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令和元年度第３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２年１月３１日（金） １４：３０～１６：４０

場 所 旭川市廃棄物処分場 管理棟

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

・荒川恵美子・荒川信基・（北井ひとみ）・（品川功）

・（林上紀子）・（伊藤正司）・（杉田和子）・（安田千恵子）

〇旭川市廃棄物処分場環境対策協議会

委員９人（定数１１人）

・（松藤敏彦）・（吉田英樹）・（小寺史浩）・（北井ひとみ）

・（品川功）・（林上紀子）・（伊藤正司）・（杉田和子）

・（安田千恵子）

※（ ）内は，両機関兼任委員

〇事務局 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 ２人

報道機関 ０人

調査検討事項及び

資料等

(1) 令和２年度廃棄物最終処分場関係予算案の概要について
（資料１(当日配布)，資料１－２，資料１－３，資料１－４）

(2) 令和２年度環境調査内容について（資料２）
(3) その他（埋立ガス等及び全国の処分場を対象とした調査結果に
関する資料(松藤会長作成)）

※今回の会議は，旭川市廃棄物処分場環境対策協議会会議と合同

で開催したことから，調査検討事項，資料，会議録は共通となって

いる。
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議事内容 発言者 発言の要旨

１ 開会 事務局 廃棄物処理課主幹により開会宣言。

配付資料の確認（資料１の差し替え，埋立ガス等

及び全国の処分場を対象とした調査結果に関する資

料に関する資料(松藤会長作成)の追加資料あり）と

会議時間帯について説明後，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 本日の出席委員は，旭川市中園廃棄物最終処分場

