等向けに「VOC 排出抑制セミナー」を管内２カ所（群馬県太田市、埼玉県
さいたま市）において開催し、開催県の大気汚染の現状と課題、有機溶剤取扱い職場の健康障
害防止対策や中小企業者等にも取り組みやすい VOC 排出削減対策等について具体的事例を交
えて紹介いたしました。
今後このセミナーがきっかけとなり、多くの事業者の方々が VOC 排出削減に取り組んでい
ただければ幸甚です。
最後になりましたが、本セミナーを開催するに当たり、多くの関係者の皆様から格別のご支
援・ご協力を賜りましたことに改めて御礼申し上げます。
平成２７年３月
関東経済産業局
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第1章

事業概要

1.1 事業の目的
経済産業省では、平成 18 年 4 月から、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質の生成原因
である揮発性有機化合物（以下「VOC」という。）の排出を抑制するため、大気汚染防止法に
よる排出規制及び事業者の自主的取組を組み合わせた対策を推進している。
事業者の自主的取組を進めるに当たり、産業構造審議会産業環境リスク対策ワーキンググル
ープ（平成 17 年 6 月設置）において「事業者等による揮発性有機化合物（VOC）の自主的取
組促進のための指針」を策定し、当該指針に基づき提出された業界団体ごとの自主行動計画及
び実績報告について評価を行ってきた。
こうした対策の結果、全国の固定発生源（工場等）からの平成 24 年度の VOC の排出量
（736,612ｔ）は、平成 12 年度（1,403,307ｔ）比で約 48％削減され、削減目標である 3 割を
達成し、中でも自主行動計画を策定して自主的取組を実施した産業界の削減率は約 61％に達し
た。
我が国全体の VOC 排出量は上述のように年々減少しているが、大気環境の維持の観点から、
VOC 排出規制に係る事業者の自主的取組を更に拡充させることが重要となっている。事業者が
自主的取組へ参加する意義・メリット等の理解を深めることで、より多くの事業者が自主的取
組に参加することに繋がることが期待される。特に VOC の排出割合が高い中小企業者等には
自主的取組の活動を活発にしていくことが求められている。
しかしながら、中小企業等は経営資源等の制約もあり、自主的取組に参加していない企業が
多いと見られる。例えば、平成 25 年度に関東経済産業局が開催した「VOC 排出抑制セミナー」
でのアンケート結果を見ると、
「VOC 排出削減への取組の法的な位置づけ」や「VOC 排出削減
のメリット」等に関する情報が十分でないことに加え、「自社に向いた具体的な取組方法」「適
切な相談先がない」等、主に基本的な事項に関わることで取組に躊躇している事業者の状況が
浮き彫りになった。
こうした状況を踏まえて、本事業では、主にこれまで自主的取組に参加していない中小企業
者等を対象に、VOC 排出抑制を普及啓発するためのセミナーを開催することとした。
同セミナーでは、VOC 排出抑制に係る意義やメリット等を幅広く周知するとともに、中小企
業者等にも取組が容易と思われる VOC 排出抑制の具体的事例や支援策等を紹介する等、VOC
排出抑制の自主的取組への参加促進を図ることを目的とする。
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1.2 事業の概要
セミナー名称:
「VOC 排出抑制セミナー」
主催：
経済産業省関東経済産業局
共催：
セミナー開催県（群馬県及び埼玉県）
開催日：
平成 27 年 2 月 3 日（火）及び 2 月 13 日（金）

開催時間：
午後半日（13:30～16:30）
開催場所：
群馬県及び埼玉県

対象者：
VOC 使用事業者（特に、これまで自主的取組に参加していない業界団体
会員企業等、VOC 排出抑制対策を実施していない事業者等）

参加予定数：
各回 100 名程度とし、収容可能な会場を用意
セミナー内容：
①主催者挨拶
②自治体における VOC 排出抑制対策及び支援制度
③有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策（労働安全衛生法および特定化
学物質障害予防規則改正の概要）
④業界団体の VOC 排出抑制の具体的取組事例
⑤質疑応答
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第2章

