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令和元年度第１回 旭川市中園廃棄物最終処分場監視委員会 会議録  

 

 日 時  令和元年５月１７日（金） １５：１５～１６：００  

 場 所  旭川市廃棄物処分場 会議室  

 出席者  〇旭川市中園廃棄物最終処分場監視委員会  

 委員１２人（定数１５人）  

・松藤敏彦・吉田英樹・小寺史浩・山口篤・荒川忠基・荒川信基  

・北井ひとみ・北邑英治・品川功・林上紀子・伊藤正司・安田千恵子  

 

 事務局 ７人  

・高田環境部長・渡辺環境部次長（廃棄物処理課長事務取扱）  

・尾崎廃棄物処理課主幹（旭川市廃棄物処分場所長事務取扱）  

・内藤旭川市廃棄物処分場主査・青山同主査・後藤同主任  

・秋元同主任  

公開・非公開  公開  

傍聴者の数  ０  

報道機関  ０  

調査検討事項及び  

資料等  

 (1) 令和元年度定例会議及び調査検討計画について（資料１） 

 (2) 平成３０年度環境調査の結果について（資料２） 

 (3) その他  

   ・道内廃棄物処理施設の視察について（資料３）  

   ・自主基準値の見直しについて  

   ・中園廃棄物最終処分場の融雪期における浸出水の対応につい

て  

   ・中園廃棄物最終処分場災害復旧工事について  

   ・勉強会のテーマについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 -

議事内容  発言者  発言の要旨  

１ 開会  事務局  会議に先立ち廃棄物処理課主幹から，４月１日付け人事異

動に伴う職員の昇任について報告した。  

廃棄物処理課主幹により開会宣言。  

配付資料の確認と会議時間について説明後，会長に議事の

進行をお願いした。  

２ 調査検討事項

(1) 

 

（ 前 回 会 議 録 確

認）  

会長  本日の中園廃棄物処分場監視委員会の出席委員は１５名中

１２名で，定足数に達していることから，これより議事に入

る。  

会長  前回の会議確認のため，会議録を添付しているが内容に異

議はないか。  

委員  （異議なし）  

会長  前回の会議録内容は確認された。  

会長  調査検討事項(1)令和元年度定例会議及び調査検討計画に

ついて，事務局から説明願いたい。  

事務局  （資料１により，令和元年度定例会議及び調査検討計画につ

いて説明した。）  

会長  ただいまの事務局からの説明について，質問，意見はある

か。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  調査検討事項(1)について，よろしいか。  

委員  （異議なし）  

会長  調査検討事項(1)は承認された。  

３ 調査検討事項

(2) 

会長  続いて，調査検討事項(2)平成３０年度環境調査の結果につ

いて，事務局から説明願いたい。  

事務局  資料の訂正があるのでお伝えする。ｐ１８内の「表３．６

地下水の調査結果」において，ふっ素の基準値と参考基準値

が記入漏れとなっている。基準値を「－」，参考基準値を「０．

８以下」と記入していただきたい。  

（資料２により，平成３０年度環境調査の結果について説明

した。）  

会長  ただいまの事務局からの説明について，質問，意見はない

か。  

委員   ガスの流速とは，測定する管から出るガスの速さでよいか。 

事務局  そのとおりである。  

会長  測定はガス抜き管とモニタリング井戸，どちらで行ってい

るのか。  

事務局  モニタリング井戸で行っている。  
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 会長  モニタリング井戸はいつも使用しているのか。  