監視委員会１２名，旭川市廃棄物処分場環境対策協

議会９名で，それぞれ定足数に達しているのでこれ

より議事に入る。

会長 調査検討事項に入る前に，前回の会議確認のため

議事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 前回の議事録内容は，確認された。

会長 議事に入る前に，先ほど皆さんに配布した，私の

著書について簡単にお話しさせていただきたい。

廃棄物処理に関する長年の研究の中で，気になる

ことが次々と出てきた。それをまとめたのがこの本

である。ごみの分別や減量化，プラスチックごみに

関することなどについて書いた。この監視機関のこ

とについても触れており，一般的に最終処分場は住

民の理解を得ることが困難な施設であるが，旭川市

では監視機関の取組を通じて，住民理解を得てきた

ということを紹介している。旭川市で行った放流水

の自主基準値見直しの取組を紹介することで，これ

に倣いたいという自治体が既に出てきており，こう

いったことが廃棄物処理を科学的に考えるきっかけ

になってもらえればと思っている。

この監視機関の委員の皆さんには是非，御一読い

ただきたい。また，地域住民の皆さんにも，この本

で紹介している，旭川市の取組についてお知らせい

ただければと思っている。

会長 調査検討事項(1)「令和２年度廃棄物最終処分場関
係予算案の概要」について，事務局から説明願いた

い。

事務局 （資料１(当日配布)，資料１－２，資料１－３，資

料１－４により，令和２年度廃棄物最終処分場関係

予算案の概要について説明した。）

会長 委員の質問・意見を求める。

会長 ４ページの右上，中園廃棄物最終処分場の処分場

管理委託費の推移のグラフについて，埋立跡地管理

業務が埋立業務に移行したという説明があったが，

新たに委託業務が増えたのか，それとも，他の委託

業務に組み込まれたのか。

事務局 旭川市廃棄物処分場の埋立業務に組み込んだ。

委員 自主基準値の見直しは，令和２年度予算に反映さ

れているのか。
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会長 まだ反映できる段階ではない。

昨年１０月に自主基準値を見直し，それから２年

間，廃止基準に係る項目の経過観察をしなければな

らないことから，２年間は予算に反映されない。

決算状況の推移のグラフを見ると，環境調査の額

が大きく減っているが，全体額からすると微々たる

額である。２ページ下段の決算全体額の推移のグラ

フを見ると，全く金額が変わっていない。管理委託

費の割合が高いためである。

２ページの右下のグラフで示すとおり，中園廃棄

物最終処分場は，埋立終了後も毎年１億円の経費を

掛けている。埋立が終了しても，浸出水処理を行わ

なくてはならないためだが，当該処分場が廃止にな

った場合には，この浸出水処理の費用を要しなくな

ることから，早期に廃止したいと考えている。

委員 旭川市廃棄物処分場の浸出水処理で，凝集剤を止

めるという取組を行っているが，これは予算に反映

されているのか。

会長 全体額への影響はほとんどない。

事務局 本件はまだ検討段階なので，令和２年度予算には

反映させていない。反映されるのは，決算の段階に

なる。

会長 ３ページ左上の浸出水処理薬品の決算額推移で，

平成２８年度にカルシウム除去を停止し，数百万減

額したが，予算全体では億の単位なので，決算全体

額への影響は目に見えるほどではない。

業務委託における労務単価は，平成２５年からど

れくらい上昇しているのか。

事務局 今年度は４％程度の上昇，過去６年間では１．５

倍となっている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

この傾向は，続くことが予想されるのか。

事務局 平成２５年から上昇の一途であることから，今後

もこの傾向が続くことは否定できないと思う。

旭川市廃棄物処分場の埋立業務で試算したとこ

ろ，平成２５年度の業務内容を現在の労務単価，経

費率，消費税で積算すると，約４千万円上昇すると

いう結果になった。実際は業務内容を見直し，節減

に取り組んできたが，増加傾向を抑えることができ

ない状況になっている。

会長 資料には埋立量が記載されていないが，減ってい

ると考えてよいのか。

事務局 埋立量は横ばいとなっている。最近は，事業系の

ごみの埋立量が増加傾向にある。

会長 ごみの埋立単価はどのような状況か。

事務局 直接経費から算出すると約３万円となっている。
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中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

埋立単価の計算で，分子（埋立経費）と分母（埋

立量(トン)）の数字はどのようになっているのか。

事務局 減価償却費と起債償還利子を含めた計算で，埋立

経費が６億数千万円，埋立量が約２万１千トンとな

っている。

会長 ごみの焼却よりも高額になっているのではない

か。昔は埋立単価は焼却単価の半分だった。３万円

という単価は，産業廃棄物の処分場を上回っている

可能性がある。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

処分場管理費は決算では５億円程度の支出になっ

ているが，埋立単価の積算で用いている６億円とは，

何を加えているのか。

事務局 減価償却費と起債償還利子を加えて６億円となっ

ている。

会長 その２つは除いて積算するのが望ましい。除くと

いくらになるのか。

事務局 半分強になる。

会長 その程度の金額であれば納得できる。

埋立単価についても注視する必要がある。１万５

千円であるとか，２万円というのは高いと思う。

事務局 埋立処分の量に比例して，処理単価が下がるとい

うことにはなっていない。処分場の管理に要する経

費は，埋立処分量に比例して下がらないため，処理

単価が割高になってしまう。

会長 今，話のあった処分場の管理委託には，埋立業務

と浸出水処理業務両方が含まれている。中園廃棄物

最終処分場では，埋立作業はないが浸出水処理の経

費は掛かっている。今できることは，中園廃棄物最

終処分場を早期に廃止して，１億円の経費を削減す

ることではないだろうか。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

管理に要する経費が増えているのは，この処分場

だけでなく，旭川市全体で言えることだと思う。

旭川市全体で管理経費の予算を増額することはで

きないことから，業務の見直しを求められることに

なるのか。

事務局 旭川市全体の予算を増やすことが難しいことか

ら，毎年，各部に削減が求められているところであ

る。

会長 業務委託の内容を見直し，変更することはできな

いのか。

事務局 毎年，求められていることである。

会長 抜本的に予算削減につながる見直しはできないの

か。
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事務局 見直しが限界に達している状況である。平成２６

年度から各部への配当を調整して予算を削減してお

り，非常に厳しい状況が続いている。

会長 他に質問・意見はあるか。

委員 雨の量による経費の増減はあるのか。

会長 雨により浸出水量が増えると，添加する薬品の量

が増える。また，電気料にも影響する。

会長 他に質問・意見はあるか。

委員 過去に中園廃棄物処分場埋立地の滞留水を抜いた

ことがあったが，その際の費用は資料２ページの

「２．最終処分場周辺環境保全対策費」に含まれて

いるのか。

会長 「５．中園廃棄物最終処分場閉鎖事業費」になる。

毎年，約２億円から３億円の費用を掛けて行った

事業ある。

会長 他に質問・意見はないか。

委員 （質問・意見なし）

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)「令和２年度環境調査内

容」について，事務局から説明願いたい。

事務局 （資料２により，令和２年度環境調査内容について

説明した。）

会長 委員の質問・意見を求める。

委員 新共和処分場の埋立地内発生ガス温度に，変化は

あるのか。

事務局 ほとんど変化はない。ガスはほとんど発生してお

らず，成分もほぼ空気と同じで，微量のメタンが混

じる程度という状態が続いている。

会長 新共和処分場の環境調査は，以前から継続して行

っているのか。調査目的は何か。

事務局 以前から継続して行っており，処分場跡地の安全

性を確認するために行っている。

会長 この処分場は廃止されていないのか。

事務局 廃止基準が定められる前に，埋立を終了した処分

場である。

会長 いつ埋立を終了したのか。

事務局 昭和５４年８月である。

会長 廃止基準が定められたのはいつか。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

１９９８年（平成１０年）である。

会長 廃止基準が定められる前に埋立が終了した処分場

は，廃止という考え方がない。

新共和処分場についても環境調査を行い，経過観

察をしていこうというこの委員会の意見を受けて，

継続して調査を行っている。
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会長 環境調査の内容は，しばらく変わっていないと理

解して良いか。

事務局 変わっていない。

会長 他に質問・意見はないか。

委員 （質問・意見なし）

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 続いて調査検討事項 (3)「その他」について，事務
局から説明願いたい。