セミナー開催

2.1 セミナーの概要
2.1.1 開催県・市の選定
本年度は２か所で開催することとし、１か所は関東経済産業局が所在する埼玉県さいたま市
とした。残る１か所は、栃木県、群馬県及び神奈川県の３県の中から、以下の要素を総合的に
勘案し、開催県を選定した。
（１）VOC 排出抑制のための自主的取組未参加の業界団体及び組合員の多寡
（２）環境省データによる VOC 排出量の多寡
（３）候補県におけるセミナー開催への意向等
（４）過去に開催された VOC 排出抑制セミナー等の開催の有無
（５）過去に開催された VOC 排出抑制セミナー等への事業者の参加状況
神奈川県は、過年度、独自に VOC 等を含む化学物質対策関連のセミナーを開催しているこ
とから、今回は本セミナー開催を見送った。また、できるだけ多くの中小企業事業者に周知す
る点及び VOC 排出抑制対策に係る取組の底上げを図る点の２つの観点から、残る１か所は群
馬県に決定した。
表 2-1
H24

VOC 排出量
（ｔ／ｙ）
過去の VOC 関連セミ
ナーの開催実績

H25FY 関 東 局 主 催
VOC セミナー出席者
数
H25FY 関 東 局 主 催
VOC セミナーでのア
ンケート回答者数
VOC セミナー開催へ
の意向等

総合評価

3 県の比較

栃木県

群馬県

神奈川県

17,381

19,380

37,528

H25.11.5
化学物質対策セミナ
ー（VOC 排出削減対
策を含む）
0 社／163 社

開催実績なし

H25.1.22
VOC 等化学物質対
策講演会

3 社／163 社

7 社／163 社

0 社／83 社

1 社／83 社

2 社／83 社

H25 に VOC セミナ
ー実施済み
本セミナーの開催に
は積極的な姿勢

VOC 排出抑制を掲
げた動きは見られ
ない。VOC 排出抑
制取組の底上げに
資することを目的
に本県での開催意
義はあると思われ
る

H25 に VOC セミナ
ー実施済み
VOC 排出抑制に積
極的に取り組んでい
る

○

◎

△

開催市については、前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市を開催候補地としたが、最終的に
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群馬県太田市を開催市とした。これは、同市には、大手自動車会社や大手電機会社の工場等が
立地しており、周辺には多くの協力会社（部品、塗装、鍍金等）が集積している状況から、多
数の VOC 取扱い事業者の参加が見込まれるとの期待を込めて決定した。
2.1.2 会場の選定
埼玉県会場（さいたま市）は、参加者の利便性及び収容人数等を考慮し、関東経済産業局が
所在する「さいたま新都心合同庁舎１号館」の講堂とした。
群馬県会場（太田市）は、前述のとおり、VOC 排出量が多い工業塗装、鍍金、部品製造等の
工程を有する中小企業が多いことから、参加者が比較的集まりやすく、100 名程度が収容可能
な太田商工会議所のホールとした。
表 2-2 セミナー会場と開催日時
開催地

開催場所

開催日時

共催者

群馬県

太田商工会議所 ホール
（太田市）

平成 27 年 2 月 3 日（火）
13：30－16：30

群馬県

埼玉県

さいたま新都心合同庁舎
1 号館 講堂（さいたま市）

平成 27 年 2 月 13 日（金）
13：30－16：30

埼玉県

2.1.3 講演テーマの決定
今回の講演テーマは、（１）各会場の共通テーマ及び（２）開催県別テーマの組合せとした。
（１）各会場共通テーマ：
開催県の大気環境の現状と課題、労働安全衛生法及び特定化学物質障害予防規定改正、
VOC 排出推計値（環境省統計）で最も排出量の多い「塗装」に関する３つの共通テーマを
選定した。具体的なテーマ名は以下のとおり。
① 開催県における大気汚染の現状と課題
② 有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策（労働安全衛生法及び特定化学物質障害予
防規則改正）
③ 部品塗装の VOC 排出削減に役立つ現場の改善
また、平成 25 年度に当局で開催した「VOC 排出抑制セミナー」でのアンケート調査等の
結果を見ると、
“VOC 自主的取組支援ボード”に係る情報が事業者に十分に浸透していない

ことが明らかになったことから、今回のセミナーの中で、
“VOC 自主的取組支援ボードの利
用について”事務局から概略説明を行うこととした。
（２）開催県別テーマ：
群馬県及び埼玉県における産業構造や事業者数等を反映したテーマを選定した。
【群馬県】太田市内には大手自動車会社及び大手電機会社に関連する中小企業が多いこ
とから、
「産業洗浄工程における VOC 排出削減」をテーマとして取り上げた。
【埼玉県】埼玉県内には工業統計上、印刷事業者が多いことから、「印刷工程における
VOC 排出削減」をテーマとして取り上げた。
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2.1.4 テーマ及び講師
講演者の選定は、講演者が所属する各々の組織に一任した。
表 2-3 各県の講演テーマと講演者
会場

