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第１章 セミナー開催概要 

 

１．目的 

新潟県県央（燕市周辺）地域は、揮発性有機化合物（VOC）の一種であるトリクロロエチレン

の大気中の濃度が、全国の調査地点の中でも最も高いレベルでの濃度で推移している。このよう

な状況の中、新潟県でも事業者の排出抑制対策が必要と考え、平成 30 年度より有識者等による

「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会」を設定し トリクロロエチレンの排出抑制に向け

た自主的ガイドラインを作成する等、トリクロロエチレン排出抑制を推進する活動を実施してい

る。 

一方、関東経済産業局（以下、当局という。）でも、トリクロロエチレンを取り巻く現状の情報

共有と排出抑制技術に関する知識の普及を目的として、令和元年度に排出抑制セミナーを新潟県

燕市燕商工会議所との共催により開催した。  

こうした活動の効果等により、新潟県有害大気汚染物質モニタリング結果によると、当該地域

における令和元年度のトリクロロエチレンの大気測定濃度の平均値は、平成 30 年度比 20%以上

削減したが、令和 2 年 4 月以降の測定値は 3 ヶ月連続で基準値を超過する等、当該地域の事業者  

への排出抑制の対策は継続的に必要な状況となっている。  

本事業では、令和 2 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に対す

る地域活動推進等の実施）において開催する「環境負荷低減関連支援セミナー（VOC 排出抑制セ

ミナー）」を、新潟県央（燕市周辺）地域において実施することで、取組企業には、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の具体例を紹介する。また、これまで自主的取組に参加していない中小企

業等には、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）を

幅広く周知し、当該地域の VOC 排出抑制に係る事業者の自主的取組への参加を広く促すことで、

さらなる拡充につなげる事を目的として実施した。 

 

２．事業内容 

本事業におけるセミナーの開催概要、ならびに開催に向けて実施した準備については、以下の

通りである。  

 

（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、および VOC 排

出抑制対策を実施していない事業者等  

③開催概要 

当初、新潟県内の会場での開催であったが、1 月 7 日に新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ための緊急事態宣言が発出されたことから、感染拡大防止のため全面オンライン開催へ変更した。 
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※当日の延べ視聴者数は、オンラインのためアクセス数により算出。実際には申込者１名が、

前半と後半で２回アクセスしていることと想定される。 

 

④挨拶、講演内容および講演者  

・講演タイトルおよび講演者は下記のとおり。  

・所要時間は、計３時間。 

次 第 講演タイトル/講演者 

ご挨拶 

①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 瀧澤 剛氏 

②「新潟県における大気環境の現状と課題」 

新潟県 県民・環境部 環境対策課 大気環境係 小出 真氏 

基調 

講演 

「中堅･中小企業の VOC 対策と我が国産業公害の歴史」 

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① 
「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② 
「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 氏 

講演③ 
「燕市のトリクロロエチレン対策について」 

燕市商工振興課 髙橋 裕貴 氏 

 

（２）周知方法 

周知方法は、以下の通り。 

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、燕商工会議所を通じ、関係企業等への周知、及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へも周知活動を実

施した。  

③本セミナー事務局である三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社、及び協力機関

である(一社)エコステージ協会のホームページでの掲載及びメール配信を行った。 

 新潟会場(当初計画のみで中止) オンライン会場(実施された計画) 

開催日時 2021 年 2 月 2 日（火）13:30～16:30  

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 
新潟県燕市役所 1 階つばめホール 

(併設)専門家による個別相談会 

YouTube によるオンデマンド配信 

※専門家による個別相談会は無し 

参加人数 

会場定員 70 名/WEB 定員 50 名 

参加費：無料 

WEB 定員/制限無し 参加費：無料 

事前申し込み：80 名 

当日延べ視聴者数：約 200 回 
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【今回のオンライン参加者の分析】 

今回は募集先を新潟地区に限らず、事務局機能を利用して全国に告知を行った。この結果、申

し込み者の構成比率は、新潟県内が 41%、また全体の 79%が関東経産局の管内となり、セミナー

の効果が拡大した。  

地 区 人数 構成比 備考(申し込み地域、申込者の業種) 

新潟県内 33 41% 申し込み先はほとんどが製造業、一部の公的機関等 

関東地区 30 38% 
申し込みは東京、神奈川、千葉、埼玉、茨木、栃木 

製造業、NPO、コンサルタント等 

関西・東海地区 17 21% 
申し込みは大阪、滋賀、兵庫、石川、岡山、愛知、岐阜 

製造業、清掃業、教育機関、コンサルタントなど 

合計 80 100%  

 

（３）セミナー開催チラシの作成 

当初、新潟会場での開催チラシを予定していたが、1 月 7 日に新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため緊急事態宣言が発出された関係により、感染拡大の防止のため全面オンライン開催と

なり、内容を一部変更した開催チラシを作成し告知を実施した。 

  



6 

 

新潟会場チラシ（表） ※オンライン開催版 
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新潟会場チラシ（裏） ※オンライン開催版 
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（４）セミナー受付方法 

申し込みは、当局ホームページでの掲出の他、事務局で三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン

グ株式会社、及び一般社団法人エコステージ協会のホームページに掲出し実施した。 

 

    【MURC 受付サイト】         【エコステージ協会受付サイト】             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、各講演資料の PDF はダウンロード形式で配布した。 

 

【動画視聴ページ URL】 

2/2(火)13:30 より YouTube で動画を公開した。 

当日の定刻より以下の URL から動画の配信を行った。 

動画は、第 1 部、第 2 部とも同時に視聴可能な状態で実施した。 

第 1 部 （ご挨拶、①新潟県講演、②平沢氏基調講演） 

https://www.ecostage.org/news/seminar/210202voc-online1.html 

第 2 部 （③久保氏講演、④武井氏講演、⑤高橋氏講演） 

https://www.ecostage.org/news/seminar/210202voc-online2.html 

https://www.ecostage.org/news/seminar/210202voc-online1.html
https://www.ecostage.org/news/seminar/210202voc-online2.html
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（５）開催当日の実施事項  

①当日朝に再度事務局より申し込みの方にリマインドメールを送信し、集客に努めた。 

②講演内容に関するご質問は、事務局へのメールまたは FAX で受付を行った。 

③翌日に御礼メール（アンケート再依頼も兼ねる）を配信してアンケートの回収を促進した。

④当日の動画の見逃した方々向けに 2 週間の掲載を行い、エコステージ協会 HP から視聴でき

る状態とした。 

⑤当初、会場にて個別相談会を予定していたが、オンライン開催となったため、個別相談会を

メールによる質問・相談してもらう形式に変更した。 

 

【当日の動画配信したエコステージ協会ホームページ】 

視聴者は配信の定刻になると、以下のサイトからセミナーを視聴した。 
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【VOC セミナーオンライン配信の動画 1,2 部の構成】 

セミナー配信は、前半と後半の 2 部に分けて構成、講演は基本的に資料と音声により実施した。 

①挨拶(関東経済産業局) 

②挨拶(新潟県) 

③基調講演 

④日本産業洗浄協議会 

⑤中央労働災害防止協会 

⑥燕市商工振興課 
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第２章 アンケート調査の集計結果 

参加者に対して、アンケート調査を実施した。 

 

１．アンケート調査概要 

■ 調査項目：【参考資料】「平成２年度 VOC 排出抑制セミナー」アンケート票参照のこと 

■ 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（WEB 申し込み者）：80 名  

 

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、オンラインによるセミナー開催であったことから、環境コンサルタント

(13%)や、中小企業支援機関(6%)等の参加が多く見られた。また、今回の新潟地区としての

「金属製品製造業(洗浄)」の参加が 9%を占めた。 

 

図表 ２-１ 回答者の業種(SA、n=32) 

   

 

（２）来場者が所属する事業者概要（問１） 

従業員 301 名以上の企業に所属する回答者の出席が 38%と最多であった。続いて 6～20

名以下の企業と 101～200 名以下からの参加がそれぞれ 16%、15～100 名以下は 13%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 47%、3 億円超の企業在籍者が

28%と、中小企業からの参加者が目立った。 

 