事務局 （旭川市廃棄物処分場浸出水処理の合理化検討につ

いて，前回会議以降の状況を次のとおり報告した。）

・浸出水処理工程のうち，膜分離処理（主に SS，COD，

大腸菌群数を処理）の合理化を検討しているとこ

ろである。

・令和元年１月から３月上旬に行った膜メーカーに

おける試験で，凝集剤の停止又は減量による水質

への影響がないことが確認されたことから，同年

５月１５日から処分場において，凝集剤の注入を

停止する実機試験を開始した。

・凝集処理は主に COD の除去を目的に行っているこ

とから，実機試験では COD の数値を平成３０年度

と比較して水質への影響を確認した。

・実機試験の結果，平成３０年度と同程度の数値で

あることを確認し，また，膜の急激な目詰まりが

生じることもなかった。

・今後も試験を継続し，今年３月末までの間に異常

が生じなかった場合は，４月１日から凝集処理を

停止する。

・４月以降は，水質等の異常が発生した場合を想定

して凝集剤変更の検討を行い，異常が発生した場

合は凝集処理を再開する。

会長 委員の質問・意見を求める。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

膜のろ過抵抗の推移を確認すると，凝集剤停止後

に，膜が目詰まりする間隔が短くなっているように

思える。

事務局 元々，膜の劣化が進んでおり，その影響であると

考えている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

SS で膜の目詰まりが生じるのだが，この値の変動

はどのようになっているのか。一番高い数値を教え

てもらいたい。

事務局 一番高い値で，４００ｍｇ／L 以上である。
中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

原水を測定したのか。
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事務局 生物処理後の水を測定した。膜処理を行う前の水

である。

生物処理後の水の SS の平均値は，５０ｍｇ／L 未
満である。

会長 ４００ｍｇ／L という値を計測した日が，他の日
に比べて高いのはなぜか。

事務局 SS の値は，日によって変動が激しいが，この日は

生物処理工程において，微生物の活性が低かったと

思われる。

会長 この結果を見ると，通常であればそのまま川に放

流することができる数値であることから，この処分

場はもともと SS の値が低いことが分かる。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

SS の値は日によって変動はあるが，平均すると

５０ｍｇ／L 未満であることは間違いないか。

事務局 間違いない。

会長 数値の高低は，法定基準との比較で述べていると

ころだが，事務局が示した結果を見ると，COD の値

も低いと言える。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

そもそもこの処分場は，COD については基準の対

象外である。

会長 なぜ膜処理を行っているかというと，COD の自主

基準を３０ｍｇ／L としているからである。

COD の基準は，海に放流するときの基準であり，

河川へ放流するときに適用するものではない。この

処分場では，自主基準を満たすために，高度な浸出

水処理を行っている。

一方で，中園廃棄物最終処分場は自主基準を廃止

したことから，この処分場のような浸出水処理は必

要なくなった。

COD と同様に法定基準のない窒素の自主基準値

と，旭川市廃棄物処分場の浸出水の数値はどうなっ

ているか。

事務局 窒素の自主基準値は１０ｍｇ／L である。

旭川市廃棄物処分場の浸出水の数値は，４０～５

０ｍｇ／L 程度となっている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

BOD の法定基準は６０ｍｇ／L だが，この処分場の

浸出水はそれを下回っており，SS の法定基準も６０

ｍｇ／L のところ，この処分場の浸出水は基本的に

６０ｍｇ／L 未満となっている。
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会長 話を整理すると，旭川市廃棄物処分場では，例え

ば，SS の自主基準値を１０ｍｇ／L と定めて，法定

基準値よりも厳しい基準を設けていることから，時

々，基準を超えてしまうことがある。このようなこ

とがあるので，高度な浸出水処理が必要となってい

る。

なお，窒素の処理に要する薬品代は，年間おおよ

そ１千２００万円掛かっている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

令和２年度の予算概要で説明があった。処分場改

修費の２千２百万円の内訳を伺いたい。

事務局 膜と電気設備の交換を予定している。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

膜の交換は何年サイクルで行う必要があるのか。

事務局 現状では，５年から６年サイクルで交換する必要

がある。

なお，前回は１０年，今回は６年経過後に交換す

ることとなった。浸出水量の増加に比例して，交換

時期が早くなる。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

ということは，年間数百万円の費用が掛かってい

ることになる。

膜処理は電気代も掛かる。これをやめれば年間１

千万円程度の削減になるのではないか。

会長 本題に戻るが，処分場における実験の状況が良好

なので，４月から凝集剤の注入を停止し，水質等に

異常があったときは，対応を検討した上で凝集処理

を再開するということでよいか。

事務局 そのように考えている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

異常があったときというのは，どのような事態を

想定しているのか。

事務局 可能性は低いと考えているが，膜の目詰まりが起

こりやすくなった，COD の数値が上昇したという事

態を想定している。

会長 COD は膜処理前から値が低いので，心配する必要

ないのではないか。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

膜の目詰まりの頻度が，以前より短くなるという

こともないのではないか。

事務局 そのように考えているが，今後，膜を新しく交換

した後も，同様の試験を２か月程度行う予定である。
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会長 膜の洗浄間隔が２か月とのことだが，下水処理で