講演テーマ

群馬県

群馬県における大気汚染の現状と課題に
ついて

群馬県環境森林部環境保全課大気保全係
主幹 戸井田 雅和 氏

有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策
（労働安全衛生法および特定化学物質障
害予防規則改正に伴い事業者は何をす
べきか）
工業洗浄工程における VOC 排出削減の
具体例
工業塗装における VOC 排出削減自主的
取り組みの考え方と塗装現場の具体的
VOC 対策事例

中央労働災害防止協会
労働衛生調査分析センター
課長 武井 貴史 氏

VOC 自主的取組支援ボードの利用につ
いて
埼玉県における大気汚染の現状と VOC
排出削減支援制度
有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策
（労働安全衛生法および特定化学物質障
害予防規則改正に伴い事業者は何をす
べきか）
オフセット印刷工程における VOC の見
える化と VOC 削減の具体例

株式会社三菱化学テクノリサーチ
客員研究員 藤井 俊治 氏
埼玉県環境部大気環境課
主査 三上 智志 氏
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 山田 周 氏

埼玉県

講演者

工業塗装における VOC 排出削減自主的
取り組みの考え方と塗装現場の具体的
VOC 対策事例
VOC 自主的取組支援ボードの利用につ
いて

健康開発課

日本産業洗浄協議会
シニアアドバイザー 梅木 義彦 氏
有限会社久保井塗装工業所
代表取締役 窪井 要 氏

一般社団法人日本印刷産業連合会
労働衛生協議会ワーキング座長
寺田 勝昭 氏
有限会社久保井塗装工業所
代表取締役 窪井 要 氏

株式会社三菱化学テクノリサーチ
客員研究員 藤井 俊治 氏

各講演資料：参考 4 参照

2.2 開催案内
2.2.1 セミナーのチラシ
セミナーの開催日、開催場所、講師及び講演テーマを確定した後、開催案内チラシを作成し
た。チラシは参考 1 参照
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2.2.2 セミナーの周知方法
（１）チラシ・案内文等の郵送による周知
【業界団体向け】
主に大企業や中企業が加盟している業界団体（全国団体）の本部に対し、関東経済産業局
からのセミナー案内文、上記 2.2.1 の開催案内チラシ及びセミナー事務局から各業界団体へ
の協力依頼文を一式（以下「一式」という。）郵送した。
【関東経済産業局管内一都十県中小企業団体中央会向け】
関東経済産業局管内の一都十県の中小企業団体中央会に加盟している工業組合等に対し、
「一式」（協力依頼文は、セミナー事務局から各中央会あて）郵送した。
（２）電話・ファックスによる周知
【群馬県及び埼玉県中小企業団体中央会向け】
群馬県中小企業団体中央会及び埼玉県中小企業団体中央会に加盟している工業組合等に
対し、「一式」に中央会からの案内文を添付の上、組合員企業にファックスで周知するよう
依頼した。ただし、実際に組合員企業へ周知するかどうかの判断は当該組合に委ねた。
そのため、工業組合等の組合員企業に「一式」が届いていないことを想定し、中央会から
ファックス送付先の工業組合等のリストを提供してもらい、当該リストに記載された工業組
合等のホームページから組合員企業の連絡先（電話番号、ファックス番号等）を調べた上、
当該組合員企業に対し、改めてセミナー事務局から「一式」をファックスした。
なお、群馬県はファックス送付後、数日経過しても申込数がそれほど増えなかったため、
ファックス送付先から任意に選んだ企業に電話で開催案内が届いているか確認した。その結
果、多くの企業が受信を確認していないとの返事であったので、担当者の氏名を確認の上、
再度ファックスを送付した。（多くの企業はメールアドレスの表示はなく、電話番号とファ
ックス番号の表示のみであった）
【地方公共団体等向け】
群馬県内の地方公共団体に対し、ファックスと電話による周知を行った。
埼玉県内の地方公共団体に対し、ファックスによる周知を行った。ただし、埼玉県内は
団体数が多いため、さいたま市や所沢市等人口が多い地方公共団体に絞ってファックスを
送付した。また、県の出先機関である環境管理事務所に対してもファックスを送付した。
（３）ホームページによる周知
関東経済産業局のホームページ上で、開催案内を掲載した。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kankyo/recycle/20150203voc_seminar.html
チラシの配布総数は 3,351 枚である。チラシの送付先と送付数は表 2-4 の通りである。
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表 2-4 送付先と送付数
送付方法
団体（企業）数

