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『皆様こんにちは！』 春本番！ 新年度を迎えたこの時期、街では真新しい制服やスー

ツに身を包んだ人達をたくさん見かけます。清々しい姿は、見る者の心も晴れやかにしてくれます。また、桜

やチューリップなど数々の花も咲きあふれ、あらゆる生物が活発に活動を始める季節でもあります。日本の

四季を次世代のこども達に残していくために、少しでも地球にやさしい行動を始めてみてください。 

さて、今回の『協議会だより 第２２号』は、北河内４市リサイクル施設組合が先日行いました環境調査結

果の報告がメインとなりました３月２１日（金）の第２２回協議会（自治会選出委員の出席者数１２名）の内容

をお知らせします。 

まずは、協議会の次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全について、事務局から環境調査の結

果報告と大阪大学大学院准教授の近藤明先生の解説が次

のとおりありました。 

 

◎ T-VOC 等の調査レポート 

北河内４市リサイクルプラザ排出空気のトルエン・

T-VOC 連続モニタリングにおいて、高い値を示してい

る事への対応と、透明かつ効果的な管理を行うために調

査を実施しましたので、その結果を報告します。 

１．現況としましては、 

(1) トルエンは、ほとんど検出されていません。 

(2) T-VOC 濃度の値が、施設稼動以降大きく乱高下

しておりまして、その範囲は切り上がってきている

状態です。 

２．今回の調査項目としましては、 

(1) 周辺環境へ影響を与えているのかどうか？に関

する項目として、 

Ａ．測定業者によります 5 日間測定…（敷地境界線(外

気)とチャンバー室(施設内空気の排出口)の２ヵ所で

測定） 

※〔測定業者は、GC マスという分析方法で測定しま

す。施設稼動前の事前調査として、昨年の3 月と

11 月にも、この方法で測定しています。〕 

(2) 連続測定器と測定業者が測定する値が同じなの

か？に関する項目としまして、 

Ｂ．チャンバー室内空気の測定業者によるT-VOC の30

分測定…（施設の稼働前／稼働中／稼働終了間際を各

３回ずつ測定） 

※〔連続測定器とは、施設で自動的に 24 時間連続測

定している FID という分析方法の測定器で、この

測定値が電光掲示板に表示されています。〕 

(3) 高い値の原因を調べるための項目としまして、 

Ｃ．チャンバー室内空気の測定業者によるブタン等の濃

度測定…（施設の稼働前／稼働中／稼働終了間際を各

３回ずつ測定） 

３．それらの測定結果と結論ですが、 

Ａ．測定業者によります5 日間測定の結果は、表1 のと

おりで、規制値が定められていますｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝからﾃﾄ

ﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝまでの4 物質と、アルデヒド類の2 物質に

つきましては、いずれの測定値も規制値を大きく下回

っていまして、ほとんど敷地境界線（外気）よりチャ

ンバー室（排出口）の方が低い濃度でした。この事か

ら、基準が定められている有害な物質としては、施設

の稼動によって環境に影響は与えていない事と活性

炭の効果は出ている事が確認できました。また、昨年

の3 月と11 月に実施しました事前調査と比較しても、

今回の結果は問題となるものではありませんでした。 

しかしながら、T-VOC は電光掲示板で高い値が出

ていることを裏付ける結果でした。この事は、Ｃの測

定結果で解説します。 
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表２               （単位：μg/㎥） 

 測定業者による 

測定値（測定時間）

連続測定器による 

測定値（測定時間）

2300（ 8:10） 2416（ 8:16）

2900（13:20） 3588（13:16）3 月5 日 

2600（17:00） 3616（16:46）

3100（ 7:00） 4341（ 6:46）

3700（11:05） 7751（11:16）3 月7 日 

3500（21:00） 7942（20:46）

5800（ 8:00） 14733（ 7:46）

6100（11:00） 13465（10:46）3 月10 日 

4700（17:00） 9097（16:46）
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表３               （単位：μg/㎥） 

3 月5 日 
 

8:10 13:20 17:00 

T-VOC 2300 2900 2600

ｲｿﾌﾞﾀﾝ･ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾀﾝの濃度

（T-VOC に占める割合） 

2039 

(88.7%） 

2461

(84.9%）

2057

(79.1%)

