
 

 

          

（令和３年９月 29 日発表） 

～10 月は「ＰＣＢ廃棄物処理推進月間」～ 

高濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間終了が近付いています！ 
 

 

別紙資料  有                             

 ぜひ周知をお願いします 

◆ アピールポイント 

・東海地区における高濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間は、令和４年３月

31 日までとなっています。 

・そのため、10 月を「ＰＣＢ廃棄物処理推進月間」と定め、処分

期限周知活動と処分促進活動を行います。 

◆ 期   間 令和３年 10 月１日（金）から 10 月 31 日（日）まで 

◆ 実 施 機 関 

東海地区の４県８市 

（愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、

一宮市、豊田市、岐阜市、静岡市、浜松市） 

◆ 実 施 内 容 

（4県８市共通） 

【PCB とは】 

人工的に作られた油状の化学物質で、工場等にて変圧器、コンデン

サーなどに使用されていました。人体への健康被害が社会問題とな

り、現在は製造・輸入ともに禁止されています。 

（※詳細は、別紙をご覧ください。） 

 

【高濃度 PCB 廃棄物の処分漏れがあった場合】 

処理期限終了後は、処理施設が閉鎖し、PCB 廃棄物を処理するこ

とができなくなります。 

 

【PCB 廃棄物処理推進月間の取組み】 

高濃度 PCB 使用の変圧器・コンデンサーの処分期限を周知し、 

処分漏れを無くすために、次の内容を実施します。 

（★マークは静岡市独自の取り組みです。） 

（１）協力機関における啓発チラシ等での周知 

静岡市では、以下の機関に周知のご協力をいただいています。 

中部電気保安協会     チラシ 3,000 部配布 

中部電気管理技術者協会  チラシ 2,000 部配布 

（２）環境省制作 CM の放送 

（３）★広報紙 10 月号、区窓口モニターでの周知  

（４）★静岡市と処理施設（JESCO）が、未契約の PCB 廃棄物 

保管事業者を訪問し、契約手続き等を支援。  

【問合せ】廃棄物対策課適正処理推進係  

(静岡庁舎 13 階) 
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参考 

１ ＰＣＢとは 

  ＰＣＢとは Poly Chlorinated Biphenyl（ポリ塩化ビフェニル）の略称で、人工的に

作られた、 主に油状の化学物質です。ＰＣＢの特徴として、水に溶けにくく、沸点が

高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を

有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な

用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。 

 

２ ＰＣＢが使用された電気機器 

  ＰＣＢが使用された代表的な電気機器等には、変圧器（トランス）やコンデンサー、

安定器があります。変圧器とは電圧を変える装置であり、コンデンサーとは電気を一

時的に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。 

  ＰＣＢが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されてお

り、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。なお、工場や学校

などの施設に使用されていた蛍光灯が対象で、一般家庭の蛍光灯にＰＣＢを使用した

ものはありません。 

  また、受電設備の電気機器以外にも、1980 年までに製造・販売されたＸ線発生装置、

溶接機、昇降機（エレベーター・エスカレーター）制御盤には高濃度ＰＣＢを含むコ

ンデンサー等が組み込まれているものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

変圧器（トランス）     コンデンサー        安定器 

 

 

 

 

 

 

Ｘ線発生装置、溶接機、昇降機（エレベーター・エスカレーター）制御盤 

 

※ 通電中の電気機器は感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者に御

連絡ください。 
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３ ＰＣＢの毒性 

  ＰＣＢが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968 年に発生したカネミ

油症事件があります。カネミ油症は、1968 年 10 月に、西日本を中心に、広域にわたっ

て発生した、米ぬか油による食中毒事件です。症状は、吹出物、色素沈着、目やになど

の皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。 

 

４ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理 

高濃度ＰＣＢ廃棄物は、国が全額出資している中間貯蔵・環境安全事業株式会社

（ＪＥＳＣＯ
ジ ェ ス コ

）が全国５箇所のＰＣＢ処理事業所において、処理対象区域を割り当て

て進めています。東海４県の高濃度ＰＣＢ変圧器・コンデンサー等はＪＥＳＣＯ豊田

で、安定器及び汚染物等はＪＥＳＣＯ北九州で処理しています。（次ページ参照） 

なお、ＪＥＳＣＯ北九州において処理される県内の安定器及び汚染物等については、

2021 年３月末に処分期間が終了しています。万が一、ＰＣＢが使用された安定器等が

発見された場合は、至急、ＰＣＢ特措法を所管する各県市まで御連絡ください。 

 

５ 計画的処理完了期限と処分期間 

ＪＥＳＣＯのＰＣＢ処理事業所ごとに計画的処理完了期限が定められており、計画

的処理完了期限内に確実にＰＣＢの処理を完了するため、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者

等がＪＥＳＣＯへＰＣＢ廃棄物の処分を委託する期限として処分期間が定められてい

ます。 
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ＪＥＳＣＯのＰＣＢ処理事業所及び処理対象区域 

 

 

 

高濃度ＰＣＢ使用の変圧器・コンデンサー等の処分期間 

 