送付先

一団体（企業）

合計送付枚数

当たり送付枚数

業界団体（本部）

郵送

109 団体

10

1,090

中小企業
団体中央会

郵送

148 団体

10

1,480

ファックス

419 企業

1

419

関東経済産業局
管内一都十県
群馬県・埼玉県
内の中小企業

太田機械金属工業協同組合の会

（50 -60）

（電話）

（50-60）

郵送

8 企業

1

8

郵送

18 企業

1

18

郵送

22 企業

1

22

ファックス

74 企業

1

74

ブース及び
コーナーに
配置

1

200

200

27 企業

1

27

ファックス

13 企業

1

13

郵送

257 団体

10

2,570

48 企業

1

48

493 企業

1

533

40 自治体

1

1

200

員企業
群馬県内自動車関連企業
日本自動車部品工業会の会員企
業業（群馬県、埼玉県、神奈川
県)
先端表面技術展（平成 27 年 1 月
28～30 日、
＠東京ビッグサイト）
〈日本塗装機械工業会・国際工
業塗装高度化推進会議〉
群馬県及び埼玉県内の地方自治
体

合計

ファックス
（＆電話）

ファックス
ブース及び
コーナーに
配置
（電話）

（77-87）

200

（77-87）

（郵送とファックスの重複あり。100 件前後と推定）
また、セミナー事務局から周知を依頼した業界団体（全国団体）から、実際に周知協力を行
った旨の報告があった事例は、表 2-5 の通りである。
表 2-5 業界団体等の周知協力活動
組織名

周知方法

一般社団法人日本化学工業会

環境部会メンバー企業・団体 52 件に連絡

関東塗料工業組合

メール
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51 社

2.3 参加申込み数及び当日の参加者数
群馬会場および埼玉会場の各申込数、参加数は表 2-6 の通りである。
2.2.2 で述べたようにチラシの配布を複数の情報伝達ルートで実施したにも関わらず、群馬会
場の申込数は当初目標としていた 100 名を下回った。
表 2-6 参加申込み数と実際の参加者数
会場

申込数

参加数

欠席数

群馬

59

55

埼玉

95

80

参加数（事業者・地方自治体別）
事業者

事業者比率

地方自治体

地方自治体比率

4

52

94.5％

3

5.5％

15

75

93.8％

5

6.2％

2.4 セミナーアンケート集計結果
2.4.1 アンケート票
セミナー参加者に下記事項について簡単なアンケートを依頼した。
（１）参加者が所属する企業等の所在地、業種、従業員数及び加盟している業界団体等
（２）セミナー開催情報の入手ルート
（３）講演内容の理解度
（４）VOC 排出抑制対策の自主的取組への参加状況及び取組内容等
（５）今後 VOC 排出削減対策を進める上、必要と考える情報
（６）VOC 排出抑制に取り組む上での課題等の自由記述

等

アンケート票は参考 3 を参照
2.4.2 アンケート回答数
アンケートの回答率は両会場の平均で 75％弱であった。表 2-7 に結果を示す。
自由記述回答を表 2-8 に示す。
表 2-7 アンケート回答数と回答率
会場

参加数

回答数

回答率（％）

群馬会場

55

43

78.2

埼玉会場

80

58

72.5

合計

135

101

74.8

なお、アンケート票の問 10、問 11、問 12 は、以下に関する自由記述である。
問 10：今、環境対策で困っていること
問 11：セミナーの感想・意見
問 12：今後どのようなセミナーを希望するか
寄せられた自由記述は、
「2.4.3 VOC 排出抑制セミナーアンケート結果（14）」に記載する。
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表 2-8 自由記述回答数
問 10

問 11

問 12

合計

群馬会場

3

2

6

11

埼玉会場

12

12

6

30

合計

15

14

12

40

会場

群馬会場では、やや自由記述回答数が少なかったものの、全体的に内容を見ると、問 10
では「環境対策に困っている」、問 11 では「セミナーが有益であった」という声が寄せら
れた。今回のセミナー参加が VOC 排出抑制対策への自主的取組のきっかけとなることに
期待。
2.4.3 アンケート結果（群馬会場・埼玉会場）
（１）参加者の所属企業の業種

その他の内容 （群馬会場）
でん粉糊の製造
特殊車両製造・バス鈑金修理
塗料、溶剤、洗浄剤等を取扱う商社

その他の内容 （埼玉会場）
機械メーカー
金属家具製造業
自動車鈑金塗装業、車体加装業
電線製造業
接着剤製造業
プラスチック製造業
輸送用機械器具製造業（航空）
窯業