は数日間隔で洗浄が必要になる。それに比べると，

まったく問題ない。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

凝集剤である塩化第２鉄の注入をやめることによ

り，どの程度の経費削減になるのか。

事務局 ２百万円程度と考えている。今年度は５月から２

系列中，１系列分の凝集剤注入を停止しているので，

今年度と比較すると，来年度は約百万円の経費節減

になると考えている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

塩化第２鉄の使用を停止することにより，膜浸漬

槽の腐食は低減すると考えられる。

事務局 膜浸漬槽に水が入っているので，多少の腐食が生

じる可能性はある。

委員 自主基準値の見直しについては，今まで，中園は

閉鎖した処分場の放流水水質，旭川市廃棄物処分場

は現在稼働中の処分場の放流水水質であるという比

較をし，検討してきた経過がある。

昨年，埋立が終了した中園廃棄物最終処分場の放

流水の自主基準値を変更したところであるが，放流

水の水質だけを考えた場合，埋立が終了していよう

と，現在稼働中であろうと，地域を流れる水の安全

性のレベルは変わらない。

この会議に出席している委員は，現処分場の自主

基準値が変更になっても，処分場から河川に放流さ

れる水の安全性は変わらないことを理解している

が，一般市民にそのことを理解してもらう，何らか

の取組が必要であると考えている。

会長 市民には，放流水の自主基準とは何であるかとい

うことを理解してもらう必要がある。

BOD を例にして説明すると，BOD の自主基準値は

２０ｍｇ／L だが，法定基準値は６０ｍｇ／L であ

る。つまり，処分場から放流する水の BOD の値は６

０ｍｇ／L で良いという法律の基準があるのだが，

この値を更に低く設定するというのが自主基準であ

る。

自主基準を設けることで，放流水の安全性が確保

されると誤解しがちで，これを回避するためには，

BOD とは何かということから理解してもらう必要が

ある。BOD は有害物ではない。お茶やビールなどの

飲料，味噌汁などの食べ物など，我々の回りには BOD

の高いものがたくさんある。

有害物の基準と BOD などの汚れの基準があり，有

害物の基準は全国一律で，これは下げようがない。
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ところが，汚れの基準は下げることがある。例え

ば，川が汚れてきた場合など，そのような場合に自

主基準値を設定して下げることがあり得る。河川に

は類型というものがあり，AA，A，B，C という放流先

の河川水の基準がある。例えば，類型が AA の河川に

放流する場合には，それに適合するよう放流水の汚

れの基準を厳しくすることがある。しかし，一般的

には，有害物ではない水の汚れの基準を厳しくする

ことは，意味がないことである。水の汚れを，漠然

と有害物であると理解してしまう傾向があるようだ

が，そうではない。市民には，このようなことを理

解してもらう必要がある。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

この処分場で導入している膜ろ過は，通常は浄水

場で水をろ過する目的で使っている。主に離島で水

道水を作るために導入しており，最近では小規模な

自治体でも，同様の使用目的で導入しているところ

がある。

今後，処分場の施設の老朽化とともに膜の交換頻

度が早くなることから，更にコストが高くなる。ま

た，膜処理は電力消費量が大きいことから，この点

においてもコストが高い設備である。この処分場を

建設した当時は，コストに対する意識が今よりも希

薄だったことから，コスト度外視で膜ろ過を導入し

たところであるが，今になって高いコストに苦慮し

ている。

ごみ処理では，他の自治体でもコストの上昇に頭

を悩ませており，今後は優先順位を付け，周辺環境

に配慮しながらも，やめるものも作っていかなけれ

ばならない。

今後，この処分場においても，今やっていること

を見直していく必要がある。

会長 皆さんにお配りした本の第７章に，費用のことを

書いているが，日本人はゼロが好きで，お金はいく

ら掛けても良いと考えている。この考え方に費用対

効果という概念はない。

第７章の目次を見ていただきたいのだが，例えば，

「環境基準は非常に低く設定されている」「埋立の

自主基準が管理を長期化してしまう」「埋立地から

絶対水を出さないことが求められている」というよ

うなことを書いたところである。

会長 今日お配りした，私が作成した資料のうち，全国

の一定規模以上の処分場を対象に行った，アンケー

ト調査結果の資料に基づき，自主基準値についてお

話しする。

自主基準値を設定しているのは，旭川市だけでは

ないということを説明したい。

調査は今年行い，全国１，６７９箇所の処分場中，

埋立面積が１ｈａ以上の処分場８０１箇所にアンケ
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ートを送付し，３５７箇所（４４．６％）から有効