ｲｿﾍﾟﾝﾀﾝの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

34 

(1.5%) 

53

(1.8%)

49

(1.9%)

ｴﾀﾉｰﾙの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

47 

(2.0%) 

140

(4.8%)

180

(6.9%)

割合の合計 92.2% 91.5% 87.9%

3 月7 日 
 

7:00 11:05 21:00 

T-VOC 3100 3700 3500

ｲｿﾌﾞﾀﾝ･ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾀﾝの濃度

（T-VOC に占める割合） 

2635 

(85.0%) 

2972

(80.3%)

2703

(77.2%)

ｲｿﾍﾟﾝﾀﾝの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

45 

(1.5%) 

56

(1.5%)

61

(1.7%)

ｴﾀﾉｰﾙの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

190 

(6.1%) 

270

(7.3%)

320

(9.1%)

割合の合計 92.6% 89.1% (88.0%)

3 月10 日 
 

8:00 11:00 17:00 

T-VOC 5800 6100 4700

ｲｿﾌﾞﾀﾝ･ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾀﾝの濃度

（T-VOC に占める割合） 

3743 

(64.5%) 

3603

(59.1%)

2553

(54.3%)

ｲｿﾍﾟﾝﾀﾝの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

630 

(10.9%) 

590

(9.7%)

320

(6.8%)

ｴﾀﾉｰﾙの濃度 

（T-VOC に占める割合） 

720 

(12.4%) 

830

(13.6%)

670

(14.3%)

割合の合計 87.8% (82.4%) (75.4%)

  測定場所 
ｼﾞｸﾛﾛ 

ﾒﾀﾝ 
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ 

ﾎﾙﾑ 

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ｱｾﾄ 

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
T-VOC

敷地境界 2.9 1.5 0.96 0.85 3.4 4.3 570① 3 月5～6 日 

チャンバー室 1.6 0.23 0.14 0.015 1.0 3.0 2500

敷地境界 4.7 2.1 1.5 1.5 2.1 3.2 910② 3 月6～7 日 

チャンバー室 3.1 0.32 0.22 0.037 1.4 3.5 3100

敷地境界 1.4 1.6 0.42 0.49 1.4 2.2 550③ 3 月7～8 日 

チャンバー室 2.9 0.29 0.18 0.015 1.3 3.3 3500

敷地境界 0.81 1.5 0.11 0.20 1.3 2.3 500④ 3 月8～9 日 

チャンバー室 2.3 0.25 0.13 0.015 0.88 1.4 3100

敷地境界 2.3 1.8 0.69 0.39 2.4 3.4 1100⑤ 3 月9～10 日 

チャンバー室 4.3 1.0 0.61 0.12 1.4 2.9 4600

【参考】 

規制値（*環境基準 **室内環境指針） 
*150 *3 *200 *200 **100 **48 ― 
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表１                                           （単位：μg/㎥） 



 ３

Ｂ．チャンバー室内空気の測定業者によるT-VOC の30

分測定の結果は、表２のとおりで、T-VOC の値は絶

対値ではなく、測定方法により値が大きいほど大きく

乖離する事がわかりました。そして、それをグラフに

しますとその値に相関性がある事がわかりました。 

なお、測定業者と測定器のメーカーからの説明によ

りますと、測定値はどちらの結果も間違いではなく、

分析方法の違いによるものであるとの報告を受けて

います。 

Ｃ．チャンバー室内空気の測定業者によるブタン等の濃

度測定の結果は、表３のとおりで、T-VOC の中にｲｿ

ﾌﾞﾀﾝ･ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾀﾝとｲｿﾍﾟﾝﾀﾝ、ｴﾀﾉｰﾙが検出されました。