人数(人) 構成比

1 3.1%

1 3.1%

2 6.3%

1 3.1%

3 9.4%

1 3.1%

1 3.1%

1 3.1%

2 6.3%

4 12.5%

2 6.3%

2 6.3%

11 34.4%

32 100.0%

19.技術サービス業(環境関連コンサルタント等を含む)

20.中小企業支援機関

22.公務(官公庁、自治体、その他公的機関)

23.その他

合　計

9.金属製品製造業(洗浄)

10.金属製品製造業(塗装)

11.一般機械器具製造業

12.電気機械器具製造業

17.精密機械器具製造業

　業　種

2.化学工業

5.ゴム製品製造業

6.鉄鋼業

7.非鉄金属製造業
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 図表 ２-２ 従業員数(SA、n=32)          図表 ２-３ 資本金規模(SA、n=32) 

 

（３）来場者の担当業務及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、「環境部門」と回答する者が 34%と最も多く、「その他」（営業、技術、管理

部門）が 28%、「製造部門」（19%）が続き、経営者・役員を含み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主催者の関係から「業界団体」

が 19%で最多である。その他、商工会議所や商工会など幅広い組織の参加であった。 

 

図表２-４ 担当業務(SA、n=32)   図表２-５ 加盟している業界団体等(SA、n=32) 

   

 

（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」からセミナーを知った回答者が最も多く 34%である。次に「業界・所属

団体」（32%）である。「関東経済産業局」（19%）がそのあとに続いている。 

組織別、媒体別の特徴として、今回のオンラインセミナーの全国への告知の関係からもメ

ールによる案内が集客上で役立っている。案内元別の媒体は、「県市等自治体」及び「業界・

所属団体」では「メール」と「案内」、「関東経済産業局」では「ホームページ」「メール」

による周知が目立った。  

  

資本金規模 人数(人) 構成比

1. 5千万円以下 15 46.9%

2. 5千万円超～1億円 6 18.8%

3. 1億円超～3億円 2 6.3%

4. 3億円超 9 28.1%

合　計 32 100.0%

担当業務 人数(人) 構成比

1.経営者･役員 4 12.5%

2.環境部門 11 34.4%

3.製造部門 6 18.8%

4.総務管理部門 2 6.3%

5.その他 9 28.1%

合　計 32 100.0%

担当業務 人数(人) 構成比

1.経営者･役員 4 12.5%

2.環境部門 11 34.4%

3.製造部門 6 18.8%

4.総務管理部門 2 6.3%

5.その他 9 28.1%

合　計 32 100.0%

従業員数 人数(人) 構成比

1. 5名以下 2 6.3%

2. 6～20名 5 15.6%

3. 21～50名 3 9.4%

4. 51～100名 4 12.5%

5. 101～200名 5 15.6%

6. 201～300名 1 3.1%

7. 301名以上 12 37.5%

合　計 32 100.0%
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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」 、「産業洗浄工程における VOC の排出削減の

具体例」、「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」と「燕市のトリクロロエチレン対策に

ついて」の 4 講演は「大変参考になった」「参考になった」を合わせた割合は、ほぼ 9 割を

占め、講演内容は有益な情報と認識された。また、参加者からは、「貴重な講演ありがとう

ございました。」といったコメントも頂いている。 

 

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」 、「産業洗浄工程における VOC の排出削減

の具体例」、「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」と「燕市のトリクロロエチレン対

策について」の 4講演は、9割の回答者が「よく理解できた」+「理解できた」の評価であ

った。 

図表２-８ 講演内容の理解度 

 

（７）自主的取組の障害（問５） 

「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」と「実施可能な対策

技術と経済性が両立しない」（いずれも 25%）の回答が最も多い。続いて、「自社の組織体制

が十分でない」、「対策を講じる資金が十分でない」（いずれも 16%）を挙げている。 

 

図表２-９ 自主的取組の障害 
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（８）自主的取組への参加（問６）、現在、取り組んでいる内容（問７）、今後、取り組みた

い 内容（問８） 

（問 6）自主的取り組みへの参加状況は、13%である。  

（問 7）現在、自主行動計画に参加の場合、現在取り組まれている内容は、「設備(行程）

の改善」（100%）、「VOC の発注抑制に効果のある操作条件の検討」「作業方法の改

善」（いずれも 75%）が上位の回答である。 

（問 8）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」（82%）「設備（工程）の改善」（52%）が上位であり設備の導入より行程や作業

方法に重点がある。「低 VOC原材料(商品)への代替･転換」（45%）がそのあとに続く

回答である。 

図表 ２-１０ 参加状況 

図表 ２-１１ 取り組んでいる内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ２-１２ 今後、取り組みたい内容  

13%

0%

34%

19%

31%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

所属する業界団体を通じて自主行動計画に参加している

産業環境管理協会の自主的取組支援ボードに参加している

これから自主的取組への参加を検討する

自主的取組には参加するつもりはない

その他

無回答

Q6 自主的取り組みへの参加状況（複数回答） n=32
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（９）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９） 

VOC 排出削減対策を進める上で必要と考える情報は、「環境技術に関する情報」（50%）

「他社の取組事例」「法規制に関する情報」（それぞれ 47%）、さらに「低 VOC 原材料(商品)

への代替･転換」「自主的取組の具体的方法」（それぞれ 40%） など VOC 排出削減を実現で

きるより具体的な情報が必要と考えている。 

 

図表 ２-１３ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 

 

（１０）本セミナーについての感想、意見 （問１０） 

アンケート記載のご意見は、以下のとおり。特に、コロナ禍対策として WEB セミナーを

実施したことに対して参加者からの感謝コメントが多く見られた。又、「燕周辺は届出義務

のない小さな事業所が多い。排出量の根本的な削減にはもっと周知が必要だ。」と言った意

見があった。今回は YouTube 動画配信でもあり、質問対応などリアル性も求められた。 

 

図表 ２-１４ 感想、意見内容（問１０ 自由記入より） 

コメント 内 容 

全体への

コメント 

・WEB でのセミナーでしたので、会場まで行くことなく受講でき便利だと思いま

した。ただ、質疑応答等も出来るようになれば実際のセミナーに近いものとな

ると思います。(金属加工業（表面処理）) 

・燕周辺は届出義務のない小さな事業所がまだまだたくさんあります。ある程度

大きな会社はいろいろ対策をしているように感じますが。排出量の根本的な削

減にはもっと周知が必要だと思います。使用量が少ない事業所にも毒性や危険

性をもっと伝えられたらよいと思います。本日は貴重な講演ありがとうござい

ました。(技術サービス業) 

【コンサルティング業などからのその他のコメント】 

・テーマを絞り込み、深堀していたのは良かった。今後とも深堀をお願いします。 

・貴重な講演有り難う御座いました。コンサルティングを通じて支援したいです。 

・環境技術に関する情報事例が多く、今後の支援に利用させて頂きます。 
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・業務コンサルティングを通してお客様への評価を担当していきます。 

・VOC、トリクロロエチレン等の課題について、理解できました。 

講演への

コメント 
(今回は、特定の講演者へのコメントはありません) 
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第３章 今後の開催に向けて 

 

本章では、新潟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９）」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導き出された要件をとり纏める。 

 

１．VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報 

アンケート（問９；複数回答設問）から、今後の講演テーマへの示唆からは、「環境技術

に関する情報」（50%）「他社の取組事例」「法規制に関する情報」（それぞれ 47%）、さらに

「低 VOC 原材料(商品)への代替･転換」「自主的取組の具体的方法」（それぞれ 40%） など

VOC 排出削減を実現できるより具体的な情報が必要と考えている。 

 アンケート（問１０）からの要望コメントからの示唆としては、「燕周辺は小さな事業所

が多く、排出量の根本的な削減にはもっと届出義務のない小さな事業所への周知が必要、使

用量が少ない事業所にも毒性や危険性をもっと伝えられたらよいと思います。」など、情報

を要望している。 

 

アンケート（問９） 

 【VOC排出削減対策を進める上で、必要と考える情報】 

新潟会場での必要と考える情報 

「環境技術に関する情報」（50%） 

「他社の取組事例」（47%） 

「法規制に関する情報」（47%） 

「低 VOC原材料(商品)への代替･転換」（40%） 

「自主的取組の具体的方法」（40%） 

 

  

