
 

旭川市廃棄物減量等推進審議会 会議録（令和３年度 第１回） 

日時 令和３年５月７日（金曜日）～５月１７日（月曜日） 

場所 書面開催 

出席者 委員 ２０名 

荒井守，内田貴弘，大前嘉騰，菊地登，国沢広子，角一典，黒川志保，小林渡，近藤雅子， 

佐藤一彦，篠原泰則，杉村樹可，土井邦由，中村幸彦，成田義勝，古谷まり子，三浦礼子，

峯村伸哉，安田志津吉，山田智善 

公開・非公開 書面開催 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

会議資料 資料１ 令和３年度 環境部主要事業の概要について 

資料２ 令和３年度旭川市ごみ処理・生活排水処理実施計画 

資料３ ごみ処理施設整備の方向性整理について（概要） 

 

１ 議事の内容 

（１）［報告事項］令和３年度 環境部主要事業について 

 ・令和３年度環境部主要事業について，全委員の確認を得た。 

 

（２）［報告事項］令和３年度 旭川市ごみ処理・生活排水処理実施計画について 

 ・令和３年度旭川市ごみ処理・生活排水処理実施計画について，全委員の確認を得た。 

 

（３）［意見聴取］ごみ処理施設整備の方向性整理について 

 ・ごみ処理施設整備の方向性整理について，全委員の確認を得た。 

 

２ 意見等 

・（別紙）「委員意見等に対する環境部の回答」のとおり 
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委員意見等に対する環境部の回答 

（１）［報告事項］令和３年度 環境部主要事業について 

No. 委員意見等 環境部の回答 

－ 意見なし  

 

（２）［報告事項］令和３年度 旭川市ごみ処理・生活排水処理実施計画について 

No. 意見等 環境部の回答 

－ 意見なし  

 

（３）［意見聴取］ごみ処理施設整備の方向性整理について（概要） 

No. 意見等 環境部の回答 

１ 

清掃工場の再延命化工事の際に，焼却炉の壁面の材質を検討するな

どして，汚染プラスチックの燃焼にも耐えられるものにすることがで

きれば工事の意味も一層高くなると思う。 

当初目指していた廃プラスチック類の焼却処理については，近文清

掃工場の焼却処理能力やピット容量の問題などから実現は困難な状況

ですが，近文清掃工場の処理能力の範囲内において対応可能な取組と

して，例えば，汚れたプラスチック製容器包装の焼却処理への移行な

どを検討してまいります。 
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２ 

１ 次期ごみ処理施設整備の方向性の見直しは，旭川市の財政事情や
今後の人口減少による資金不足から仕方のないことと理解できる
が，発電収入をあてにしていた面は整備計画に甘さがあったと思い
ます。 
あくまで売電収入にこだわると送電設備の能力から考えると巨大

な電力備蓄設備が必要になると思います。災害時の停電には極めて
有効だと思いますが，現実的ではありません。 
 

２ 前項の現状から今後の方向性として焼却施設で発電した電力を旭
川市で所有する車両をできる限り電気自動車に順次変更して自家消
費することも考え行くことも考える必要もあると思います。そのた
めには充電スタンドやそのための電力付帯設備も必要になると思い
ますが，具体的な国の補助制度があるのか，またどのくらいの補助
率なのか未知数ですが，旭川市が掲げる脱炭素社会を実現していく
ためにも必要と思います。 

 
３ 以上のことから，ごみ処理施設整備の方向性は，ごみ処理エネル
ギーの地産地消に向けた整備計画が良いと思います。 

（１について） 
清掃工場を新設とした理由は，①エネルギー回収率が優位であり，

より多くの売電収入が見込め，維持管理費が優位であること，②建設
費に対して国の交付金が活用でき，市の実質負担額が優位であること
を基本構想において整理しています。 
国の交付金は，「エネルギー回収率」を満足することが交付要件とな