な回答があった。

資料上段のグラフは，埋立が終了した処分場の

BOD と SS の自主基準値の調査結果である。赤線は法

律の基準を示している。本来であれば，法律の基準

でよいのだが，約８５％の自治体が法律よりも厳し

い自主基準値を設定している。この結果から，BOD２

０ｍｇ／L という旭川市の自主基準値は全く珍しく

ないことが分かる。SS についても同じことが言え

る。

COD は海に放流するときの基準で，分析の都合上，

海に放流する場合は BOD ではなく COD の基準を用い

ることになっている。また窒素は，富栄養化という

のだが，滞留している水に窒素とリンが多いと，藻

類が繁殖してアオコが発生してしまうことから，湖

沼に放流する場合にこの基準を用いることになって

いる。よって，河川に放流する場合は，COD と窒素の

自主基準値は必要ない。

法律上は BOD と SS の基準だけでよいことになっ

ている。しかし，８割以上の処分場が COD の基準を

設けており，窒素についてもほぼ同じ状況になって

いる。COD と窒素の基準をこのように低く設定して

しまうと，基準を満たすために膜処理などが必要に

なってしまう。

次に下段のグラフだが，埋立中の処分場における

直近の BOD と窒素の原水濃度と，自主基準値の比率

を示している。グラフの縦軸は各処分場で設定して

いる自主基準値で，横軸は処分場の数である。原水

濃度が自主基準値の何倍になっているのかを，色分

けで示している。建設が１９９８年以前で，BOD の

自主基準値が「１０～」という処分場を見ると，紫

色の処分場が３件中２件ある。この処分場の BOD の

原水濃度は，自主基準値の３倍以上となっており，

自主基準をクリアすることは不可能と言ってよい状

態にある。窒素は更に深刻で，３件すべてが自主基

準値の３倍以上となっている。この状態では処分場

を廃止することはできない。１９９９年以降に建設

された処分場も同様ある。

旭川市が初めて中園廃棄物最終処分場の自主基準

値を廃止したが，通常はできない。一旦設定した自

主基準値を法定基準値に変更することは，住民が強

い反感を抱くことから，極めて困難なことである。

科学的には法定基準でよいことになっており，根

拠の乏しい自主基準値を設定したこのような処分場

は，埋立が終了しても浸出水処理を長期間にわたっ

て行わなければならないなど，大変な思いをするこ

とになる。

旭川市廃棄物処分場の原水の窒素濃度は法定基準

値以下だが，１０ｍｇ／L という自主基準値をクリ
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アするために年間１千２００万円分のエタノールを

注入している。COD も本来は必要ない基準を設定し

ているため，膜処理を行っている。このように，本

来必要のないことを，多大な経費を掛けて行ってい

ることから，自主基準値の見直しを考えていくべき

だと考えている。

会長 ここまでで何か質問・意見はないか。

委員 埋立終了後の維持管理が長期化するなど，浸出水

の自主基準値をクリアするために要する経費は，市

民が負担することになるのか。

会長 旭川市全体の予算の中から支出されることにな

る。厳しい基準を設けたことにより行わざるを得な

くなった浸出水処理の費用を，個々の市民が負担す

る仕組みではないため，市の予算から支出すること

になってしまう。このように市民に負担感が生じに

くい仕組みが，基準を厳しくする一因になっている。

お配りした本の１５０ページに書いてあるが，旭

川市の場合，この会議で処分場の予算・決算を細か

く見て検討を重ね，いろいろな見直しをしてきた。

このような取組をしている処分場は，なかなか見当

たらない。

逆に「最も厳しい基準」や「高度な設備」を良し

とする地域もある。メーカーの売り込みも一つの要

因となっている。

委員 COD は処理水を海に放流する場合の基準で，旭川

市の処分場は基準を設ける必要がないとのことだ

が，具体的な理由を説明願いたい。

会長 旭川市の処分場は河川に放流しているため，COD

ではなく BOD の基準を適用することになる。COD の

基準は，海域放流を行っている処分場で適用する基

準である。海の場合は技術的に BOD の正確な測定が

できないことから，BOD の代わりに COD を基準とし

ている。

また，窒素についてもこの処分場で基準を設ける

必要性がないと説明したが，水が滞留している湖沼

において，窒素による富栄養化を防止するために基

準を設けており，この処分場のように流れのある河

川に放流している場合は基準を設ける必要はない。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

BOD は微生物を使って測定する。水が汚れている

と微生物の活動が活発になることから，微生物の量

で BOD の濃度を測定する。一方で COD は，薬品を使

って測定する。
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会長 私の著書の１４０ページに，BOD と COD の説明が