アンケート（問１０）本セミナーについての感想、意見 

新潟会場の要望 

・WEBセミナーは、会場まで行くことなく受講でき便利だ。 

・質疑応答等も出来るようになれば実際のセミナーに近いものとなる。 

・燕周辺は届出義務のない小さな事業所が多いので、排出量の根本的な削減には

もっと小さな事業所への周知が必要だ。使用量が少ない事業所にも毒性や危険

性をもっと伝えるべきだ。 



19 

 

２．今後の講演プログラム構成への示唆  

 

新潟県で VOC 排出削減対策セミナーを進める上での提供すべき情報を取りまとめると

以下のような案が考えられる。 

また、新潟県で VOC 排出削減対策セミナーを進める上での提供すべき情報として、以下

の情報も重要である。 

 

（１）新潟県からの情報 

 

新潟県では、VOC のトリクロロエチレンについて、県央地域の大気中の濃度低減に向け

て平成 30 年度から重点的に取り組んでおり、自主的取組の拡充と徹底による排出抑制を関

係者にお願いしている。また、以下の検討会やガイドラインの整備も進んでいるので、これ

らの取組との連携を今後も図ることも重要と考える。 

 

【新潟県の取り組み】 

• 効果的な排出抑制手法を検討するための有識者等による検討会を開催 

• 排出抑制ガイドラインの作成 

 

【新潟県における大気環境の現状と課題】 

出典:2021.2.2 VOCセミナー新潟県 県民生活・環境部 環境対策課 大気環境係 

○ 大気環境の現状（常時監視に g/m3）を達成したものの、平成 30年度の全国平均値

と比較して 200倍以上高い濃度の地点があった。今年度は、令和元年度の年平均値

が高かった燕市内の３地点でモニタリングを継続している。 

○ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン） 

１事業所当たりの使用量 → 近年は横ばい 

１事業所当たりの大気排出量 → 近年は横ばい 

①環境技術や他社の取組事例は、参加者が現場で要望している情報である。 

②届出義務のない小さな事業所へは、「法規制に関する情報」や「毒性や危険性」な

どの情報を提供し、取組をより推進する必要がある。 

③取組事例は、今回のセミナーでも燕市商工振興課からご紹介があったが、具体的

方法を提示する必要があり、具体的な現場行程や作業方法の改善、環境技術に関

する情報に加え、背景にある法規制情報などを提供することが重要である。 

④VOC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改善で

きるよう、専門家派遣事業へ繋げる連携を今後推進していくことも重要である。 
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（２）燕市からの情報 

 

燕市においても、トリクロロエチレン対策として、トリクロロエチレン排出抑制ガイドラ

インの配布や専門家派遣や各種の補助金の支援を行っている。 

2021 年２月２日 VOC セミナーで燕市商工振興課から説明のあった下記の情報等は、届

出義務のない小さな事業所へ「有機溶剤取扱いの注意」や「毒性や危険性」などの情報と共

に提供し、取組をさらに推進する必要がある。 

 

出典:2021.2.2VOCセミナー燕市商工振興課からの提示資料 
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出典:2021.2.2VOCセミナー燕市商工振興課からの提示資料 

 

（３）有機溶剤取扱い職場の健康障害防止のための有害性の資料 

 

今後も、下記のような関係部門からの情報の収集と事業所への提供も必要である。 

 

出典: 2021.2.2VOCセミナー中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター資料 
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参 考 資 料 

 

参考資料１：アンケート調査票(WEB上で回答フォームに記入) 

参考資料２：講師講演資料 
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【アンケート調査票】 

※アンケートは以下 URLに記載し、アンケートフォームへのご記入をお願いした。 

https://www.ecostage.org/questionnaire/20210202-voc.html 

 

https://www.ecostage.org/questionnaire/20210202-voc.html
https://www.ecostage.org/questionnaire/20210202-voc.html
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新潟県における大気環境の
現状と課題

新潟県 県民生活・環境部

環境対策課 大気環境係

令和３年２月２日
中小企業のためのVOC排出抑制セミナー

1



はじめに

○ 県では、VOCの１つであるトリクロロエチレンについて、
県央地域の大気中の濃度低減に向けて平成30年度
から重点的に取り組んでいます

• 効果的な排出抑制手法を検討するために、

有識者等による検討会を開催

• 排出抑制ガイドラインの作成

○ 本日は県央地域の大気の状況を中心にお話しします

2



４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

２ 大気環境の現状（環境基準設定４物質）

５ 今後の課題

本日の内容

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

１ VOCとは

3



１ VOCとは

どんな物質？

○ VOCは揮発性有機化合物（Volatile Organic 
Compounds）の略称で、揮発性を有し、大気中で気体
状になる有機化合物の総称

○ 塗料、燃料、接着剤、工業用洗浄剤など、幅広く使用
されている

○ 塗料や燃料中のトルエンやキシレン、工業用洗浄剤と
して使用されているトリクロロエチレンやジクロロメタン
など200種類以上の物質がある

4



どんな物質？

○ 浮遊粒子状物質（SPM）、微小粒子状物質（PM2.5）や
光化学オキシダント発生の一因とされている

○ ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジ
クロロメタンは有害大気汚染物質として大気環境基準
が設定されている

１ VOCとは
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４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

２ 大気環境の現状（環境基準設定４物質）

５ 今後の課題

本日の内容

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

１ VOCとは
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VOC４物質の大気環境基準について

○ ＶＯＣ４物質（有害大気汚染物質）の環境基準

○ 有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期曝
露によって人の健康を損なうおそれがある物質のこ
とを言う

物質 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

２ 大気環境の現状
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VOC４物質のモニタリング結果
○ 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。令和元年度のモニタリング結果は以下のとおり

物質名
測定局名 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン

大山 0.40 0.24 0.041 1.7

松浜 0.39 0.15 0.043 0.74

東山の下 0.48

長岡工業高校 0.61 0.28 * 0.53

西福島 0.57 0.12 * 3.6

燕 0.63 12 * 0.74

大崎 0.54 * * 0.66

中条 0.45 * * 0.46

城岡 0.90 1.1 * 0.54

測定結果（毎月測定した値の平均値 単位：μg/m3） *は検出下限値未満

２ 大気環境の現状
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燕測定局におけるトリクロロエチレンの濃度の推移
○ 平成30年度の大気中のトリクロロエチレン濃度、年平均値

16μg/m3は、全国で最も高い濃度

２ 大気環境の現状
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４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

２ 大気環境の現状（環境基準設定４物質）

５ 今後の課題

本日の内容

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

１ VOCとは
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県央地域の大気環境モニタリング調査

令和元年度のモニタリング結果（単位：μg/m3）

○ 令和元年度から、県央地域の大気中濃度を適切に把握するために６地点を
追加して毎月のモニタリングを開始

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

調査地点名 年平均値 環境基準

燕測定局 12

130

燕市燕 100
燕市殿島 60
燕市秋葉町 22
燕市蔵関 87
燕市杣木 30
三条市塚野目 3.8

全国平均（H30）
0.46（全測定局）

0.98（発生源周辺）

追
加
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県央地域の大気環境モニタリング調査

調査地点名 ４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

基
準
値

燕測定局 3.7 0.97 9.2 4.2 7.3 6.7 10 14

130
燕市燕 210 96 110 73 93 83 38 190 41
燕市殿島 97 150 220 57 68 29 110 190 37
燕市蔵関 130 180 170 59 47 79 91 81 30

令和２年度のモニタリング結果（単位：μg/m3）

○ 今年度は、令和元年度の年平均値が高かった３地点でモニタリ
ングを継続

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）
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４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

２ 大気環境の現状（環境基準設定４物質）

５ 今後の課題

本日の内容

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

１ VOCとは
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県央地域における使用量の推移（全体使用量）

４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

※ H23、H26は他の年度と比べて実績報告の提出数が大幅に少ないため、参考値扱い

トリクロ要綱に基づく実績報告書（１ｔ以上使用）による集計

14

減少傾向にあるが、近年は横ばい



県央地域における使用量の推移（１事業所当たりの使用量）

４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

トリクロ要綱に基づく実績報告書（１ｔ以上使用）による集計

※ H23、H26は他の年度と比べて実績報告の提出数が大幅に少ないため、参考値扱い
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減少傾向にあるが、近年は横ばい



