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９月７日に発生した破砕処理場の火災について 

１．発生日時 

令和４年９月７日７時 40分頃に、破砕処理場の破砕機室内において火災が発    

生し、施設運転管理会社の初期消火活動により同日 7時 50分頃に鎮火し、９時 

35分に消防による鎮圧・鎮火を確認した。 

       

２．発生場所等 

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：破砕機室内「No.1破砕物搬送コンベア」（２階部分） 

   ※粗破砕機から高速回転破砕機へ搬送中のごみがコンベア上で発火した。 

 

３．被害状況 

１）人的被害 

      初期消火に当たった施設運転管理会社従業員 10 名のうち３名が消火活動 

後、体調に異変が生じ、１名が吐き気と嘔吐の症状であった為、救急車にて 

恵庭市内の病院へ搬送し、点滴、採血及びＣＴ検査を実施し、異状が認めら 

れなかったことから、同日帰宅した。 

残りの２名については喉の痛みがあり、市消防からは救急車による病院へ 

の搬送は不要とのことにより、施設運転管理会社の車両にて、１名は同日（７ 

日）に苫小牧市内の病院、１名は翌日（８日）に岩見沢市内の病院で受診し、 

異状なしとの診断結果であった。 

   なお、12 日から初期消火に当たった 10 名全員が出勤している。 

２）物的被害 

    火災による施設外観上の損傷はなく、８日に搬送コンベアの内部点検や試 

運転を実施し、正常に稼働することを確認したことから、12 日より再稼働 

している。 

なお、火災により破砕処理ラインが停止したことから、家庭ごみの「燃 

やせないごみ」と事業ごみの「破砕対象ごみ」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、破砕処理場プラ 

ットホームでの受入とし、12 日からは通常どおり受入している。 

 

４．火災の発生原因 

消防の現場調査の結果、燃やせないごみに混入していた「リチウムイオン電 

池らしきもの」が、粗破砕機で破砕した時の衝撃により発火し、ベルトコンベ 

ア内の燃やせないごみに着火したものとの推測している。 
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９月 15日に発生した破砕処理場の火災について 

 

１．発生日時 

令和４年９月 15日（木）７時 27分頃に、破砕処理場の破砕機室内において火 

災が発生し、市消防の消火活動により同日 9時 34分に鎮火した。 

       

２．発生場所等 

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：破砕機室内「No.1破砕物搬送コンベア」（２階部分） 

   ※粗破砕機から高速回転破砕機へ搬送中のごみがコンベア上で発火した。 

 

３．被害状況 

（１）人的被害 なし 

      施設運転管理会社の従業員７名が初期消火に当たったが、煙の回りが早い 

と判断し、直ちに避難した。 

 

（２）物的被害 

「№１破砕物搬送コンベア」のコンベアケーシングが変形しているが、コ

ンベアの調査・点検の結果、稼働に影響がないことを確認している。 

なお、火災により処理ラインが停止したことから、家庭ごみの「燃やせな

いごみ」と事業ごみの「破砕対象ごみ」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、破砕処理場プラット

ホームで受入している。 

 

４．火災の発生原因 

消防の現場調査の結果、燃やせないごみに混入していた充電式電池が粗破砕 

機で破砕した時の衝撃により、№１破砕物搬送コンベア内の破砕物に着火した 

と推測している。 

また、コンベア上には、有害ごみとして分別すべきスプレー缶を発見した。 
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10月 10日に発生した破砕処理場の火災について 

１．発生日時 

令和４年１０月１０日（月）９時４１分頃 

       

２．発生場所等 

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：破砕機室内「No.1破砕物搬送コンベア」上流部 

（粗破砕機出口付近） 

３．火災の概要 

  ９時４１分頃に破砕処理場の中央操作室の職員が、粗破砕機用 ITV カメラで

火種を確認したことから、火災発生時マニュアルに従い消火散水装置を起動する

とともに、初期消火活動と消防への通報等を行った。 

 初期消火活動により、ほぼ鎮火状態となったが、煙が出てきたことから従業員  

は避難し、消防の到着により消火活動が行われ、１０時１７分に消防による鎮火

を確認した。 

 

４．被害状況 

（１）人的被害 なし 

    施設運転管理業者の従業員５名により初期消火を行い、煙が出た時点で避

難しており、人的被害はなかった。 

（２）物的被害 なし 

１１日の消防の現場検証後に、目視による外観の調査及び、コンベアの動

作確認を行い物的被害がないことを確認した。 

 なお、火災により破砕処理ラインが停止したことから、家庭ごみの「燃や 

せないごみ」と事業ごみの「破砕対象ごみ」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、破砕処理場プラ 

ットホームで受入している。 

 

５．火災の発生原因 

消防の現場検証により、「充電式電池」が発見されたことから、燃やせない

ごみに混入していた充電式電池が粗破砕機で破砕した時の衝撃により、電池内

部でショートし、コンベア内の破砕物に着火し出火したものとの見解が示され

た。 

 



R４.９.７
出火箇所

R４.９.15
出火箇所

R４.10.10
出火箇所

資料1
図面

1



　　　　　

2

【 ① コンベア外観 】

【 ① コンベア内部】

【 ② コンベア内部】発火原因と思われるリチウムイオン電池
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発火原因の充電式電池他

↑写真 ： 火災箇所より発見された充電式電池やスプレー缶
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4　　　↑写真 ： 火災発生箇所より充電式電池の他、電子基盤、車のシガーソケットUSBを確認

【 ① コンベア外観 】

【 ② コンベア外観】

発火原因の充電式電池他

【 ③ コンベア内部】
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既存の散水ノズル

仮設の散水ノズル

散水ノズル①
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②
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仮設散水ノズル

散水ノズル②

散水ノズル③

常時散水を行っている散水ノズル位置
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