事務局  使用している。  

会長  モニタリング井戸を開けてから，どのくらい時間が経って

から計測を開始しているのか。  

事務局  ５分から１０分経過した後に計測を開始している。  

会長  井戸の直径は何ｃｍか。  

事務局  約２０ｃｍである。  

会長  ガス流速の測定方法は，石けん膜を用いる方法か。  

事務局  そのとおりである。  

会長  調査結果で，ガスの流速が０．００１ｍ／ｓと記載されて

いるが，この流速は０ｍ／ｓと考えて良い。人間は０．１ｍ

／ｓも感じることはできない。流れていると感じることが出

来るのは，０．２ｍ／ｓや０．３ｍ／ｓからであることから，

ほぼ０ｍ／ｓと考えてよい。  

副会長  実際はガスの量で測っている。１分間にガスが何リットル

出ているか測定し，それを換算して流速を算出している。  

廃棄物学会では，処分場の廃止を判断する目安として，埋立

地から発生するガスの量が増えていないということを一つ

の基準としている。具体的な数値を示してはいないが，１５

年前の学会では，１分間に１リットルくらいガスが出ている

と，活発に発生している目安にして良いのではないかとの意

見があった。今の中園廃棄物最終処分場では，ガスが１分間

に１リットル出ているモニタリング井戸はない。  

会長  処分場廃止に係るガスの基準を，副会長より説明願う。  

副会長  現行の処分場の廃止基準では，ガスが増えていないことが

廃止の要件となる。増えていないことというのは，埋立地内

の廃棄物の分解が終わり安定した状態にあることを示して

おり，このような状態に至ると，汚染の広がりはないと考え

て良いこととなっている。  

ただし，ガスの量について，国の数値の基準はない。様々

な機関で流速を計測しているが，数値の基準がないのはおか

しいということで，学会としては１分間に１リットル未満

は，ほぼ出てないと判断して良いと認識している。  

会長  メタンガスの濃度が高くなっているが，廃止基準はどうな

っているのか。  
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 副会長  メタンガス濃度の基準はない。メタンガス濃度が高いとい

うことは良いことではないが，６０％でも０．１％でも，ガ

ス濃度の基準がないので廃止手続き上は問題となることは

ない。学会では目安の基準として，爆発限界の５％未満とし

ている。これを全国的に適用すると，全く廃止ができなくな

る。ガスが出ているところに顔を付けることも，火を付ける

ことも，実際にはあり得ないので，ガスは空気中に拡散する

ことから，爆発限界の５％未満という数値は非常に厳しい基

準である。全国には，この学会の基準を適用しているがため

に廃止できない処分場があるようで，問題にもなっている。 

会長  モニタリング井戸に蓋をせず，常時開放した状態で計測す

るとどうなるか。  

副会長  今よりメタンガス濃度は大きく下がる。  

蓋をして締め切っていると，内部の温度が上がり，ガスも

貯まっているので，今回の計測でも濃度の高い箇所があっ

た。  

会長  ガスの発生量と内部温度には問題がない。一方で，浸出水

の水質は自主基準を超えている項目があり，SS は自主基準

値を下回る見込がない。このことから，地元住民の同意を得

て，自主基準値を法定基準に戻す手続きを進めている。基準

の変更は来年からになるのか。  

事務局  現在，変更申請の審査中で，書類提出後，約半年で審査結

果が出る。  

中園廃棄物最終処分場を廃止するためには，基準の数値を

審査終了後から２年間超えないことが条件となる。  

副会長  ２年間のどこかで基準を超えると，そこから改めて２年間

ということになる。  

会長  焼却施設のダイオキシンの場合は，測り直しが許されてい

る。浸出水の水質は降水により変動するため，測定するタイ

ミングを適切に選択する必要があると思う。  

自主基準値を低くすることで，安全性が高くなると思われ

ているが，必ずしもそうではない。例えば，お茶やビール，

米のとぎ汁は BOD も SS も高い。自主基準値は危険のない

ものまで基準を下げている。そこで，自主基準値を法定基準

値に戻そうとしているのである。  

このまま法定基準を２年間満たし，廃止になると維持管理

費を年間１億円削減することが可能になる。  
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 副会長  廃止の基準にはないのだが，濃度が２０％や３０％のメタ