あるので後ほど御一読いただきたい。

処理水を河川放流している処分場で，COD の基準

を設定することが適切ではない理由を説明する。

BOD は有機物を微生物が分解するので，その値は

時間の経過とともに下がるが，COD は微生物が分解

し発生した，安定した有機物も計測してしまうこと

から，いつまでも数値が下がらない状態が永続して

しまうのである。このことから，COD の基準値を設

定することは，非常に大きな問題になってしまうの

である。

また，窒素は COD 以上に深刻で，有機物を微生物

が分解することで窒素が生成されることから，数値

が上がってしまうことがある。

処理水を河川放流している場合に，COD と窒素の

基準を設けることは，このように深刻な問題を招く

のでやめるべきである。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

旭川市廃棄物処分場で，河川に放流された後の水

質のデータを測定しているが，COD は５ｍｇ／L～６

ｍｇ／L 程度である。

処分場が排出するわずかな水に，厳しい自主基準

値を設定しても，河川全体の水質が変わるわけでは

ない。処分場が排出する COD が，河川に影響を与え

るのか生活環境影響調査を行い，影響がないことが

わかれば見直しの議論をしてもよいかもしれない。

会長 本件については以上とする。

会長 次に，処分場の廃止についてお話しする。私が作

成した埋立ガス等に関する資料を御覧いただきた

い。

先ほど事務局が説明した環境調査の調査項目の中

の，地中温度やガス量をどのように見るかというこ

とを御説明する。

埋立地は空気が流れる構造になっているが，これ

は有機物の分解により発生した熱で，ガスに浮力が

生じ上昇することで，集排水管の出口から空気が吸

い込まれるという仕組みになっている。これが，ガ

ス抜き管でガスを測定すると，大部分が空気となる

理由である。（「準好気性埋立における空気供給（従

来の見方）」及び「準好気性埋立のエアレーション

（北大研究による）」参照）

「①福岡市伏谷埋立地の温度測定」，「ごみ層・

ガス温度の連続測定」という資料を御覧いただきた

い。ガス抜き管とごみ層の中に，３ｍの深さまで温

度計を設置し，１年半にわたって温度を測定したと

ころ，両方とも同じ温度だった。一時的にガス温度

が下がっているのは，雨の影響である。ガス温度と

ごみ層の温度が同じになる原因は，埋立地の中を空

気が流れてくるからである。
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続いて「集排水管出口からの空気流入量」という

資料を御覧いただきたい。集排水管出口が空気の

入り口になっており，入り口にドライアイスを置

くと煙が吸い込まれていくのを確認した。その吸

い込まれていく早さ＝流速を表で示している。こ

こで注目していただきたいのは，外気温が低いと

流速が早くなり，外気温が高いと流速が遅くなる

ことである。この原因は，埋立地の内部と外気温の

温度差である。温度差と浮力は比例しており，浮力

によって空気を吸い込んでいるということを，こ

の表が示している。

次に「②カラム実験（北大）」を見ていただきた

いのだが，カラムという入れ物の中にビーズを入

れ，その温度を上げると，次ページの「カラム内温

度分布および流出流量」の図で示すとおり，空気が

流れるということを実験で実証している。

次の「③ガス抜き管の測定（仙台環境開発）」を

御覧いただきたい。ここには４０数本のガス抜き

管が設置されており，ガスの温度と流量を計測し

た。次ページの図で示したとおり，ガスの流量が多

いときは，温度が高いということが見て取れる。

次の図は「ガスの組成」だが，空気が埋立地内の

ガスを押して出てくるため，空気が多くなり，わず

かに埋立地内のメタンガスが含まれているという

ことが分かる。

次の「ガス抜き管流量」は，ガスの入り口と出口

を示している。

次ページの「④安定化状態の場所的分布（産廃処

分場アンケート）」に，同じ埋立地の温度変化を図

にしているが，温度が場所によって異なっている。

温度の高い場所と低い場所があり，高いところは

空気が流れており，低いところは流れていないと

いうことを示している。温度に注目することで，埋

立地内のごみの分解の状態がおおむね分かること

になる。

次の「⑤安定化の経年変化（広島県の産廃処分

場）」を見ると，時間の経過とともにガスの流量が

減っていくということが分かる。埋立地内のごみ

の分解が進むと温度が下がるということが分か

る。

「発生ガス対策施設位置平面図」は，昨年の１０

月に中園廃棄物最終処分場で，すべてのガス抜き

管の調査を実施した結果である。まず，ガス抜き管

の上で煙を発生させ，ガスが出ているか否かを確

認した。ガスの流出がない所は，以降の調査
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対象から除外し，ガスが発生している管で，風速の