開催地の企業立地の特性等が、参加企業の
業種に反映されていると思われる。
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（２）参加者の所属企業の従業員数と資本金

＊従業員数と資本金から見た参加者の所属企業の分布を図示する。
赤枠内は中小企業基本法で規定する中小企業事業者である。

中小企業事業者の回答比率：群馬会場

65％、埼玉会場

43％

参考として、今年度（平成２６年度）の VOC セミナー及び昨年度（平成２５年
度）の VOC セミナーのアンケート回答者が所属する企業の従業員数の比較を P20
に示している。
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（３）参加者の所属事業所の所在地

（４）参加者の担当業務
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（５）参加者の企業が加盟している業界団体等

加盟業界団体の名称 （群馬会場）
（一社）日本自動車車体工業会
日本オフィス家具協会
日本自動車部品工業会
（一社）日本釦協会
（一社）日本自動車工業会
群馬県鍍金工業組合
埼玉県鍍金工業組合
埼玉工業塗装協同組合
日本化学工業協会
日本接着工業会
日本鍍金材料協同組合
太田機械金属工業協同組合

加入数

加盟業界団体の名称 （埼玉会場）

4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

（一社）日本塗料工業会
（一社）日本造船工業会
日本オフィス家具協会
日本自動車部品工業会
日本自動車部品工業会
（一社）日本自動車工業会
（一社）日本自動車車体工業会
（一社）日本ガス協会
（一社）日本照明工業会
（一社）日本塗料工業会

加盟中小企業団体中央会の名称
群馬県中小企業団体中央会

1

（社）日本鉄道車輌工業会

その他団体の名称
機械金属工業協同組合

印刷工業会

1

クロロカーボン衛生協会
埼玉県産業振興公社
日本接着剤工業会
日本塗装機械工業会
日本粉末冶金工業会
領工会
関東塗料工業組合
日本産業洗浄協議会
日本事務機械工業会
日本電機工業会
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加入数

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

（６）本セミナーの情報入手先

関東経済産業局及び業界・所属団体か
関東局と業界団体が情報伝達に有効あ
らの情報伝達が有効であったことが示
ったことが示されている。
されている。

その他の内容（埼玉会場）
NITEケミマガ
上司がネットにて
上司から
メルマガ
㈱環境情報コミュニケーションズか
らのメールマガジン

（７） 講演内容は業務などの参考になりましたか

総じて、講演内容は「有益であった」との回答が多かった。中でも、中央労働災害防止協
会の“有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策（労働安全衛生法および特定化学物質障害
予防規則改正）”は、法改正後のタイムリーな内容であったため評価が高かった。
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（８）講演内容はわかりやすい内容でしたか

14

（９）VOC 排出削減の自主的取組の障害になっていること（複数回答可）

その他の内容 （群馬会場）
VOC対応の材料が一般の材料より価格が高く客先
から低減依頼がくる。
ハード面は対策したがソフト面が伴わない。作業者
が設備を有効活用出来ない。教育面が課題である。
弊社でのとり組みの必要性が弱いと考えた。

その他の内容 （埼玉会場）
VOCに関する情報収集のためセミナーに参加。照明
器具は他の白物家電に比べ排出量は少ない。
VOC発生源毎の発生量についてデータ不足

「取組方法・対策技術が分からない」及び「相談先が分からない」は、取組のスタート
ラインにすら立てない事業者の苦渋を表していると思われる。更に、検討するに当たっ
ても、
「技術情報、効果、コストが分からない」という事業者も多い。このことから、今
後の VOC 排出削減の実効性を上げるための課題及び課題解決の困難さが浮き彫りにな
ったと言える。
（10）自主的取組の参加状況について
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（11）自主的取組を行っている事業者が現在取組まれている内容（複数回答可）

操作条件や作業方法の改善は既に取り組んでいる企業が多いのか、これからの課題と
して技術的に難易度の高い「設備（工程）の改善」を挙げている企業が多い。

（12）これから自主的取組への参加を検討する事業者（複数回答可）

投資がかからず比較的取り組み易い「操作条件の検討」や「作業方法の改善」を上げ
る事業者が多い。この面の技術的なサポートが重要と考えられる。
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（13）今後 VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報（複数回答可）