使用量と大気排出量の関係

４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

○ トリクロロエチレンを使用（購入）するということは、そ
の分消耗しているということ

○ 消耗の主な要因は以下のとおり

• 大気中へ排出
（排出ガス、洗浄後のワークからの揮発など）

• 廃液として処分

○ 使用（購入）量から廃液として処分している量を差し引
いた量が、大気中へ排出されていると考えられる
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県央地域における大気排出量について（都道府県別）

（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

全国の大気排出量2,505トンに対し、
県央地域が360トンと約14％を占める

※ トリクロ要綱に基づく実績報告における１ｔ以上使用する事業所は98事業所、
PRTR届出事業所は45事業所→実態は360トンよりも多く大気中へ排出している
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（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

県央地域における大気排出量の推移（合計排出量）
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減少傾向にあるが、近年は横ばい



（２） 大気排出の現状（トリクロロエチレン）４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

県央地域における大気排出量の推移（１事業所当たりの排出量）
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減少傾向にあるが、近年は横ばい



ここまでのまとめ

○ 大気環境の現状（常時監視について）
燕測定局はトリクロロエチレンの濃度が全国で最も高い濃度で推移

している

○ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）
令和元年度は環境基準（130μg/m3）を達成したものの、平成30年

度の全国平均値と比較して200倍以上高い濃度の地点があった
今年度は、令和元年度の年平均値が高かった燕市内の３地点でモ

ニタリングを継続している

○ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）
１事業所当たりの使用量 → 近年は横ばい
１事業所当たりの大気排出量 → 近年は横ばい

20



４ 県央地域の大気排出の現状（トリクロロエチレン）

２ 大気環境の現状（環境基準設定４物質）

５ 今後の課題

本日の内容

３ 県央地域の大気環境モニタリング（トリクロロエチレン）

１ VOCとは
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自主的取組の拡充、徹底による排出抑制を
お願いします。

大気中の濃度低減に向けて
５ 今後の課題

22

○ 積極的に取組を実施している事業者の皆様

○ まだまだ取り組む余地のある事業者の皆様

○ 取組を検討し始めた事業者の皆様

引き続き取組の徹底をお願いします。

実施している取組を徹底するとともに、新たな取り

組みの実施をご検討ください。

可能な取組から実施をお願いします。



SDGsを意識して取り組みましょう
５ 今後の課題

○ 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他
の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるも
のを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響
を軽減する

○ 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

SDGs（持続可能な開発目標）とは2015年９月の国連サミットで採択
されたもので、17の目標と169のターゲットから構成されている

23



自主的取組による排出抑制のメリット

大気環境が良くなるだけでなく・・・・・

以下のメリットがある

・ 作業環境中への排出が少なく↓なる。

⇒ 作業環境が改善！

・ トリクロロエチレンの消耗量が減少↓する。

⇒ 使用（購入）量の削減によるコストダウン！

５ 今後の課題
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自主的取組に関連する支援制度について
５ 今後の課題

25

実施団体等 制度名称等

新潟県
○ 新潟県環境保全資金融資制度
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1192637760822.html

燕市

１ 中小企業振興資金融資制度
２ 環境負荷低減対策支援事業

① 設備改善資金補助金
② 専門家派遣補助金

３ 研修受講料補助制度
http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016000011.html

公益財団法人
にいがた産業創造機構

○ 小規模企業者等設備貸与事業
https://www.nico.or.jp/hojokin/

中小企業庁

１ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金※

２ ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金
３ 小規模事業者持続化補助金※

https://www.chusho.meti.go.jp/
※補正予算による事業であるため毎年度実施するかは不確定。

○ 融資、補助金



自主的取組に関連する支援制度について
５ 今後の課題

26

実施団体等 制度名称等

公益財団法人
にいがた産業創造機構

○ 「専門家派遣事業」
https://www.nico.or.jp/senmonka/

経済産業省
関東経済産業局

○ 環境改善への取組推進に資する「専門家派遣事業」
https://www.kanto.meti.go.jp/

日本産業洗浄協議会
○ 「洗浄相談」
http://www.jicc.org/consultation/index.html

○ 専門家派遣等



【参考】排出抑制ガイドラインについて

27



28

○ 令和２年３月に作成
○ 低コストの取組を中心に記載

【洗浄装置本体から外部への排出を抑制する】

① 蓋を設置する、こまめに閉める
蓋を設置し、使用しないときは閉めておくことで蒸気の排出を

防ぐことができる

【参考】排出抑制ガイドラインについて



29

【洗浄装置本体から外部への排出を抑制する】

② 冷却装置を適切に維持管理する
クーリングタワー、冷却管を定期的に清掃し、冷却性能を維

持することで、蒸気の排出を抑制することができる

【参考】排出抑制ガイドラインについて



30

【持ち出しによる排出を抑制する】

○ 液だまりができないようにする、液きり乾燥する
ワークの向きなどを工夫し、液が溜まらないようにすること、

表面の液は洗浄装置から出す前に乾燥させることで、排出を
抑制することができる

【参考】排出抑制ガイドラインについて



31

【排出ガスによる排出を抑制する】

○ 回収装置を設置し、適切に維持管理する

排出ガス中に含まれるトリクロロエチレンを回収装置で回収

することにより、排出を抑制することができる

基本的な取組を地道に徹底
することが、排出抑制につながる

【参考】排出抑制ガイドラインについて



ご清聴ありがとうございました。

新潟県HP内

トリクロロエチレン 検索

支援制度に関する情報、

ガイドラインはこちらから→
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中堅・中小企業のVOC対
策と我が国産業公害の歴史

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

2021.2.2



講演内容

◦１ 産業公害から環境問題へ

◦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 中堅・中小企業の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



平沢・小堀研究室の構成

助手 2名

博士課程 2名

修士課程 15名

学部生 16名

専任講師 小堀深

教授 平沢泉 企業共同 13社

招聘研究員 3名

15年前



1954年2月22日 長野県下伊那郡飯島町生
1976年 早稲田大学 理工学部 応用化学科卒、1978年 同大学院 理工学研究科修士課程
修了（ 応用化学専攻 化学工学分野 ）、
1978-1989年 (株)荏原インフィルコ、荏原総研勤務 (水処理プロセスの研究開発)、
1988年 工学博士(早稲田大学) 課程外：晶析法による排水中のリン酸イオン回収
1989年早稲田大学助教授、1995年- 同教授
2015年- 環境保全センター 所長、2015年―2019年私立大学環境保全協議会 理事、
1997-1999年 都立大学（現首都大学東京）非常勤講師、1995-1996年、2005年- 中
央環境対策審議会委員、その他 経済産業省環境関連委員長、関東経済局 地下水漏
えい、中小企業環境負荷低減など、2007年 高度溶剤リサイクル形成調査委員会
委員長（クリーンジャパンセンター）、2008―2010年 化学工学会 関東支部長、
2006年―2012年 人材育成センター 理科教育委員会委員長、2006年―国際交流セン
ター 中国委員会 委員長、2009年―2010年 化学工学会 材料界面部会 晶析技術分科
会 代表
2010年―EFCE WPC （ヨーロッパ化学工学会 晶析分科会）のScientific 

Committee member, 2014年― BK21 （Brain Korea） Advanced

Crystallization Research Adviser, 2015年―2020年 Villum Project RA8 co-

leader （EUのリン回収プロジェクト）
1990年 下水道協会 優秀論文賞，2000年化学工学会 技術賞(潜熱蓄熱技術)，2005

年分離技術会技術賞（晶析法によるフッ素回収）, 2014年CHEMCON2014 

Distinguished Speaker Award, 2018年 JSCEJ 優秀論文賞、 2019年 化学工学会
学会賞 フェロー

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」 座長 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．産業公害から環境問題へ

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 → 適度な成長、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

経済成長、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





SDGs と ターゲット

◦目標12 つくる責任 つかう責任
◦ 11のターゲット 12.1－12.8 12ａ、12b、12c

◦12.4：2020年までに、製品のライフサイクル
を通して、化学物質や廃棄物の環境に配慮し
た管理を実現し、人の健康や環境への悪影響
を最小限に抑えるため、大気、水、土壌への
化学物質や廃棄物の放出を大幅に減らす