判定，ガス濃度の測定，二酸化炭素とメタンガスの

発生量を計算した。これをフラックスと言うが，濃

度が高くても量が少なければガスの発生は少なく，

濃度が薄くても量が多ければガスの発生量も多くな

る。赤色の数字はガスの量である。これでガスの量

が多い場所が分かり，この会議で話題になる６－４

というガス抜き管はやはりガスの量が多く，これに

沿った所から依然としてガスが出ていることを確認

した。その他のガス抜き管からは，ガスが出ていな

かった。ガスの流量，ガス濃度，流速をグラフにし

た資料を御覧いただきたい。流量は一番上の棒グラ

フで，流量の多い１０本程度のガス抜き管を，今後

のモニタリングの対象にすれば良いのではないかと

考えている。次にガスの濃度だが，ガスが出ている

所では，二酸化炭素とメタンガス両方の濃度が高い

ことが分かった。また，一番下の流速のグラフを見

ると，ゼロに近いところが多いことから，今後，中

心として計測すべき所は６か所程度ということにな

る。

このグループの管を経年，経時的に計測して，出て

くるガスの量を合計し，それを安定化の指標とする

ことを提案する。

会長 本件について質問・意見はあるか。

委員 この処分場は基準が守られているのか。

会長 基準というのが曖昧なのである。なぜ曖昧かとい

うと，埋立地に空気が入ってきて，埋立地内のガス

を押し出し，出て行くという発想がないからである。

蓋をしたモニタリング管で，蓋による圧力の解放で

出てくるガスを測定することが基準になっている。

要するに，埋立地の中でガスや空気がどのように

流れているのかということを考慮しないで，基準を

設定したことに無理があると考えている。したがっ

て私は，ガスや空気の流れる根拠に基づいた基準を

新たに作るべきだと考えている。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

もともと，この中園廃棄物最終処分場にはガス抜

き管が１７本しか設置されていなかった。

平成１６年から約１７億円掛けて閉鎖工事を行い，

ガス抜き管を設置した。普通は埋立が終わった処分

場に，このように多額な費用を掛けることはない。

深い所で約４０メートル，浅い所で約１０メートル

の穴を掘ってガス抜き管を設置した。これを行わな

かったら，もっとひどい状態になっていたはずであ

る。

長年，モニタリングを行っているが，ガス抜き管を

設置したことで，確実にガスが減ってきている。何

か所かはガスの数値が下がっていないのだが，もし，

ガス抜き管を設置していなければ，もっと長い期間，
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ガスが発生することになり，廃止の見通しが立たな

かっただろう。

会長 ガスの発生量が多い所はあるのだが，温度を見る

と，とても低い値になっている。外気温とガス温度

の差が５度以下であり，他に調査した処分場に比べ

ガス温度がかなり低い。よって，ほぼ安定している

と言ってよいのである。

旭川市廃棄

物処分場環

境対策協議

会副会長

水蒸気が出ているガス抜き管があるが，水蒸気が

ガスの温度を上げる要因になっているのか。

会長 ガス発生の仕組みは，有機物が分解して埋立地の

温度が上がり，浮力が生じて吸い込まれた空気と発

生ガスが流出する。埋立地内部で大量に水が蒸発す

ることはないので，水蒸気は発生してもわずかであ

る。外気温が低い時には水蒸気が見られる。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

旭川市廃棄物処分場のガス抜き管の一部で，水蒸

気の発生が見られる。そこは，有機物の分解が進ん

でいる場所で，温度は高い所で５０度くらいになっ

ており，回りの水分が蒸発してガス抜き管から水蒸

気が出ている。旭川市廃棄物処分場では，３か所ほ

ど水蒸気が出ているガス抜き管がある。中園廃棄物

最終処分場ではそういったところはほとんどなく，

昨日，内部温度を計測したが高いところで３０度く

らいであった。

委員 中園廃棄物最終処分場は，当初，何が埋まってい

るか分からないブラックボックスだったのだが，そ

こに５０ｍおきにガス抜き管を設置したことが，結

果的に正解だったということか。

会長 そのとおりである。ガス抜き管を設置しなかった

ら，このように良い状態にはならない。多額の経費

を掛けた価値はあったと思う。

会長 本件についてはよろしいか。

前回会議の自主基準値を見直した後どうするかと

いう話題の中で，廃止をどのように決定するか，廃

止されたとしても，すべての測定をやめることはで

きない中で跡地の管理をどうするか，跡地利用の可

能性があるかという，この３つの事柄をこれからの

課題とする方針になったことから，４月以降の会議

の中で，再度この話が出てくると思う。

ちなみに，跡地利用を考えている所は極めて少数で，

８～９割の処分場は予定なしとなっている。広大な

土地なので，上手に利用できればよいなと思ってい

る。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

現状でもソーラーパネルが設置されているが，広

大な土地を利用して，同様の設備を設置している処

分場がある。
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会長 それでは次の話題に進ませていただく。