その他の内容 （埼玉会場）
投資対効果の方法

「他社の取組事例が情報として必要」との回答が他に比べ多かった。
工程等の違いがあっても、自社に置き直して考えることが容易になると言うことであ
ろう。また、そもそも対策を検討する前提の VOC の排出量の把握方法を知りたいと
いう回答も多かった。今回のセミナーでは、「印刷」と「工業塗装」の講演内容の中
で、実際の排出量の測定方法が示されていた。このような情報を事業者が容易に入手
できるように、方法論を含めて情報の提供を継続していくことが重要と考える。
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（14）自由記述
①今、環境対策で困っていること（問 10）
（群馬会場）
作業環境対策に困っている。
作業環境について特殊健康診断の対象者・部署を増やそうとしているところ
ジクロロメタンの代替策
（埼玉会場）
25 年前に使用中止した溶媒（塩化メチレン）の管理体制再開が法的に必要なことを会社に説明、
納得させる手段。
VOC 濃度は薄いが、量はある。安価な処理が出来ない。
お客様から環境負荷物質調査依頼があり、協力工場へ調査をお願いするが回答が集まらない。
具体的な VOC 排出の削減方法、洗浄機、洗浄装置
資金、組織体制が十分でない
水性塗料の塗装を検討していますが、品質・設備上踏み切れない。
PRTR/SDS の管理が充分でない（種類が多く人手が不足）
。
対応者が少ない。
どのような設備対策、また、管理の組織づくりなどを行えば良いか。
トリクレンに比べ洗浄能力の弱い炭化水素系洗浄剤は価格が高すぎる。
被塗物（塗装）の大きさによる生産変動に伴う VOC 増減
船の塗装で発生する VOC の削減
②感想・意見（問 11）
（群馬会場）
中災防様の講演（ご説明）をもっと聞きたい。
不明点が明確になった。
（埼玉会場）
設備投資での注意点を知る機会があれば良いと思う。（海外の取組内容等）
全体的にわかりやすく説明してもらえたので、新入社員にも是非とも参加させたいと思う。
VOC 排出抑制セミナーに参加する事で、さらなる理解が出来た。
埼玉県の現状を知りつつ、作業環境の改善や VOC 排出削減手法を学べ、大変有意義なものとな
った。窪井講師、寺田講師に感謝したい。
窪井講師の発表も印刷業界の対応についても、大変参考になる点があった。
他社の取組について自社でも対応して VOC 排出削減につなげていきたい。
とても参考になった。
塗料メーカーの協力が必要と感じた。
本筋から離れた内容もあり、やや効率が悪い気がした。30 分/テーマ程度にして、PPT の枚数も
相応に。
分かりにくい疑問点が少しはわかった。
ポジティブな意見が多く寄せられた。指摘があった改善点は今後の対策等に活かす。
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③今後どのようなセミナーを希望しますか（問 12）
（群馬会場）
環境関連、ROHS、JAMA、AIS'等について
産廃物削減、電力量等エネルギーの削減の具体例
中災防様の講演（ご説明）をもっと聞きたい。
塗装不良対策
塗料、シンナーの成分を分かりやすく開示し、対処方法、取扱方法の具体的な説明をしてほしい。
法改正による具体的に実施する例を含めたセミナー
（埼玉会場）
化学物質の法律の関係性、詳しい仕組みの説明会を希望
環境関連の法規のセミナーを希望
環境問題を考えると、温暖化もあわせ検討対応が必要となるので、CO2 削減を考えるテーマで
行なって欲しい。→現時点のトレンドはこちらかと思う。
対策が具体的で良かった。
塗装業以外の VOC 対策について

②感想・意見及び③セミナーへの希望を見ると、“中央労働災害防止協会”
の講演を望む声が多く寄せられた。
今後のセミナー開催に当たっての考慮事項と思われる。
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（参考）従業員数と資本金から見た参加者の所属企業分布
平成 25 年度 VOC セミナーアンケート回答者と平成 26 年度 VOC セミナーアンケート回答者
との比較

23

45

32

54

分析軸の設定によって得られる結果は異なるが、従業員数の多寡（100人以下と101人以上）
で比較してみた。（中小企業基本法の定義とは異なる）
※ アンケート回答者数： 平成26年度（101）＞ 平成25年度（83）
100人以下の企業数 ： 平成26年度（ 32） ＞ 平成25年度（23）
101人以上の企業数 ： 平成26年度（ 54） ＞ 平成25年度（45）

アンケート回答者数が平成25年度に比べ平成26年度は増えている。
これは、
“労働安全衛生法および特定化学物質障害予防規則改正”のテーマが含まれており、
講演内容が時宜を得ていたことが反映したと思われる。
アンケート回答者のうち比較的規模の小さな企業からの参加者が、平成25年度に比べ平成26
年度が多かった。又、比較的規模が大きいと思われる企業からの参加者も平成26年度が多かっ
た。少ないデータであるものの、VOC排出削減の動きへの好ましい兆しと思われる。
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第3章