SDGs の基本の ５P

◦People 人

◦Planet 地球

◦Prosperity 繁栄

◦Peace 平和

◦Partnership 共創



2020年 政府アクションプラン



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

◦ 委員長 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㈱代表取締役社長）

◦ 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長 アルプス電気㈱）

◦ 堀部恭一 (社)日本塗料工業会 （技術部長）

◦ 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 調査係長

◦ 中山田光行 経済産業省 製造産業局化学課 課長補佐

◦ 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長

◦ 長谷川光彦、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



発生源別VOC排出量の推移

塗料、燃料、化学品、接着
剤、印刷インキ、洗浄機器
類洗浄用シンナー、ドライ
クリーニング、食料品、結
着剤、その他

出展：

揮発性有機化合物（VOC）
排出インベントリ検討会、
令和元年3月 報告書



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.html



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

https://www.meti.go.jp/policy/voc/top/merit.html


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、



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,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に成長した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.pd

f

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、神戸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
に持続可能な成長、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



「中小企業のためのVOC排出抑制セミナー」

２０２１年２月２日
日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保武敏

令和３年 産業洗浄工程におけるＶＯＣ排出削減の具体例

経済産業省 関東経済産業局主催
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初めに

今回のセミナーは、新潟県燕市近郊のトリクロロエチレン（今後はトリクレンと省

略）の大気放出量を減らすことが目的です。

皆様はご存じのように県出典の資料から日本全国のトリクレン排出量は２、４８

７２トン/年に対して新潟県内で４４１トン/年で県央地域で３４２トン/年で全国排

出量の約１４％を示して日本国内での一番多い地域です。（平成29年度）

３年前からこの地域に於いて色々なトリクレン削減の情報発信、講演会、現場

指導など行っておりますが大気放出量がなかなか減らないのが現状です。

なぜ減らないのか次のように考えてみました。

①開口面積の多い洗浄装置を使用している。

②冷却装置がクーリングタワーを使用しているので夏場は冷却水が25℃以上



になって冷却効果が悪い

③洗浄物に液だまりのワークが多いため、現状の洗浄装置のべーパー乾燥では、

乾燥できなくて大気放出が多くなっている。

④洗浄賃加工の過当競争で古い設備だが新しい設備に投資できない

⑤トリクレンから他の洗浄剤に代替しようとすると、液と装置両面でランニングコ

ストが合わない。やむなくトリクレン洗浄装置を使っている。

現在、皆様がお使いのトリクレン洗浄装置の消耗量を少しでも減らすことについて報告

します。

①自動洗浄装置には必ず蒸溜装置が付帯していますが注意点を申し上げます。

3



蒸留装置の全液交換はどのようにされていますか

日数を決めて１～2ケ月に全液交換ではなく沸騰温度で決めて管理される事

をおすすめします。

トリクレンの沸点は海抜ゼロメートルで８７，３℃です。しかし油、不純物等が

３０％含まれば沸点が＋5℃上がります。この沸騰温度になれば全液交換で

す。燕市近郊は海抜９０メートルですので９２℃で交換の目安にして下さい。

仮に日数で液交換をされている場合は交換時の沸騰温度を確認されて＋５

℃以下の場合は交換時期をもっと延ばせることが出来ます。

よって沸騰温度で液交換の目安にされた方がトリクレン廃液量が減ることにな

ります

30％濃度の廃液は再生業者で有料で引き取ってくれます。
4



②単槽式ベーパー洗浄装置

イ）洗浄槽の開口面積をできるだけ小さくする。

＊少ないと思いますが、冷却コイルの上部にカバーがない。

べニア板又は段ボール等で冷却

コイルの上部をカバーする。

ロ）間口が大きなベーパー洗浄装置では洗浄作業間の合間にステンレスの蓋では

重すぎて蓋をしにくいのですがべニア板等の軽いものであれば常時、蓋を

する事が出来ます。もちろん作業終了時にはステンレスの蓋をします。5



②単槽式ベーパー洗浄装置

ハ）ワーク出し入れについて次の事を守って下さい。

・ バスケット出し入れのスピードをできるだけゆっくり

と行う。早ければ槽内のベーパーを撹乱し洗浄槽

外に押し出します。

・ 左図の様にＢの位置で液切り乾燥の待機時間を

設けてください。ワークについている溶剤を凝縮

回収します。

・洗浄液の交換は沸騰温度が92℃なれば交換です。

6



7
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⑤上記以外にお使いの洗浄装置で下記のものがあります。

イ）3槽式又は2槽式手動べーパー洗浄装置

ロ）縦型自動洗浄装置

ハ）3槽式又は2槽式ネットコンベア自動洗浄装置

二）3槽式シリンダータクト式自動洗浄装置

上記の装置は開口面積を少なくする事が難しいので使用しない時にしっか

りと蓋をして下さい。また冷水装置は終日稼動していることが望ましいと

言われています。（全ての有機溶剤の洗浄装置に当てはまります。）

上記の装置について消耗量を減らすことについて質問のある方は日本産業

洗浄協会の方に問合せをお願いします。
9



低消耗の洗浄装置について説明をします。

・ 低消耗にするには洗浄液が直接大気に触れないようにすることです。

現在の有機溶剤洗浄装置では密閉式減圧超音波洗浄装置が低消耗の装置になります。

これからこの洗浄装置の原理と実物の動画を流しますのでご覧になった後、細かい話

を致します。

約7分間の動画時間です。

動画で洗浄機メーカーが㈱エーエスケーとなっておりますが現在は無くなり㈱プリスに

商権を引き渡して埼玉県川口市の洗浄センターに、この装置を展示し何時でも洗浄テス

トをできる体制を整えております。

動画では炭化水素系溶剤と有機溶剤の仕様で説明をしておりますが、原理とか動きは

同じですが、違いは炭化水素は引火性ですので、自動消火器付帯、蒸溜槽に間接

ヒーターを使用しています。また電気配線は防爆仕様です。
10
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有機溶剤の場合は燃えないので普通のヒータで自動消火器は不要です。

但し この密閉式減圧洗浄装置の欠点は

①洗浄装置の価格が高い

②1回の洗浄時間が長い（タクト）

＊液の出し入れ、超音波洗浄（2回）、ベーパー乾燥、減圧（真空）乾燥の工程

で13～15分かかります。

②の対策としてタクトを短くするために真空槽を２～３槽式、また一つの大きな

真空槽にバスケットを２個～３個 同時に入れてタクト時間を短くして対応する

ことが出来ます。

トリクレンの洗浄装置はご存じのように２０年以上の耐久性があります。

仮に月２ドラム使用している会社の２０年間のトリクレンの購入金額は２０年×

１２ヶ月×２ドラム×７万２千５百円（240円/㎏）＝３８４０万になります。

トリクレンの購入量が８５％の削減であれば３２００万円の洗浄装置を購入できます。
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この洗浄装置の長所は

①トリクレン使用量の削減効果は８０～９０％以上です。

②液溜まりのあるワークでも十分に乾燥し大気放出を減らすことが出来ます。

③減圧洗浄で細かい止まり穴。薄い板、小さな部品等の洗浄に効果的です。

これから洗浄装置の買い替えを検討されている企業の方で密閉式減圧超音波

洗浄装置を使ってみようと思われる方は 1日の洗浄量に応じて検討したうえ

で設計しますので私どもの方にお問い合わせ願います。

新潟県県民生活・環境部環境対策課から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令和２年３月に発刊されています。

この冊子の中に洗浄装置からの排出を抑制する内容、装置購入の支援制度等

が詳しく出ておりますので是非参照願います。
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 支援制度の中に金利の安いリース会社の紹介があります。 

 最初の 5 年間はかなりの出費になりますが、5 年間過ぎるとトリクレン購 

入量と電気代の費用だけになりランニングコストは大幅に減り臭いのしな 

い洗浄作業環境を得ることが出来ます。 
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    日本産業洗浄協議会（産洗協）の発足について 