ンガスが出ている場所を放置することはできないので，跡地

の管理は必要である。浸出水処理施設を停止することは可能

だと考えている。  

会長  副会長は，モニタリング井戸以外のガス抜き管についても

調査を行っているか。それらの管からもメタンガスは検出さ

れているか。  

副会長  ガス抜き管の出口に蓋をしていないと，常時空気が入って

いるのでほとんどガスは検出されない。２０～３０ｍ以下の

深い場所だとメタンガスが貯まっている箇所もあるが，ほと

んどの管で出口付近ではメタンガスは検出されていない。出

口付近でもメタンガス濃度が高い管が１，２本あるが，９０

数本中の１，２本が高いからと言って問題視する必要はない

と思う。  

会長  自主基準値を見直した後，廃止までの２年間で検討すべき

ことがある。例えば，廃止後にガス抜き管をどう管理するか

という問題があり，一般的に処分場跡地に運動場を造るとき

は，ガス抜き管を付けておき常に監視する必要がある。今後

どうやって管理をするのか，議論になってくる。この監視機

関で，跡地の話は議論するのか。  

事務局  地域住民と取り交わした協定の中では，自然に還すことと

なっている。  

会長  跡地の活用方法については，自主基準値見直しが決定した

あとで，当監視機関の話題として取り上げたいと思う。  

会長   他に意見，質問はないか。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  以上の内容で御承認いただけるか。  

委員  （異議なし）  

会長  調査検討事項(2)は承認された。  

４ 調査検討事項

(3) 

会長  続いて，その他として事務局から説明願いたい。  

事務局  

 

今年度は委員改選後，２年に一度行っている，道内の他自

治体の廃棄物処理施設視察を１０月に予定している。  

（資料３により，過去の視察先について説明した。）  

視察先へは，市のマイクロバスを使用するが，往復３００

ｋｍ以内の場所と決められている。視察先の希望があれば視

察先と調整する。なければ事務局で選定させていただきたい

と考えている。実施日はマイクロバスの予約が必要なため，

事務局で設定後，後日連絡する。  
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 会長  視察候補地のリストがないと，なかなか決められないと思

うが意見はあるか。  

以前視察した場所でも良いのか。  

事務局  良い。  

副会長  片道１５０ｋｍはどこまでか。  

事務局  北は名寄，東は北見，西は札幌まで行ける。  

会長  十勝の大きな屋根付き処分場はどうか。  

事務局  距離があるため日帰りが厳しい。  

会長  他に屋根付処分場はあるか。  

事務局  最近できた処分場だと士別市にあるが，平成２９年度に視

察済みである。  

会長  リサイクル関係だと色々ありそうだが。  

事務局  岩見沢市の施設は清掃工場・処分場・破砕施設と一体とな

っている。  

会長   他に意見，質問はないか。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  事務局が視察候補地を選定し，その後委員の意見を聞く順

でよいか。  

委員  （異議なし）  

会長  次の説明を事務局からお願いする。  

事務局  自主基準値の見直しの現在の状況について説明させてい

ただく。  

平成３１年３月８日付けで，江丹別・嵐山両市民委員会と

中園廃棄物最終処分場の放流水排水基準変更に係る覚書を

締結した。  

その後，平成３１年３月２６日付けで，自主基準値の見直

しの許可申請書等を本市の環境指導課に提出した。環境指導

課の審査は許可申請書提出後，平常で６か月程度かかる。こ

の審査が終了すると，中園廃棄物最終処分場の放流水排水基

準が変更となる。  

会長  半年後とは，いつになるのか。  

事務局  ３月の提出なので９月になる。  

会長  なぜ，６か月という期間を要するのか。  

事務局  公衆の縦覧に１か月を要する等，旭川市で決めている事務

処理の標準の期間を足し合わせると６か月になる。  

会長  決定したら報告願う。  

会長  次に移る。事務局から説明をお願いする。  
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 事務局  中園廃棄物最終処分場の融雪期における浸出水の対応に

ついて説明させていただく。  

今年も融雪により浸出水量が増加したため，「融雪期等に

おける中園廃棄物最終処分場浸出水処理対応基準」に基づ

き，浸出水を処理水で希釈して河川に放流する仮放流を行っ

た。  

仮放流は，４月２９日から９日間行った。  

会長  この情報を委員に伝えているのか。  

事務局  地区の市民委員会に報告している。  

会長  仮放流時にも水質を検査し，問題がないことを確認してか

ら放流している。  

委員  放流水の水温は高いのか。  

事務局  浸出水と処理水の温度は変わらず，ともに１０℃前後であ

る。 

会長   他に意見，質問はないか。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  次に事務局から報告をお願いする。  