っており，この要件を満たすためには，発電能力を現状の約 3 倍以上
とする必要がありました。この大幅に増えるエネルギーを効率的に消
費する方法が売電であったことから，基本構想において，エネルギー
利活用方法は，場内利用や近隣施設での利用のほか，余剰電力は売電
することを基本としていました。 
基本構想の中でも課題として整理していた電力系統の空き容量不足

については，売電収入の減少や国の交付金が活用出来なくなるなどの
影響が懸念されることから，自営線による市有施設への電力供給など，
売電以外の手法についても検討していたところですが，新たな制度と
して「ノンファーム型接続」の受付が令和 3 年 1 月から開始されたこ
とにより課題解決が図られたところです。 
しかし，ここまでの検討などに時間を要したことから整備スケジュ

ールが遅延し，結果として，今回のごみ処理施設整備の方向性の見直
しにつながったことは御指摘のとおりです。 
 
（２について） 
国の交付金メニューの一つとして，EV収集車の導入に対する補助制

度もあり，ごみ処理で生じる廃棄物エネルギーの有効利用に向けた方
策の一つとして考えられますが，相当の台数を賄う必要があることや
常時充電を行うものではないため，その他のエネルギー活用方法とし
て蓄電設備の導入や余剰電力の売電などとセットで行う必要があると
考えております。 
 
（３について） 
御指摘のとおり，ごみ処理で生じる廃棄物エネルギーは国でも再生

可能エネルギーの一つとして位置付けられており，脱炭素社会の実現
に向けて重要な役割を担っていると考えております。今回，ごみ処理
施設整備の方向性を見直すこととなりましたが，今後，再延命化の取
組を進める中において，引き続き清掃工場の多面的な価値創出などに
向けて調査検討を進めてまいります。 
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３ 

諸事情により，ごみ処理施設の大幅な見直しは，とても残念です。 
プラスチック製品は，札幌市と同様に焼却ごみとして出せればいい

なと思っていました。小泉環境大臣がプラスチック製品は自治体で焼
却へと打ち出していましたので国と一本化になると考えていました。 
今後もプラスチック製品はほとんどが埋立処分になるのでしょう

か。何％くらいが資源化し，埋立処分されるのは何％か知りたいと思
います。 
プラスチックの埋立ては，マイクロプラスチックの問題が大きく，

川や海の動植物への影響は大きく，今後の食品への影響，ひいては人
体への影響が大きくなり，将来が心配になります。 

廃棄物処理に対する国の基本的な考え方として，①ごみを減らす，
②ごみとなったものは再使用，再生利用，熱回収の順にできる限り循
環的な利用，③適正な循環利用が行われないものは適正処理（埋立処
分等）ということが示されております。 
これに加えて，直近の国の動きとして，これまでのプラスチック製

容器包装のほか，国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する
ため，製造業者における環境配慮設計指針の策定，ワンウェイプラス
チック（ストロー，スプーン，フォークなど）の使用合理化，市区町村
におけるプラスチック製品等の分別収集・再商品化などを盛り込んだ
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が令和 3 年
3月 9日に閣議決定され，今通常国会において審議される予定です。 
今回のごみ処理施設整備の方向性見直しに伴い，当分の間，これま

でと同様のごみ処理システムとなりますので，廃プラスチック類も埋
立処分することが基本となりますが，近文清掃工場の処理能力の範囲
内において対応可能な取組として，例えば，汚れたプラスチック製容
器包装の焼却処理への移行などを検討し，少しでも環境への負荷低減
につながるよう進めてまいります。 
また，これまで整理した基本構想においては，廃プラスチック類も

焼却処理する考えでしたが，前述のように廃プラスチック類について
も分別収集・再商品化を進めようとする動きがあることから，こうし
た国の動きを踏まえて，今回の方向性の見直しを機会に，本市でも熱
回収以外の資源循環の取組が一層推進できるよう併せて検討を進めて
まいります。 
なお，廃プラスチック類の資源化・埋立量について，廃プラスチック