 産洗協は、オゾン層破壊物質全廃と地球環境保護を推進し、工業洗浄分野

における問題の早期解決を図るため、洗浄剤、洗浄装置、周辺機器など 

異業種の関連企業と団体が集結し通商産業省（現経済産業省）及び関係省 

庁のご支援を頂いて 1994 年 4 月 13 日に産洗協として発足しました。 

現在は 120 社以上の会員で構成されております。洗浄装置をお使いのお客様 

で情報会員として入会を募集しております。 

今回のセミナーで質問、真空洗浄装置の事、真空洗浄装置のテスト依頼、及

び情報会員の入会の事での問い合わせは下記のメールアドレスに連絡してい

ただければ幸いです。 

Ｅｍail：sskjicc＠jicc.org TEL ０３－５７７７－０７９１ 

  



令和２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

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
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有機溶剤とは（有機溶剤の一般的性質）

・有機溶剤は、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あるが、一般に揮発性が高く、かつ
蒸気の比重が空気より重く拡散しにくいため、通気が不十分な
場所で取り扱うと高濃度で滞留しやすい。

・一部の塩素系溶剤を除いたほとんどすべての有機溶剤には引火
性があり、蒸発した蒸気が空気と一定の割合で混合すると爆発
性混合ガスをつくる。

・一般に揮発性が高いということは、人はその蒸気を呼吸により
体内に摂り込むこととなり、かつ吸収されやすい。また、油脂
を溶かす性質があることから皮膚から吸収される物質もある。

★産業現場にあっては、有機溶剤固有の性質をうまく利用し産業
に役立てているが、使い方を誤ると、その性質自体が人にとっ
て、環境にとって有害な影響を招いてしまう。



◆労働安全衛生法特別規則から見ると、

有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象有機溶剤⇒44物質

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）⇒12物質

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）

3

◆日本において工業的に使用されている化学物質は約7万種類と
言われており、このうち、揮発性有機物は約200種とも約500種
とも言われており、特別則に規定されている有機溶剤の数はわ
ずかなものである。

有機溶剤とは（労働安全衛生法特別規則では）



4

最近の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件後半～500件前半台で推移している。

・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人台で増減を繰り返
している。（業務上疾病全体では最近の5年間では8,000人弱で
推移していたが、H30は8,684人となり増加を示した。）

・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。

・新たに個別管理への規制が決まると、当該物質の使用をやめ、

自主管理物質に変更し、その危険有害性を十分に加味せず、十

分な対策が取られずに労働災害が発生する状況が生じている。

・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。



有機溶剤による障害の起こり方

①粘膜（呼吸器、眼、消化器）に吸入、吸収、摂取または
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、頭痛、腹痛など）
②粘膜（呼吸器、眼、消化器）または皮膚から大量に吸入
、吸収、摂取された後、全身に循環して即時的に障害を
起こすもの（急性中毒）
（頭痛、めまい、悪心、振戦、疼痛、意識障害など）

③中長期にわたる反復ばく露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）（慢性中毒）

これらのうち、体内への吸収量の最も多いのは呼吸器から
の経気道（吸入）ばく露と考えられる。

5



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

の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。二次災害の可能性も高い。

「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）
6



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案

7



8

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
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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

主な有機溶剤の固有の有害性（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）

主な有機溶剤の固有の有害性（毒性）
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有機溶剤の健康障害の発生経路と管理

拡散が抑制されていれば作業者
のばく露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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健康診断等により取扱い
物質による健康影響があ
ると判断されれば、医師に
よる就業上の措置の必要

吸収

液体の飛び散り

有機溶剤



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

・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
12



➢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 －

13

※対象物質が規制、未規制に関わらず、上記の措置が労働災
害防止のための有害物管理の基本となる。



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

衛生委員会 調査・審議

安全健康の責務 指導・監督

実施・協力

14



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

15

※管理監督者、作業者ともに、
SDS等を資料として、自分た
ちが使用する有機溶剤等の危
険有害性を知り、適正に使用
するための認識を高めたい。



＜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。

16
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有機溶剤による健康障害防止のために
（リスクアセスメント）

自身らが使用する有機溶剤製品の有害性をそれぞれの立場（管理・監督
者、作業者等）で知って、適正に使用する必要がある。（有害物取扱い
のマネジメント）

◆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
（作業環境管理）

（作業環境測定の実施が義務となっている有機溶剤取扱い作業では…）

◆作業環境測定で場の管理

・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。

・問題にならない作業環境（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））

・排気装置等的確に工学的対策ができているか把握。

（未規制の有機溶剤取扱い作業では少なくとも・・・）
◆SDSによる危険有害性の評価と作業に応じたばく露防止

・SDSの「２．危険有害性の要約」で取扱い化学製品の危
険有害性を知る。

・SDSの「８．ばく露防止及び保護措置で、許容濃度、設
備対策等を確認、対応する。



発散源となる設備の密閉化・自動化
（作業環境管理－工学的対策）

⚫ 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
（作業環境管理－工学的対策）

⚫ 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る。

19
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有機溶剤による健康障害防止のために
（作業管理）

◆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。

・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。

・必要な場合には、保護具を着用する。



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

21

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。



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。

22

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。



周知－作業場への掲示 （作業管理）

23

規則で定められている物質は掲示の徹底！



ラベルで自分たちの使っている
化学物質とその危険性・有害性
を知っておく

24

絵表示の意味も
知っておく



（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
25
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有機溶剤による健康障害防止のために
（健康管理）

◆適正な健康診断で健康状態の把握

・取扱い化学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どう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
など）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】

◆通常勤務で可

◆就業制限の必要

（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など）

◆要療養

【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

27

●健康診断結果の本人への通知
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VOC排出抑制と有機溶剤による
健康障害防止との関係

＜VOC排出抑制のための
方策＞
大気へのVOC排出を抑制
するための対策は、作
業環境、作業の改善を
図る。

＜有機溶剤による健康障害
防止＞
有機溶剤等から作業者の健
康障害を防止するというこ
とは、作業者がばく露しな
いため、作業環境、作業の
改善を図る。

ここでちょっと・・・



VOC排出抑制に係る取り組みと健康障害防止の関係

★自主的なVOC排出抑制に関する事例が公表されている。
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
る。

VOC排出の抑制の推進は、作業者へのばく露防止対策
（健康障害防止措置）にもつながっている。
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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

30



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。

31

・対策事例に掲載されているものに大それたものはない。
・他事業場ができるということは、自分のところでもできる。
・対策事例を参考書にしてできるものを確実に行い、環境への配慮、
作業者の健康管理を意識したい。



これからの化学物質管理の進め方

◆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。

32

化学物質のリスクアセスメントが義務化されたことにより、
事業場等における化学物質の自主的管理が強化された。



これからの化学物質管理の進め方

有機溶剤等

法規制物質 未規制物質

法令に基づいた管理
（ＲＡの実施含む）

対象化学品の危険性・有害性の
把握⇒SDSの活用

リスクアセスメント等（RA）の実施
ＲＡ結果は

作業者へ危険有
害性の周知 リスク低減措置の内容の検討

健康障害防止対策に係る自主的な対応

（対応は規制物質と考え方は同じ。労
働衛生の３管理が基本となる。）

労働衛生の３管理
に基づいた対応
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中小規模事業場において厚生労働省が進める
安全衛生支援事業

「中小規模事業場安全衛生サポート事業」

受託機関：中央労働災害防止協会

https://www.jisha.or.jp/chusho/support.html

◆原則として労働者数が概ね100人未
満の製造業、第3次産業及び鉱業の
業種で、労災保険適用の事業場

作業環境の改善・見直し、作業管理など労働衛生の専門家に相談してみたい！

◆事業場を訪問し、作業現場等を拝見し
ます。作業現場の安全状態や作業方法
の改善等、安全衛生水準の向上に向け
たアドバイスを行います。

◆専門家の交通費や中災防から提供されるサービスに対する費用は
一切かかりません。
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支援のメリット

◆安全衛生の専門家が職場を観察することで、労働災害の防止、職業性
疾病を防止するための改善点を知ることができます。

◆外部の人間が確認することにより、客観的に安全衛生水準を把握する
ことができます。

◆職場環境改善、作業の効率化などにより、安全衛生水準が向上し、生
産性向上につながります。

◆アドバイス実施後も中災防の専門家が継続的にご相談に応じます。

中小規模事業場安全衛生サポート事業

※労働衛生調査分析センターでは・・・
化学物質のリスクアセスメント実施のためのアドバイスの実施が
可能です。
当センターの安全衛生の専門家（管理士等）が事業場にお伺い