事務局  （平成３１年３月に完了した，中園廃棄物最終処分場災害復

旧工事の報告をした。）  

副会長  橋脚の根入れはどのくらいか。  

事務局  地盤が岩盤であることから，根入れはほとんどない。  

委員   堤防のブロックの間が空いているが，問題はないのか。  

事務局  昨年の大雨で被災した調整池を守るための護岸と，中園沢

川の合流部の構造物を守る護岸との間が空いているが，河川

を管理している北海道は仕方ないと言っている。ただ，その

間の部分の土砂がえぐられており，下流側の土木部の施設が

影響を受けるので，何らかの対応が必要であると伝える。  

会長  他に意見，質問はないか。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  第２回会議で行う勉強会について，希望のテーマがあれば

伺いたい。  

委員  中園廃棄物最終処分場は，自主基準値が見直しされると廃

止に向かっていくと思うが，廃止基準の話を伺いたい。  

会長  廃止基準はあるが，それがどのように適用されているのか

という情報がない。  

副会長  廃止の基準はあるが数値が示されていない。その数値を廃

棄物処理学会で提案している。６月４日の学会で，中園処分

場の話をする予定である。  

委員  その話題を勉強会のテーマにして欲しい。  
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 会長  それでは，今年度の勉強会は学会のシンポジウムの話をす

る。  

委員  自主基準値を法定基準値に変更することについては，これ

まで江丹別地域内だけでの話しであったが，今後，実際に変

更となったときには，一般市民も知ることになると思うが，

法定基準になった場合でも，廃止については１つでも基準値

を上回るデータが出てきた場合には，さらに２年間継続して

測定しなければならないということなどの詳細は，一般市民

はわからない。自主基準値を法定基準にしただけの話で終わ

るのではなく，その後も異常があれば監視していくというこ

とを，付け加える必要があると考えている。  

江丹別，嵐山両市民委員会はある程度，情報を持っている

が，廃止に向け法定基準値を超えた場合の対応については情

報を得ていない。  

会長  法定基準値を超えた場合の対応については，まだ整理され

ていない状況にある。  

普通はある時点から２年間計測し，法定基準値を超えなか

ったらそれで終わる。もし超えたらという事態は考えていな

い。  

副会長  一般的には，２年間全て法定基準を満たしていることが確

認できないと許可しない。  

例えば，測定回数が２年間で２４回だとすると，２３回ま

で問題がなくても２４回目で超えてしまったら，またそこか

らやり直しになる。今度の学会では，そこまで厳しくする必

要があるのかということを話題にする。２４回測定し１回だ

け超えてしまったことで，２３回の測定が無駄になってしま

うということは学会でも議論になっているが，各自治体に任

されているのが現実である。  

会長  大雨時に数値が上昇することは明白である。２年間１つで

も超えたらやり直しにするのではなく，確定ではないが，お

おむね超えていないとしているのか，適用するときのルール

を決めるべきである。  

副会長  旭川市がやり方を決めると，他の自治体がまねするくらい

先行的なことである。  

会長  廃止している処分場もあるが，どのようにして廃止を判断

したのかという情報がない。  

副会長  旭川市は，ガスや水質のデータを長期的に測定し蓄積して

いることから，データが多すぎてなかなか廃止できないとい

う側面もある。  
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 会長  可能であれば次回の勉強会で触れることとする。  

会長  ほかに質問，意見はないか。  

委員  （意見・質問なし）  

会長  以上で，本日の会議を終了する。  

５ 閉会  事務局  以上をもって，令和元年度第１回旭川市中園廃棄物最終処

分場監視委員会を終了する。  

引き続き旭川市廃棄物処分場環境対策協議会の会議を開

催する。なお，事件の申請人委員の皆様には，オブザーバー

として御意見をいただきたいと考えているので，御都合のつ

く方は引き続き御参加願いたい。  

 