それらのT-VOC に対する割合は、75.4％～92.6％で、

表１のチャンバー室における T-VOC の値のうち、ﾌﾞ

ﾀﾝ等の割合を除けば、ほぼ敷地境界（外気）と同じレ

ベルになる事がわかりました。 

なお、ブタン類はライターやカセットコンロのボン

ベ・ヘアースプレーなどの代替フロンとして利用され

ているほか、発泡スチロールの発泡ガスとしても使用

されています。イソペンタンは外国製の発泡スチロー

ルの発砲ガスに使用されたり、ヘアースプレーなどに

も使用されています。また、エタノールはお酒の成分

で、飲み残しなどだと思われます。ライターやボン

ベ・スプレー等は異物ですので、できる限り施設に持

ち込まれないように啓発などで働きかけをしていき

ますが、発泡スチロールの中に閉じ込められているも

のは、対象物であるため持ち込を阻止する事はできな

いものなのですが、これらには毒性はなく、危険とな

るような濃度ではありません。 

４．まとめとしまして、 

T-VOC の高い値は、ブタン等が原因となっている事

と、測定業者の分析方法より連続測定器の測定値の方が

大きな値を示す事が、原因とわかりました。 

施設排出空気の連続測定と電光掲示は、そもそも未

知･既知の物質による周辺環境への影響を確認する事と

活性炭の破過（効果がなくなる時）を見定めて、適正な

施設の維持管理とその情報開示をするために設けたも

ので、ブタン等の特定の物質の検出度合によって大きく

値が増減し、未知･既知物質の状況が確認できなくなっ

ては、設置した意味がなくなってしまいます。 

そして今、組合ではT-VOC 連続測定の方法を今後ど

のようにしていくのかについて、検討を行っているとこ

ろです。 

◎ 大阪大学大学院工学研究科 准教授 近藤明先生に

よる解説 

 

 

毎日のT-VOC の推移をみますと、施設の運転によっ

て値が上昇し、運転が終了すると下降している状況から、

ライターやボンベ・スプレー等や発泡スチロールが搬入

され、施設内にブタンガス等が拡散している事が原因だ

と推測されます。ただ、施設が稼動していない 3 月 8

日（土）から10 日（月）の朝にかけて値が高くなって

いることに関して、記憶が間違っていなければ10 日前

後は黄砂が大変多かった時であり、日本全体でその影響

があったとも考えられますので、それらのデータも検証

する必要があると思います。外気の影響を受けているか

も知れません。 

次に、敷地境界（外気）とチャンバー室（排出口）で

の測定結果についてですが、環境基準で規制されている

4 物質（ジクロロメタン、ベンゼン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン）の中のベンゼンは、一般的

に規制値と大気との差があまりなく、時として規制値を

超えることもあるため一番問題視されていますが、他の

３物質は、一般大気中の濃度は低く、問題にはなりませ

ん。今回の測定結果から、チャンバー室でのベンゼン濃

度はかなり低い値ですが、ベンゼンの主な原因は自動車

の排気ガス等である事から考えますと、このような施設

では当然の値で、問題はないと考えます。 

 T-VOC については、敷地境界とチャンバー室を比べれ

ばチャンバー室で高い値となっていますが、物質的には

ブタン・イソペンタン・エタノールが殆どを占めていま

す。まずは、何から出ているのかを調べることが重要で、

今推測されているものが原因であれば、一般家庭でもあ

るものですので、集まったことで濃度が高くなっている

と考えられます。 

後に、連続測定器と測定業者の分析方法の違いで値

が大きく異なる事については、今まで連続測定器を使用

した経験がないのでコメントはできませんが、その違い

については調べる必要があると考えます。 

 

以上の報告･解説に対して、各委員からは次のよ

うな意見や質問が出されました。 

 

○ 家ではボンベ･スプレー缶は穴を空けてから出すよう

にしているが、家でガスを出すことに問題はないのか？ 

（回答（事務局）：寝屋川市ではボンベ･スプレー缶は、拠

点回収を行っており、穴を空けていただく必要はありま

せん。） 

○ T-VOC の成分として、一般的にブタン･イソペンタン･

エタノールの割合が多いものなのか？ 

また、毒性はないのか？ 

（回答（近藤先生）：この施設で測定したT-VOC の成分に
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それらが多く検出されただけで、一般大気中でのブタ