し、①作業場の確認により、改善のためのヒント、更なる向上の
ためのアドバイスをいたします。さらに、2回目支援（フォロー
アップ支援）として、②化学物質のリスクアセスメントに関する
アドバイスの実施が可能です。 35

作業環境の改善・見直し、作業管理など労働衛生の専門家に相談してみたい！



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】

化学物質の濃度分析

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
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燕市のトリクロロエチレン対策

燕市商工振興課

令和3年2月2日（火）



１．燕市のトリクロロエチレンの排出抑制方針

■燕産地における現状

県央地域は、全国的に見ても金属加工業等が多く集積している地域

であり、トリクロロエチレンを使用する事業者も多い地域であるといえます。

トリクロロエチレンは、発がん性があるとされており、新潟県が燕市内の

数か所で定期的に実施している大気測定の結果が、たびたび新聞等で

報道されています。大気測定の法律に基づく環境基準は､年平均値が

130μg/㎥以下となっており､令和元年度の測定結果では、燕市はこの

環境基準を達成していますが、全国的に見ても高い水準となっています。

ただちに健康に害を与えるものではないとされていますが、従業員の健康

や燕で働こうとする若者、燕で暮らす人、燕で育つ若い世代の人たちに限

らず、産地のイメージとしては望ましい状況とは言えません。

このことから、産地全体で排出抑制に向けた取り組みを行っていく必要

があります。

■トリクロロエチレンとは

トリクロロエチレンは、金属製品の加工工程で発生する研磨剤の除去や脱脂洗浄に用いられる洗浄剤で、安価で洗浄力

が高いことから、燕産地においても広く用いられています。

適切に取り扱うことで使用を継続できるようにしていく（上手に付き合っていく）必要があります。

性状等 常温では無色透明／揮発性あり／難燃性で引火性はほとんどない

主な用途 工業用洗浄剤（金属脱脂洗浄等）として、金属製品に残った研磨剤の除去、脱脂に用いる。
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２．燕市のトリクロロエチレンの排出抑制に関する対策など

■対策
（１）燕市トリクロロエチレン排出抑制検討会

新潟県が設置した「新潟県トリクロロエチレン排出抑制検討会（平成30年7月～令和2年3月）」の検討により、
事業者向けの「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」が策定されました。
燕市では、このガイドラインの周知、域内の使用実態、排出抑制を推進するため、業界団体、販売業者、検査機関、

新潟県、燕市で組織した 『 燕市トリクロロエチレン排出抑制検討会 』 を令和2年5月に設置。排出抑制の機運を
高めるための方策を協議・検討しています。（第1回会議：5月、第2回会議：9月、意見交換会：9月）

燕市トリクロロエチレン
排出抑制検討会

【業界団体】 燕商工会議所､日本金属洋
食器工業組合､日本金属ﾊｳｽｳｪｱ工業組合

【販売業者】 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを取り扱う市内､
近隣市内販売業者

【環境測定等検査機関】 新潟県が作成した
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに記載されている市内､近隣市検査
機関

【新潟県】 県環境対策課､三条地域振興局
環境ｾﾝﾀｰ

【燕市】 生活環境課､商工振興課

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」の周知、活用と市内事業
者の排出抑制の取組促進方法の検討

② 燕産地における排出抑制に向けた支援策の
検討・活用の促進

③ 各立場における情報の共有 など

1． 「トリクロロエチレン排出抑制ガイドライン説明会」
主催：新潟県／共催:燕市､燕商工会議所

【1回目】R2.7.27 13:30～16:00 燕三条地場産業振興ｾﾝﾀｰ
【2回目】R2.11.5 13:30～16:00 燕市市民交流ｾﾝﾀｰ

2．「環境負荷低減セミナー（VOC排出抑制セミナー）」
R3.2.2 燕市役所１階つばめホール オンライン開催
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

3．トリクロロエチレン排出抑制ガイドラインの配布
・市内業界団体､販売業者､検査機関等の協力を得ながら､
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの配布及び燕市の支援策等をＰＲ

・三条地域振興局環境ｾﾝﾀｰが実施する事業者への立入検査
時にも燕市の支援策等をＰＲ

4．トリクロロエチレン排出抑制ガイドラインの簡易版の配布
・新潟県が策定したガイドラインのうち、排出されやすい場所や注意
点などをまとめたイラスト入りの簡易版資料。
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２．燕市のトリクロロエチレンの排出抑制に関する対策など

■対策

（2）排出抑制に関する各種支援策
トリクロロエチレンの取り扱いは、法令で定められた資格、届出・報告義務、設備の設置などが必要になります。
そのため、新潟県をはじめ、公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO)、中小企業庁、燕市が排出抑制に取り組む

事業者を支援するメニュー等を用意しています。

新潟県

にいがた産業創造機構
（NICO)

中小企業庁

3

http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001308.html

燕市 トリクロロエチレン 検索

燕市

http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001308.html


３．令和２年度 環境負荷低減対策支援事業

（1）研修受講料補助金
燕市内の中小企業者の事業活動に伴い、大気中に排出される揮発性有機化合物の排出抑制を推進するため、指定機関

が実施する資格認定講習受講料の一部を補助します。 ※令和3年度も実施予定で準備を進めています。

■公害防止管理者等資格認定講習
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、公害発生施設を

有する工場においては、資格を持つ
① 公害防止統括者（工場長クラス）1人
② 公害防止管理者（課長、係長クラス）1人

を中核とする公害防止組織の整備が義務づけられています。
トリクロロエチレンを扱う工場は「水質第二種」の資格取得者が2人必要です。

【資格取得試験の概要】
・国家資格（試験）
・毎年1回（受付:春、締切:夏、試験:10月）
・資格認定講習事前セミナーが3年に1回新潟県内開催あり（次回は令和4年に
開催される見込み）

・受験手数料8,200円（非課税）、講習受講料 35,500円（非課税）※

・問い合わせ:一般社団法人産業環境管理協会 03-5209-7713

■有機溶剤作業主任者講習
「労働安全衛生法」により、事業主は有機溶剤を製造又は取り扱う業務で、作

業を従業員に行わせる場合は「有機溶剤作業主任者技能講習終了証」を持つ者
のうちから有機溶剤作業主任者を選任しなければならないとされています。

【講習の概要】
・国家資格（講習）
・毎年7～10回（講習開催日の2ヶ月前から受付開始）
・講習は新潟、三条、長岡、上越で開催
・講習料金（受講料）10,200円＋税、（教材費）1,819円＋税 ※

・問い合わせ:一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 教育研修部
025-379-1020

※各種料金については目安です。詳しくは各団体までお問い合わせください。 4



３．令和２年度 環境負荷低減対策支援事業

（2）専門家派遣補助金
燕市内の中小企業者の事業活動に伴い、大気中に排出される揮発性有機化合物の排出抑制を推進するため、公益財団

法人にいがた産業創造機構（NICO)が実施する生産工程の環境対策に資する専門家派遣事業を受ける際に要する経費
の一部を補助します。 ※令和3年度も実施予定で準備を進めています。ただし、NICO制度の見直し等に伴い補助内容が変更される場合があります。

■緊急経営安定対策 専門家派遣事業
【一般枠、小規模企業枠】
ＮＩＣＯが実施する専門家派遣事業のうち、トリクロロエチレンの排出抑制を目

的とした事業の申請を行い、決定を受けた者を対象に事業者負担金の一部を市が
支援します。
≪ NICO登録専門家（トリクロロエチレン関係）≫

名称：株式会社ＮＳＳ（エヌエスエス）
所在地：燕市吉田東栄町8番11号

名称：一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所
所在地：長岡市新産2丁目12番地7

名称：ミヤマ株式会社 燕工場
所在地：燕市小池3663番1

≪ 申請方法など ≫
・新潟県内に事業所を有する中小企業者
・令和3年2月末日までに専門家による支援を終了できること
・支援完了後10日以内に所定の報告書をNICOに提出できること
・派遣回数 5回まで
・申請者負担 15,000～22,500円
・問い合わせ：公益財団法人にいがた産業創造機構 企業サポートチーム