事務局から説明願いたい。

事務局 （中園廃棄物最終処分場の自主基準値見直しの手続

きが完了したことについて，次のとおり説明した。）

・前回会議でお話しした公衆の縦覧手続きの後，環

境部環境指導課が専門委員の意見を聴取し，委員

の意見に従い審査を実施。９月３０日付けで変更

が許可された。

・江丹別・嵐山両地区市民委員会との覚え書きに従

い，令和元年１０月１日から同処分場の放流水自

主基準が法定基準に変更された。

・今後も同処分場の適正な維持管理に努めることは

もちろんのこと，放流水の水質に細心の注意を払

いながら，経費節減の検討を行っていきたいと考

えている。

会長 最後に昨年１０月に実施した，留萌市の資源化施

設と増毛町の最終処分場の視察について，参加した

委員の感想をお伺いする。

委員１ 留萌市に焼却施設がないため，最終処分場では可

燃物を埋め立てていた。焼却施設のある旭川市とは

比較できないと感じた。また，膜処理後の処理水を

再度，埋立地に散水して水を循環させ，処理水を外

部に放流していなかったが，ここまで必要なのだろ

うかと思った。

委員２ 最終処分場の広大な埋立地に壁と屋根があり，雨

雪の影響を受けないということに驚きを感じた。

委員３ 埋立地の臭いが少なく，カラスも少ない。屋根が

移動式で，お金が掛かっているという印象を受けた。

委員４ 歴史的に水産業が盛んな地域であるせいか，水産

資源に配慮した取組をしていると感じた。

委員５ 屋根付きの処分場を初めて視察したが，今後の処

分場のあり方を考えると，有効な手立てを講じてい

ると思った。

視察の話題からはそれるが，この２年間の監視機

関の取組について，感想を述べさせてもらいたい。

中園廃棄物最終処分場監視委員会及び旭川市廃棄

物処分場環境対策協議会は，学識経験者３名，江丹

別地域住民４名，一般公募市民４名，公害調停人の

「江丹別の自然を考える会」４名，そして旭川市環

境部で成り立ち，これまで埋立終了後の中園廃棄物

最終処分場を環境上，安全に閉鎖に導くためのあら

ゆる状況を共有し，具体的な手法には十分な予算を

投入してきたが，その過程はすべてこの４者におけ

る話し合いの中で合意された結果として実践してき

たことであり，このことからこの会議は，廃棄物処

分場の建設から稼働へ，そして停止，閉鎖へと続く

全工程を，現場における科学的データに基づいて効

果的に推進するための，いわゆるシンクタンクの機
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能を持っていると言っても過言ではないと思う。

１５年間にわたって集積された貴重な情報は，今後

の処分場計画にも重要な意味を持つと考えられる。

「ごみ捨て場」から「市民の環境学習施設」へと姿

を変え，脱皮するきっかけを作ったと言えると思う。

委員６ 屋根付き処分場を初めて見たが，施設の見た目や

水の管理など良い点があり，市街地に近い場所に建

設するのも可能かと感じた。しかし，建物内部の臭

いや温度が気になった。

長年，この会議に携わっているが，中園廃棄物最

終処分場の臭いや温度の高さが改善されたり，排出

している処理水が，想像していた水よりもきれいで

あることなどを知って印象が変わり，ためになった。

委員７ 旭川市においても屋根付きの処分場を建設する予

定だが，地域住民の迷惑にならない施設だと思った。

屋根の構造について，雪に対する耐性が気になった。

委員８ 留萌は旭川よりも雪が少ないので，屋根付きの処

分場にできるのかなと思った。

委員９ 資源化施設について，人口が少ないこともあって，

ごみの分別関係で労働単価のことを施設側が気にし

ていた。また，最終処分場では，施設を見学した小

学生から送られてきた手紙を壁に貼っており，環境

教育に力を入れているという印象を持った。

会長 ペットボトルは収集して直接，資源化施設に運ば

れているのか。

事務局 直接搬入され，圧縮こん包している。

会長 選別は手選別か。

事務局 手選別である。

会長 私が補足できる範囲で御説明する。

旭川市の次の処分場は屋根付きで決定している。

その第一の理由は，市街地に近い場所に建設でき，

環境教育の場として使えることである。綺麗な施設

を見るよりは，ごみの埋立地を見てもらった方が良

いと考えており，見学先として利用できることから，

屋根付きの処分場を選択した。

臭いが気になるという感想があったが，必ず換気

を行うことになっている。また，この施設は照明が

あるので，施設としては良い方に分類できる。

また，費用については水処理が少ないので，全体

費用としてはさほど変わらない。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

留萌市の最終処分場は，予定の埋立期間があと９

年だが，延長の可能性はあるのだろうか。

事務局 埋立地が４区画あり，２区画が埋立中で，この区

画はあと数年で埋立が終了すると思われる。残り２

区画あるので，おおむね予定どおり埋立が終了する

と思われる。
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会長 堆肥化と固形燃料化を行っていたと思うが，現在

も行っているのか。

事務局 現在は行っていない。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

覆土はしていないのか。

事務局 １層当たり３ｍごみを入れた後，まとめて覆土し

ている。

会長 建物は１つなのか。

事務局 埋立地が４つ，屋根が２つあり，屋根は埋立終了

後，移動することができる。

中園廃棄物

最終処分場

監視委員会

副会長

埋立跡地については，何かお話しになっていたか。

事務局 屋根を移動したあとは，舗装するか遮水シートを

敷くかして，ガス抜き管を横引きで入れるという話

をしていた。

会長 結構大規模な施設であるように感じる。

事務局 人口規模に比べ，大きな施設である。

会長 焼却施設がなく可燃物の減容化ができないためと

思われる。

視察に関しては以上とする。

会長 本日の日程は以上である。

事務局に進行をお返しする。

５ 環境部長挨拶 事務局 今回の会議が現委員の任期最後の定例会であるこ

とから，環境部長から，一言御挨拶申し上げる。

（環境部長挨拶）

６ 閉会 事務局 以上で，令和元年度第３回旭川市中園廃棄物最終

処分場監視委員会及び旭川市廃棄物処分場環境対策

協議会の合同会議を終了する。