類全体の排出量が不明なため，可能な範囲で整理すると次のとおりと
なります。 
・プラスチック製品の資源化量（拠点回収量）：17t/年（R2実績） 
・埋立処分量 
－ 家庭系燃やせないごみ：8,412t/年（R2実績） 

このうち，18.16%がプラ製品又は汚れたプラスチック製容器包
装（H26組成調査）のため，8,412t/年×18.16%＝1,528t/年が埋立
処分されている計算 

－ 事業系燃やせないごみ：2,808t/年（R2実績） 
このうち，56.9%がプラ容器など（H27組成調査）のため，2,808t/

年×56.9%＝1,598t/年が埋立処分されている計算 
－ 令和 2年度実績でみた場合，家庭系・事業系合わせて，3,126t/
年のプラ製品等が埋立処分されている計算になります。 
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４ 
生ごみの資源化・減量化を促進するため，家庭ごみ事業系ごみ共に

新たに「生ごみ」を区分として導入しては。 

 ごみの減量・資源化を進める上で，生ごみに焦点を当てた施策の実
施は重要と考えており，これまでも生ごみマイスター制度を活用した
生ごみ堆肥化等の取組を行ってきました。 
 御提案の「生ごみ」を分別区分の一つとして行う収集については，
家庭ごみの場合，収集運搬コストの増加や処理設備の導入に要する財
政面での負担に加え，生ごみのみを排出することによる町内会等での
ごみステーション管理の負担が想定され，また，事業系ごみについて
は，「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」及び「食品ロス
の削減の推進に関する法律」のもと，事業者自らが食品廃棄物のリサ
イクルや食品ロスの削減について積極的な取組に努めるよう求めてい
くことで，生ごみの減量・資源化を進めていく考えであることから，
家庭，事業系共に導入には至っていません。 
現時点で，収集区分として「生ごみ」の導入は考えておりませんが，

生ごみの減量・資源化については，今後も継続して取り組む必要があ
り，これまでの取組に加え，今後は食べられるにも関わらず捨てられ
てしまう食品，「食品ロス」の削減に向けた取組も強化してまいります。 

５ 

２（６）の接続のための概算工事費１６億円だが，いろいろな事例を
聞いていると，かなり高めにふっかけてくるケースが多い。あまりあ
てにしない方がいい気がする。 
売電も一つの手段ではあるが，近隣を含めた自家消費を検討できな

いか。 
プラスチックの焼却だが，現状（処分場等）を考えると進めるのが妥

当と思うが，やはり排出抑制やマテリアル・ケミカルリサイクルも検
討すべきだろう。 

（前段について） 
一般送配電事業者との事前協議の段階では，所要工期が推定 10年以

上，概算工事費が想定 100 億円との見通しでしたが，当該事業者に接
続検討を申し込んだところ，所要工期が 4 年 7 か月程度，概算工事費
は約 16億円との結果でありました。 
近隣を含めた自家消費については，令和元年度に市自らが公共施設

等へ電線を敷設し，電力供給を行う自営線供給の実現可能性を調査し
たところ，法的・技術的には実施可能であるものの，実現に向けた関
係者との協議や詳細な調査設計により，事業採算性の精査が必要との
結果を得ました。その他，現在においても，近文リサイクルプラザや
近文ふれあいセンターへの熱や電気の供給を行っているところであ
り，今後，再延命化の取組を進める中において，清掃工場の多面的な
価値創出などに向けて調査検討を進めてまいります。 
 
（後段について） 
廃プラスチック類の焼却処理については，廃棄物処理に対する国の

基本的な考え方として，①ごみを減らす，②ごみとなったものは再使
用，再生利用，熱回収の順にできる限り循環的な利用，③適正な循環
利用が行われないものは適正処理（埋立処分等）ということが示され
ております。 
これに加えて，直近の国の動きとして，これまでのプラスチック製
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容器包装に加え，国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する
ため，製造業者における環境配慮設計指針の策定，ワンウェイプラス
チック（ストロー，スプーン，フォークなど）の使用合理化，市区町村
におけるプラスチック製品等の分別収集・再商品化などを盛り込んだ
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が令和 3 年
3月 9日に閣議決定され，今通常国会において審議される予定です。 
今回のごみ処理施設整備の方向性見直しに伴い，当分の間，これま