処理事業エリア 処理する事業所
変圧器・コンデンサー等の

処分期間

【参考】
安定器及び汚染物等の

処分期間等

北九州 JESCO北九州 終了
（2018年3月31日まで）

大阪 JESCO大阪 終了
（2021年3月31日まで）

豊田
（愛知県、岐阜県、
　静岡県、三重県）

JESCO豊田

東京 JESCO東京

北海道 JESCO北海道

2022年3月31日まで

終了
（2021年3月31日まで）

【ＪＥＳＣＯ北九州】

2023年3月31日まで
【ＪＥＳＣＯ北海道】



JESCO PCB処理営業部 登録担当
TEL： 03-5765-1935

高濃度PCBが使われた電気機器が
残っ ていませんか？

高濃度PCBが使われた電気機器は2022（ 令和４ ） 年３ 月末を過ぎると 、

処分ができなく なり ます！（ 使用中の電気機器も対象です！）

1953年から1972年に国内で製造さ れた変圧器・ コ ンデンサーには、 絶縁油に高濃度PCBが使

用さ れた事例が散見さ れているのでご注意く ださ い。 該当の機器をお持ちの場合は、 早期にPCB

含有の有無を確認し 、 2022（ 令和４ ） 年３ 月末までに処理をし てく ださ い。 普段、 気が付かない

所にPCBが使用さ れた電気機器が残っているこ と があり ます。

以下の電気機器がないか探し てく ださ い！
※通電中の電気機器は感電の恐れがあり 大変危険です。 必ず電気主任技術者等にご連絡く ださ い。

高濃度PCBが使われた電気機器を見つけたら、

直ちにJESCOと 行政（ 裏面） に連絡し てく ださ い。

◎上記の電気機器の他、 PCBが使用さ れている電気機器には、 リ アクト ル、 サージアブソーバー、 計器用変成器、

整流器、 開閉器、 遮断器等があり ます。

受電設備の電気機器以外にも、 1980年まで

に製造・ 販売さ れたＸ 線発生装置、溶接機、

昇降機（ エレベータ ー・ エスカレータ ー）

制御盤には高濃度PCBを含むコ ンデンサー

等がく みこまれているものがあり ます。

Ｘ 線発生装置、 溶接機、 昇降機（ エレベーター・ エスカレーター） 制御盤

JESCO豊田 PCB処理事業所 営業課
TEL： 0565-25-3405

変圧器・ コ ンデンサー等の
「 処理時期・ 契約関係」 に関する窓口

【 変圧器】 【 コ ン デン サー】

「 登 録」 に関する窓口

判別方法や発見事例は裏面を御覧く ださ い

高濃度 PCB が使われた電気機器の処理期限 2022（ 令和４ ）年３ 月末まで
（ 岐阜県、 静岡県、 愛知県、 三重県）



高濃度PCBが使われた電気機器は、 以下のよう な
場所からも発見さ れています！

対象の製品が新たに見つかっ た場合、 まずは銘板に記載さ れている

情報を基に、 高濃度PCBかどう かの判別を行っ てく ださ い。

【 変圧器・ コ ンデンサー等】

銘板に記載さ れている型式または製造年月を確認する。

1973年以降の製品には高濃度PCBは使われていません。

１ の情報を元に、 各メ ーカーに問い合わせるか、

（ 一社） 日本電機工業会のホームページ

（ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_ha

nbetsu.html） を参照し 、 PCBの有無を判別する。

１ .

２ .

【 Ｘ 線発生装置、 溶接機及びエレベータ ー等制御盤】※

銘板に記載さ れている型式または製造年月を確認する。

1981年以降の製品には高濃度PCBは使われていません。

１ の情報を元に、 各メ ーカーに問い合わせる。

１ .

２ .

≪高濃度PCBを含むかどう かの判別方法≫

銘 番

銘板標記例

① 見つけにく い場所（ 薄暗い場所に置かれたステンレス製の箱、 電

気室内の資材の中、 使用中の電気機器の隙間） から 変圧器やコ ンデ

ンサーが発見さ れた！

② 壁面の配電盤から低圧コ ンデンサーが発見さ れた！

③ 廃業予定の病院の奥から 高濃度Ｐ Ｃ Ｂ が使われた古いレント ゲン

装置が発見さ れた！

④ 解体中の倉庫からコ ンデンサーが発見さ れた！

⑤ 高所に設置さ れた受電設備からコ ンデンサーが発見さ れた！

※　 環境省「 ポリ 塩化ビフ ェ ニル（ PCB） 早期処理情報サイト 」 の「 掘り 起こ し 調査等における

高濃度PCB廃棄物等の発見事例」 一部抜粋・ 改変

○　 豊田事業エリ アの安定器や汚染物等は､2021年３ 月末に処分期間が終了し まし た。 万が一、 PCBが使用さ れた安定器等が発

見さ れた場合は、 至急、 各県市の産業廃棄物担当課までご連絡く ださ い。

※　 これらの装置には高濃度PCBを使用し たコンデンサーが内蔵さ れている場合があり ます。

通電中の電気機器は感電の恐れがあり 大変危険です。 必ず電気主任技術者等にご連絡く ださ い。

PCB廃棄物処理に係る東海地区広域協議会

溶接機の例

内蔵コンデンサー

岐阜県

愛知県

岐阜市

浜松市

豊橋市

一宮市

廃棄物対策課

資源循環推進課

産業廃棄物指導課

産業廃棄物対策課

廃棄物対策課

廃棄物対策課

058-272-8217

052-954-6237

058-214-2170

053-453-6110

0532-51-2407

0586-45-5374

静岡県

三重県

静岡市

名古屋市

岡崎市

豊田市

廃棄物リ サイク ル課

廃棄物・ リ サイク ル課

廃棄物対策課

廃棄物指導課

廃棄物対策課

廃棄物対策課

054-221-2424

059-224-2475

054-221-1364

052-972-2392

0564-23-6871

0565-34-6710

PCB全般に関する相談窓口（ 平日10時～12時、 13時～17時）

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 0120-985-007