今後の課題

－これからの VOC セミナーにより多くの中小事業・小規模企業者に参加してもらうために－
今回のセミナー開催に当たり、セミナー事務局から、郵送、ファックス、メール、電話、展
示会での配布等多様な手段を駆使して事業者あて周知を行った。また、セミナー開催県の VOC
取扱い事業者に対しては電話でも周知を行った。電話で確認したところ、開催案内「一式」が
担当者に届いていないケースが多々あり、その場合には再度ファックスを送付したところであ
る。
結果は、申込者数で見ると群馬会場は 59 名、埼玉会場は 95 名であった。特に、群馬県の
VOC 取扱い事業者には、「2.2.2 セミナーの周知方法」に記載のとおり、複数の情報伝達ルー
トで開催案内を行ったにも関わらず、当初目標としていた 100 名程度を下回った。
そのため、今後「VOC 排出抑制セミナー」を開催する場合、セミナーを VOC 排出削減のた
めの有効な手立てとすべく、
「事業者の現状についての理解」及び「セミナー参加者の増加に繋
がる方策」の２つの観点から検討を行った。
以下、その概要を述べる。
3.1 事業者の現状についての理解
今回のセミナーは、VOC 排出削減の自主的取組への未参加事業者により多く参加してもらう
ことを目的とした。しかしながら、個々の事業者が自主的取組への参加事業者なのか未参加事
業者なのか事前に確認することはできず、中小企業者を中心に、不特定の事業者にチラシを送
付せざるを得なかったことは前述の通りである。
一方、事業者側の事情の一例を述べると、セミナーへの参加を呼びかける中で、VOC 排出抑
制に対する重要性は十分認識しているものの、現状では、日々の業務に追われ、
「セミナーに参
加する余裕はない」との切実な声が複数寄せられた。
また、アンケート結果には、事業者は VOC 排出抑制のため、
「何からどう手がけたら良いの
か、第一歩の踏み出し方が分からない」という悩みが多数見られた。
3.2 セミナー参加者の増加に繋がる方策
（１）セミナー対象とする業種、（２）セミナー開催案内の個々の事業者への伝達、（３）セ
ミナーの講演内容、
（４）スケジュールの４つの視点から、セミナー参加者の増加に繋がる方策
を考察する。
（１）セミナー対象とする業種について
セミナー対象とする業種の選定に当たり、大きく分けて２つの方法が考えられる。
一つ目は、昨年度及び今年度と同じように、対象業種を特に限定せず、幅広い業種を対象
とする案である。とは言え、講演時間の制約上、多くても 3－4 のテーマが限度であり、講演
テーマの対象を絞らざるを得ない。
二つ目は 1－2 のテーマに集中し、より密度の濃いセミナーとする案である。
ここでは、後者の 1－2 のテーマをどのような業種にするかについて考えてみることとする。
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下図は環境省が公表している「VOC 大気排出量推計値」である。
図 3-1