でと同様のごみ処理システムとなりますので，廃プラスチック類も埋
立処分することが基本となりますが，近文清掃工場の処理能力の範囲
内において対応可能な取組として，例えば，汚れたプラスチック製容
器包装の焼却処理への移行などを検討し，少しでも最終処分量の抑制
や最終処分場周辺環境への負荷低減につながるよう進めてまいりま
す。 
また，これまで整理した基本構想においては，廃プラスチック類も

焼却処理する考えでしたが，前述のように廃プラスチック類について
も分別収集・再商品化を進めようとする動きがあることから，こうし
た国の動きを踏まえて，今回の方向性の見直しを機会に，ごみの排出
抑制や熱回収以外の資源循環の取組が一層推進できるよう併せて検討
を進めてまいります。 

６ 

１．清掃工場再延命化について 
 総合評価・まとめの結論によると，再延命化期間は１６年程度とあ
るが，（再延命化工事の内容や見積りの詳細が概要の資料では不明では
あるが）稼働開始から５０年という長期の延命化可能期間や，そのた
めの費用の見積りにやや不安が残ること（多額の追加費用が必要にな
るのではと危惧している），また再延命化期間終了後は新設建設の必要
があると考えられるが，現段階での新設施設に関する考え方（施設の
内容）やそのための費用についての考え方の整理などが必要と考えら
れる。新設の単なる先延ばしとなっては将来に不安が残る。また，温
室効果ガスの削減やプラスチックの廃棄に関する大きな転換も予想さ
れる現在，消極的な先延ばしではなく，次の廃棄物処理システムの決
定までに時間的猶予を作ることで将来のより良いシステムの構築につ
なげるという視点が必要と考えられる。 
 
２．新最終処分場について 
 概要では，見積もられた処分量６４万㎥についての詳細が不明（処
分量や供用年数等の見積りの妥当性について）だが，いずれ行われる
であろうごみ処理のシステムの転換についての対応に対してもある程

（１について） 
 今回お示しした再延命化工事の金額約 61億円は，プラントメーカー
から聞き取った概算であり，今後，再延命化工事の内容とともに精査
を進めます。廃棄物行政を所管する環境省でも，施設の長寿命化に向
けた各種計画や支援策が充実してきたこと，実際に 40年・50年稼働し
ている施設が複数出てきたこと，近文清掃工場も建物自体は 25年を経
過したところであり，基幹的設備の改良工事を行うことで，引き続き
安定的な処理が可能であることなどを踏まえ，建物の標準的な耐用年
数とされる 50 年を一つの基準として再延命化が可能と考えたところ
です。 
御指摘のとおり，新設の単なる先延ばしとならないよう，ごみの減

量化や資源化の取組を行いながら，今回の再延命化工事に当たっても，
近文清掃工場の処理能力の範囲内において対応可能な取組として，例
えば，汚れたプラスチック製容器包装の焼却処理への移行などを検討
し，少しでも最終処分量の抑制や最終処分場周辺環境への負荷低減に
つながるよう進めてまいります。  
また，再延命化期間終了後は，稼働開始 50年という建物側の耐用年

数で見ても大きな節目を迎えることや，焼却施設の新設には 10年近く
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度は考える必要があると思う。 の期間が必要であることを踏まえ，今後の整備の在り方についても検
討を進めていく必要があると考えております。 
その際，これまでのプラスチック製容器包装に加え，国内における