ン･イソペンタン･エタノールの割合は大変低い。また、

有害ではないので、スプレー等で使用されています。） 

○ T-VOC の成分の８割をブタン等が占めているが、こ

の濃度は心配のない濃度なのか？ 

（回答（近藤先生）：敷地境界とチャンバー室では T-VOC

の値が５倍近くになっているのは事実で、それを問題と

するかしないかをコメントすることはできない。ただ、

これくらいの濃度であれば、外気に出ればすぐに拡散し、

百メートルも離れれば殆ど検出できないぐらいになる

と思います。） 

○ 裁判で問題になっている有害物質とは、ブタン･イソ

ペンタン･エタノールのことなのか？ 

（回答（事務局）：圧縮する際に未知･既知の有害物質が出

て、付近の住民の方々に影響を与えるという事で、裁判

が始まっています。ブタン等は、施設に搬入されるもの

に含まれているもので、専門委員会で行った圧縮試験の

際は、家庭から出されたプラスチックごみを使用しまし

たが、ブタン等は揮発性が高いことから、試験の時には

すでに発散していたと考えられます。） 

○ 東京の杉並病は、圧縮した際にガスが出るということ

で問題になったのではないのか？ 

（回答（事務局）：杉並病は、公害等調整委員会が裁定を

行い、排気中の化学物質が原因とされたが、昨年の東京

地裁の判決では、施設の排水の中に含まれている硫化水

素が原因であるとされています。） 

○ 住民の方々に自信をもって「大丈夫です」と説明でき

る根拠を示して欲しい。 

（回答（事務局）：施設の排出空気の大部分は毒性のない

ブタン･イソペンタン･エタノールであり、有害とされて

いるベンゼン等の規制4物質やアルデヒド類の2物質と

も、全て基準値等を下回っており、問題はありません。） 

○ 今後も電光表示は今の T-VOC のままで行っていくの

か？ 

そうであれば、今回と同じように高い値が出ても、そ

のつど成分を調べる必要が生じるのではないか？ 

（回答（事務局）：対応策の一つとして、現在は連続測定

器の質量設定を35 からとしていますが、厚生労働省が

示している室内環境指針の質量設定（86～226）にすれ

ば、8 割ほど低い値とする事が可能ですが、一方では、

8 割以上を占めているブタン等をどのように扱うのか

という課題が残りますので、どのように対応するかは、

もう少し検討する時間をいただきたいと思います。ただ、

1 万数千μg/㎥はppm で表すと数ppm レベルであり、

それらを取り除く方法があるのかないのか、取り除けた

としても相当な設備と費用が必要と思われ、無害の物質

に対しての対応についても検討する必要があります。） 

○ 対策するための費用よりも、市民の健康を守り、不安

を取り除く事を一番に考えてもらいたい。 

（回答（事務局）：どのような方法が 良であるのか調査･

検討していますので、もう少し時間をいただきたい。） 

 

次に、主な事務の報告について 

事務局からの説明がありました。  

 

○ 北河内４市リサイクル施設組合議会平成２０年第１

回定例会について 

２月２６日に定例会が開催され、平成１９年度補正予

算、平成２０年度予算が審議され全て可決されました。 

○ 施設のPR について 

  ３月３日から７日までの間、４市の小中学校の校長会

におきまして、環境学習の一環として、4 年生等の社会

見学に利用していただきたい、とPR を行いました。 

 

次に、施設の運転について 

事務局からの説明がありました。  

 

３月1日から20日までの間のプラスチック類の搬入

量と処理状況につきましては、搬入量は 598.27ｔ、処

理量は 599.52ｔ、搬出量は（成形品）プラ 502.68ｔ･

PET25.02ｔ、（残渣）可燃51.35ｔ･不燃1.37ｔでした。 

 

次に、次回の協議会について 

協議会のテーマは、①自治会役員改選に伴う協議会委

員の交代について ②役員改選（議長・副議長）について

③主な事務の報告について ④環境保全について ⑤協

議会の運営について ⑥その他、で平成20 年４月17 日

(木)午後7 時半から行うことに決まりました。 

 

                                                              
北河内４市リサイクル施設組合の事業には、今後ともご理解･ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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