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破砕処理場で発生した火災の概要 

 

１ 発生日時 

    令和４年３月７日9時50分頃に、千歳市破砕処理場の破砕選別機室内において火災が発生

し、市消防の消火活動により同日12時13分に鎮火した。 

２ 発生場所   ・住 所：千歳市美々758番地の53、141 

          ・施設名：千歳市破砕処理場（地下１階、地上３階建て） 

             ・火災の発生箇所：破砕選別機室内「№2破砕物搬送コンベア」 

３ 被害状況  ・機械設備（No.2破砕物搬送コンベア）の一部焼損 

・建築設備（選別機室天井及び壁）の一部焼損 

・電気設備（建物に付随する電気設備）の一部焼損 

        ※人的被害なし 

 

４ 火災の発生原因 

当初の消防の見解として「リチウム電池の発熱やスプレー缶の爆発による発火が原因とし

て考えられる。」とされていたが、その後、消防の詳細調査により、「破砕機内で摩擦によっ

て熱を帯びた金属類が燃えやすいごみ（プラスチック等）に接触し、着火した可能性が高

い。」との結論に至った。 

また、環境センターのその後の調査において、火災直前に、「№２破砕物搬送コンベア」の

下流にある「アルミ選別機投入コンベア」でごみ詰まりが発生したことにより、処理ライン

を一時（５分程度）停止させ除去作業を実施しており、普段滞留することのない場所で、高

温の金属と燃えやすいごみとの接触時間が増え、着火したものと推測している。 

 

５ 火災発生からこれまでの経緯 

令和４年３月７日に破砕処理場で発生した火災により、機械設備、電気設備、建物の一部

が焼損し、「燃やせないごみ・大型ごみ」の破砕処理ラインが停止となった。 

このことにより、家庭ごみの「燃やせないごみ」と事業ごみの「破砕対象ごみ」について

は、埋立処分地へ搬入し、「大型ごみ」及び市民が直接持ち込む「家庭ごみ」については、 

通常どおり破砕処理場プラットホームでの受入とした。 

 破砕処理場機械設備の再稼働に向けた調査等を開始した結果、機械設備である「No.2破砕

物搬送コンベア」を修繕することにより、破砕処理ラインの再稼働が可能であると判断し、

早急に仮復旧に向けた修繕を行い、修繕実施後の「試運転調整」で最終確認後、処理ライン

の再稼働を可能とした。 

この結果、５月２日から家庭ごみの「燃やせないごみ」と事業ごみの「破砕対象ごみ」に

ついて、通常どおり破砕処理場プラットホームで受入し処理している。 

  

６ 破砕処理場の今後に向けた対応 

当該施設には代替機能がなく、安全・安心・安定した施設の運転を継続するため、施設を完

全復旧することとした。 

  また、今後の再発防止対策として、施設管理面においては、既存の粉じん用散水ノズルを

利用し、中央監視室から遠隔操作によって定期的に散水している。また、ハード面において

は、プラントメーカーや先進自治体等へ聞き取りを行い、当該施設の状況に応じた機器類の

選定について検討する。 
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建築設備焼損状況（屋根）



アルミ選別機

投入コンベア

（ごみ詰まり）

出火箇所

No.2 破砕物

搬送コンベア高速回転

破砕機

7

破砕処理場ごみ処理フロー図
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