図3-1を見ると、
「塗料」と「燃料」が他に比べ際立って多い。しかも、ここ数年は殆ど減少
が見られない。「燃料」の中心は“SS（ガソリンスタンド）”であり、SSにおけるVOC排出削
減対策として、地下タンクから揮発するガソリンベーバー回収等の対策が進められている。
残る業種は「塗装」であるが、これは「工業塗装」及び「建築塗装」に大別される。両者の
排出比率はここでは分からない。後者の「建築塗装」については、水系塗料等原料転換を主と
した取組がなされていると仄聞している。前者の「工業塗装」については、工業塗装業界とし
ても鋭意排出削減に取組んでいるもののまだまだ課題が多いと言われている。
次に、「塗料」、「燃料」以外の業種における VOC 排出削減への取組について見てみる。
「印刷」、「めっき」、「洗浄」及び「化学」等の業界では、各業界団体又は団体への加盟企業
が継続して VOC 排出削減に取り組んでいることが、各業界団体の活動報告や環境省の推計値
等から読み取ることができる。これらの状況から、セミナー対象とする業種を絞り込むとする
と、「工業塗装」がテーマとして浮かび上がってくる。
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なお、
「工業塗装」業界では、塗装技術（含む塗料）が進化しており、その歴史を事業者に理
解してもらう活動をしている。事業者も現在の技術がどのようにして確立されてきたのかを理
解できるようになり、それが VOC 削減取組の必要性の理解を促しているとのことである。
このような活動をテーマに含めると、より理解が容易になるのではと期待される。
（２）セミナーの開催案内の個々の事業者までの伝達について
情報伝達の大きな障害は、個々の事業者の連絡先が容易に把握できないという実態である。
前述のとおり、特に、自主的取組への参加事業者又は未参加事業者という形での事業者の把
握は難しい。
中小企業・小規模企業者に限定すると、中小企業団体中央会に加盟する工業組合等の協力を
得て、当該工業組合等から組合員企業に伝達してもらうことは可能である。
この場合であっても、工業組合等は「組合員企業の連絡先は個人情報秘匿のため原則開示し
ない」ため、セミナー事務局から事業者あて直接開催案内を送付することは困難である。工業
組合等のホームページの中に組合員企業のリストが掲載されていれば、個々の事業者に開催案
内を届けることは可能である。つまり、工業組合等がセミナー開催案内の鍵を握っていると言
えよう。
上述の実態を踏まえ、より多くの中小企業・小規模企業者にセミナー参加を促すためには、
既存の情報伝達ルートを活用した、所謂“草の根活動”が有効ではないかと考える。
なお、ここでの“草の根活動”とは、以下のような活動を意味している。
＊ステップ１：工業組合等の定例会議を活用した啓発活動
工業組合等の総会・部会等の定例会議の場を借り、セミナー事務局が情報を提供し、中
小事業・小規模企業者に VOC 排出抑制に係る取組の重要性及びメリット等について理解
してもらう機会を設ける。この場合、工業組合の規模等によっては、特定の 1－2 の組合
等と共同で取り組むことも検討する。対象とする工業組合等は、前述の（1）項及び後述
の（3）項を考慮の上、決定する。
また、VOC 取扱い商品においては、原材料製造事業者、加工事業者及び販売会社や商
社等、川上から川下まで様々な形態の企業が関わってくるので、これらのサプライチェー
ンを活用した情報伝達方法についても検討する。
＊ステップ２：“セミナー”の開催
その後、
“草の根活動”の仕上げとして、後述の（３）項を反映した“セミナー”を開催
する。開催案内の伝達に当たっては、上記ステップ１の啓発活動の成果が期待できる方法
を個別具体的に検討する。
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（３）セミナーの講演内容について（試案）
①「相談会」の同時開催
セミナーでは質疑応答の時間を設けているが、他の事業者の前で発言することには抵抗感
があるものと思われる。そのため、各講師からの講演終了後、会場内で双方向の「相談会」
を開催し、参加事業者が講師に個別に悩みを相談できる機会を設ける。
今回のアンケート結果からも、多くの事業者が VOC 排出抑制の最初の踏み出し方につい
て“face to face”のサポートを求めていることが窺えることから、これらを反映した仕組み
を検討する。
なお、時間的制約の中で「相談会」を開催することから、相談会参加希望者の事前登録制
の導入（セミナー申込書に相談会参加希望の有無を記載）や、予め相談会参加事業者から希
望する講師への相談内容を提出してもらい、セミナー事務局で調整を行う等、
「相談会」を効
率的・効果的に進めるための工夫を考える必要がある。
②労働安全衛生法等の法改正に関するテーマの設定
今回のアンケート結果を見ると、中央労働災害防止協会（中災防）の講演が概ね好評で、
「も
う少し詳しく聞きたい」という要望が自由記述にもあった。講演のテーマから、事業者は労
働安全衛生法、特定化学物質予防規則改正に伴い、どのような対応を求められるのか等につ
いて強い関心をもって出席したものと思われる。
今後セミナ－を開催する場合には、タイミングにもよるが、労働安全衛生法をはじめ関連
する法改正の内容や最新の動向、今後必要となる対策等の情報を前広に提供することで、よ
り多くの事業者の関心を集め、出席者の増加に繋がることが期待できる。
（４）スケジュールについて
上述のとおり、今後セミナーを開催する上で、
“草の根活動”が成功の鍵を握ると言える。
本年度と同様、セミナー開催月を 2 月と仮定すると、十分な周知期間を確保するため、前年
11 月までに会場、講演テーマ及び講師等を確定しておく必要がある。その場合には、“草の根
活動”は 10 月初めには完了しておくことが望ましい。
特に、セミナー開催に当たり、工業組合等の協力を得ないと進められないため、組合等の個々
の事情や活動計画等にも十分配慮しつつ、現実的かつ実効性の高い段取り・スケジュールを検
討することが必要である。
以
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上