プラスチック資源循環を一層促進するため，製造業者における環境配
慮設計指針の策定，ワンウェイプラスチック（ストロー，スプーン，フ
ォークなど）の使用合理化，市区町村の分別収集・再商品化などを盛
り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が
令和 3 年 3 月 9 日に閣議決定され，今通常国会において審議される予
定であることから，こうした国の動きも踏まえながら，今回の方向性
の見直しを機会に，本市でも熱回収以外の資源循環の取組が一層推進
できるよう併せて検討を進めてまいります。 
 
（２について） 
 埋立容量約 64万㎥は，現行のごみ処理システムを前提とした令和 12
年度（次期最終処分場の供用開始年度）の埋立処分量の推計値をもと
に算出しております。なお，埋立期間は環境省が示している 15年程度
を目安としていることから，近文清掃工場の再延命化期間内（＝現行
のごみ処理システム）に埋立が終了する予定です。 
 今後，前述の近文清掃工場の処理能力の範囲内において対応可能な
取組の検討と並行して，プラスチックに対する国の動きを注視しつつ，
今後のごみ処理システムのあり方についても検討を行う必要があると
考えております。 

 

その他 

No. 委員意見等 環境部の回答 

１ 

 ペットボトルの過度な使用は，製造・リサイクルでのエネルギー消

費が様々大きく，マイボトルの普及により，温室効果ガスの減少とな

り，地球温暖化対策の一部になると考えます。 

御意見のとおり，ペットボトル等の使い捨て製品の使用を減らし，

繰り返し利用可能な製品に置き換えることで，ごみの減量化や地球温

暖化対策につながると考えており，引き続き２Ｒに関する普及・啓発

に努めてまいります。 
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２ 

次回審議会に向けての意見（お願い） 

現在，旭川市は緊急事態宣言下にありますが，令和２年度も特別な

１年であったと思われます。Covid-19流行下での廃棄物処理において

この１年で明らかになった点（処理量，廃棄物の組成変化，収集業務の

問題点，減量のための施策で影響の受けた点）などを示し，それを踏ま

えた令和３年度の計画についての市の方針等を教えて下さればと思い

ます。 

令和２年度の本市環境行政においては，新型コロナウイルス感染症

により様々な影響がありました。 

ごみの減量・資源化に向けた取組として例年環境部が実施していた

「環境フェスタ」や「あさひかわエコカーニバル」などの環境啓発イ

ベントについては，感染症拡大防止の観点から中止としたほか，当初

予定していた一般廃棄物の組成調査についても実施には至りませんで

した。 

コロナ禍での収集運搬業務及び資源物の中間処理業務については，

現場作業員の感染防止対策の徹底などについて，国や道からの通知等

を基に事業者や施設と連携を図って取り組んでまいりました。 

令和２年度のごみ総排出量は，115,434ｔで前年比▲674ｔと減少し

ましたが，その主な内訳については家庭ごみが前年比＋1,921ｔに対

し，事業系ごみが▲1,609ｔと大きな増減が見られました。今後，詳細

な分析は必要と考えておりますが，大きな要因として，新型コロナウ

イルス感染症の影響による外出自粛等の措置に伴い，外食等の機会も

減少したと推測され，その分，家庭で過ごす時間が増えたことにより，

家での消費機会が増加したほか，自宅の片付けをする市民が増加した

可能性も考えられます。そのほか，集団資源回収量も前年比▲986ｔと

減少しており，各団体への聞き取り調査によると，回収活動の自粛や

規模の縮小による回収量の減少が確認されました。 

これらを踏まえた令和３年度の取組として，啓発イベントについて

は，新型コロナウイルス感染症終息の見込みが立たないことから，開

催できない可能性も視野に入れ，ごみの減量・資源化に関する周知・

啓発については本市ホームページやＳＮＳ等を活用した形で実施して

いく考えです。 

また，昨年度実施に至らなかった組成調査は，今年度の実施に向け

取組を進めているところであり，調査結果を今後のごみ減量化施策の

基礎資料とするほか，コロナ禍でのごみの排出傾向の変化についても

把握していく考えです。 

 