025-246-0056

■お知らせ
次頁で説明する「燕市環境負荷低減対策支援事業設備改善資金
補助金」の申請を検討する際に、この補助金を活用することが必須条件
にではありません。NICO登録専門家が作成した必要事項が記載されて
いる書類や改善提案書等があれば、申請可能です。

5



３．令和２年度 環境負荷低減対策支援事業

（3）設備改善資金補助金
燕市内の中小企業者の事業活動に伴い、大気中に排出される揮発性有機化合物の排出抑制を推進するため、市内中小

企業が専門家の診断に基づいて実施する環境負荷低減のための設備投資に要する費用の一部を補助します。

■よくある問い合わせ

Q. 研磨装置等の集塵機の場合はこの補助金申請はできますか？
A.できません。
トリクロロエチレンの排出抑制を促進するための補助金のため対象外になります。

Q. 定期的に交換が必要な回収装置の吸着剤の交換費は補助対象になりますか？
A. 対象外です。
この補助金は専門家のアドバイスに基づいて設備を設置したり改修したりする場合
の費用の一部を補助するもので、定期交換部品等の費用は対象外になります。

Q. 補助金の申請書を提出してから補助が決定されるまでにどれくらいの時間がかかり
ますか？

A.１～2週間程度の時間を要します。
申請をいただいてから審査決定することになります。概ね１～２週間程度の時間が

かかりますので、設置・改修工事等の着手前に時間的な余裕を持った申請をお願い
します。

Q.有機溶剤作業主任者の資格取得者は複数いますが、公害防止管理者関係資格
の「水質二種」の資格を持っている者が1人しかいない状態です。申請できますか？

A.申請可能です。
法律で2人以上の配置が義務付けられているので、1年以内に資格取得をお願い
しています。
ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点を鑑み、令和4年に新潟県
内で資格取得講習及び試験が開催されるときまでに資格を取得することを確約して
いただければ申請することができます。また、確約書に基づき毎年資格取得状況を
お聞きします。

Q. チラシに「事業終了後3年間、自主検査の実施状況報告等が必要になります。」
と記載されていますが、どのような報告でしょうか？

A.専門家による定期検査や検知管等を用いた自主的な検査結果を報告してもらう
ものです。 6



３．令和２年度 環境負荷低減対策支援事業

■よくある問い合わせ
Q.今年の3～4月にかけて専門家のアドバイスに基づいて回収装置の改造を行い、
8月頃に回収装置に繋がるダクト工事を計画しています。 3～4月に行った回収
装置の改造分の経費も含めて補助金を申請することはできますか？

A.補助金の交付決定前に支払った経費は申請できません。
補助対象になる経費は、申請に基づき補助金の交付決定を受けた日以降に発生
する経費のみが対象になります。そのため、申請書提出前に支払った経費は対象外
になります。

Q.専門家のアドバイスを受け、ひとまず簡単にできそうな点検口のゴムパッキンの設置
と作業空間を仕切るカーテンを今年の8月に設置し、来年の春頃に回収装置を増設
したいと考えています。補助金の申請は毎年できますか？

A.毎年申請することはできません。
この補助金は、1事業者につき、1回でも交付を受けた時点で申請資格を失います。
また、次年度の補助金の予算枠や支援内容、補助事業を保証するものではありま
せん。 これらの点を踏まえ、各事業者において補助金申請のタイミングや申請対象
にする設備をご検討ください。

Q. 申請書に添付する「専門家による改善提案内容が確認できる書類の写し」と補助
事業完了後に提出する実績報告書に添付する「専門家による効果の検証が確認で
きる書類の写し」はどのような書類ですか？
A.NICOの専門家派遣事業で専門家に登録されている、「一般社団法人新潟県
環境衛生中央研究所」、「株式会社NSS」とは連絡・調整を行っています。その他
の機関をご利用の方は、市役所担当までお問合せください。

【改善提案内容が確認できる書類】
調査日／場所(事業者)／事業内容／洗浄装置の概要※1／排ガス回収装置
の概要※2／洗浄作業頻度／トリクロロエチレンの使用量／作業環境測定結果
／対策※3

※1、※2・・・器具・装置の概要 配置図や写真、稼働状況等を記載したもの
※3・・・現状を分析し、排出抑制のための対策方法や指示を記載したもの
【専門家による効果の検証が確認できる書類の写し】
上記の【改善提案内容が確認できる書類の写し】における対策について、どのように
改善され、どのような効果があったかが客観的に分かる書類であれば結構です。

7



３．令和２年度 環境負荷低減対策支援事業

各補助金の活用事例
令和2年度にこの補助金を活用して排出抑制のための設備改善を図った事業者の実例を一部ご紹介します。

燕市補助金
活用件数

（実施済・実施中）
補助額

(交付済､交付予定額)
備 考

研修受講料補助金 4件（3社） 16千円 有機溶剤作業主任者技能講習 4件

専門家派遣補助金 3件（3社） 120千円
専門家派遣の目的：大気への排出量減少とトリクロロエチレンの使
用量の削減（作業環境の改善）など

設備改善資金補助金 15件（15社） 16,981千円 新設8件･14,345千円／改修7件･2,636千円

※令和3年12月末時点

洗浄装置と関連設備

Ⓐ ワーク出入口の
カーテン設置

Ⓑ 吸い込み口の最適化 Ⓒ 附帯設備のフタ部分
のパッキン交換

Ⓓ 点検窓のパッキンや
コーキング補修

Ⓔ 内部吸排気
ダクトの更新

Ⓕ ケーシング部分の
改修・修繕

回収装置と関連設備など

Ⓖ 回収装置の新設 Ⓗ 洗浄装置から回収装
置への排気の最適化

Ⓘ 吸い込み口の増設

Ⓙ 吸排気の能力アップ Ⓚ 内部・外部の
吸排気ダクトの更新

Ⓛ 冷却装置等の
メンテナンスと改修

下側を封じて上側に変更

※写真は一部イメージを含んでいます。※写真は一部イメージを含んでいます。 8



４．その他

■新潟県が策定したガイドライン等を基に定期的な点検、日常点検、
応急処置や簡単に出来る工夫などをまとめたチラシです。

洗浄装置
洗浄装置にはさまざまなタイプがあります。作業場に設置されている設備に応

じて 「フタをこまめに開け閉めする」 「開口部を必要最小限にする工夫」 「フタ
部分の密着を強化する工夫」 「排出ガス回収装置につながる吸気口の場所
を見直す（下部にあることが最適とは限りません）」 により排出を抑制すること
ができます。

蒸留機、水分離機などの付帯設備
洗浄装置の周辺等に設置されている附帯設備から排出されてしまうケースが

あります。 「開口部を必要最小限にする工夫」 「フタ部分の密着を強化する
工夫」 により排出を抑制することができます。
また、一時的な応急処置としてビニールシート等で被うなどの工夫も有効です。

排出ガス回収装置と吸排気設備
回収装置は排出抑制の絶対的な装置ではありません。洗浄装置本体や付

帯設備から排出される量を減らし、回収装置への負荷を低減（高負荷の場
合は吸着材が短期間で上限能力に達してしまい、交換頻度が高まり、結果と
してコスト増になってしまう）する工夫が必要です。
また、定期的な吸着剤の交換や吸排気装置の能力、ケーシング部分など正

しく管理しなければ作業場よりも高濃度のガスが大気に排出されてしまうケース
もあります。回収装置につながるダクトについても同様で、作業場内に限らず屋
外にも設置されていることから、腐食や積雪等で破損しているかも知れません。
定期的に確認するようにしてください。

その他
・ 洗浄時のワークに液だまりがあると乾燥時に多くのトリクロロエチレンが大気に
排出されてしまいます。使用量を減らすことにもつながるので工夫が必要です。
・ 気化した排出ガスを液体に戻す冷却装置についても近年の猛暑等で能力
を発揮できていないケースもあります。クーリングタワーの落ち葉・コケの除去、
直射日光を避ける工夫、チラーの導入(冷却温度を一定にする装置)が必要
です。
・ 洗浄装置に風があたると気化量を増やすだけではなく、回収装置ではなく作
業場に拡散させてしまいます。冷暖房等の風向きの工夫が必要です。 9



【 お問合せ先 】
燕市産業振興部商工振興課 産業支援係

市役所3階23番窓口
電話：0256-77-8231／FAX：0256-77-8306


