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１ 札幌市の感染拡大状況

２ 収集分野における業務継続計画

３ 処理分野における業務継続計画

４ 市民広報・市民からの感謝

５ 巣ごもり消費とごみ収集量の変化

６ 宿泊療養施設から排出される廃棄物対策
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◆第一波

緊急事態宣言①
(4/7～5/25)
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緊急事態宣言②
(1/8～3/21)

緊急事態宣言③
(4/25～8/31)
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 環境省「廃棄物処理における新型インフルエ
ンザ対策ガイドライン」に基づき、札幌市の基
本方針を策定

 直営及び委託の家庭ごみ収集従事者に対し
感染予防策として以下を実施
・収集作業員のマスク着用
・休憩場所への消毒液の設置
・３密の回避やこまめな換気
・毎朝の体調不良者の状況確認等
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感染防止対策の例（清掃事務所）



 令和２年３月に「札幌市家庭ごみ収集事業継
続計画」を策定
緊急時の連絡体制や感染予防対策、事業継続に必要な人
的資源の確保について定めている。

市内に６か所ある清掃事務所の人的資源が不足した場合

⇒委託事業者からの車両臨時借上

⇒普及・啓発・指導業務の縮小により、当該業務を担当して
いる職員「さっぽろごみパト隊」を家庭ごみ収集業務に充当
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清掃事務所配置図 7



レベルごとに想定される事態への対応策

対策レベル１ 各清掃事務所約４台減車
予備車の稼働、委託事業者から
の車両臨時借上げにより対応

対策レベル２
各清掃事務所約８台減車
又は２清掃事務所閉鎖

対策レベル１に加え、

ごみパト隊職員、他清掃事務所か
らの応援により対応

対策レベル３
各清掃事務所約８台以上減車
又は３清掃事務所閉鎖

対策レベル２に加え、

ごみパト隊職員の応援数を増員
必要に応じて分別・収集方法の変
更を計画
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＜委託業者について＞
委託業者にも業務継続計画を策定するよう依頼。感染者が
出た場合も基本的には委託業者が自社の責任で対応するこ
ととしているが、感染者が増え、自社での対応ができなくなっ
た場合は、他の委託業者や直営予備車で対応する。
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札幌市の廃棄物処理施設
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名称 処理能力 竣工（造成）年月 備考

焼
却
施
設

発寒清掃工場 600t/日 平成4年11月

駒岡清掃工場 600t/日 昭和60年11月

白石清掃工場 900t/日 平成14年11月

破
砕
施
設

発寒破砕工場 150t/日 平成10年9月

篠路破砕工場 150t/日 昭和55年12月

駒岡破砕工場 200t/日 昭和61年2月
資源化
施設 ごみ資源化工場 200t/日 平成2年3月 RDF

選
別
施
設

中沼ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ選別ｾﾝﾀｰ 82.6t/日 平成12年6月 容器包装ﾌﾟﾗ

中沼資源選別ｾﾝﾀｰ 110t/日 平成10年9月 びん・缶・ﾍﾟｯﾄ

駒岡資源選別ｾﾝﾀｰ 77t/日 平成10年9月 びん・缶・ﾍﾟｯﾄ

中沼雑がみ選別ｾﾝﾀｰ 85t/日 平成21年7月 雑がみ

埋
立

山本処理場 残171万ｔ 昭和58年

山口処理場 残67万ｔ 昭和58年



◆運転維持管理を担う職員の感染防止対策
⇒対人距離の確保、手洗い、咳エチケット、体温測定、発熱時な
どの出勤自粛・停止、施設内の消毒・洗浄、接触機会の削減の
ため施設見学の受入れ中止

「札幌市廃棄物処理施設事業継続計画」を
策定

◆ごみ処理施設への自己搬入の対策

市民生活への影響を考慮して受入停止は実施せず。

⇒不要不急の外出や人の密集を防止するため、本市HP等で自
己搬入の自粛を呼びかけ。

⇒施設の窓口では、 「北海道コロナ通知システム」のQRコードの
掲示、マスクやフェイスシールドの着用、ビニール幕の設置。
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札幌市の家庭系ごみの収集区分

＜ステーション方式＞
◆有料指定ごみ袋
・燃やせるごみ（週に２回）
・燃やせないごみ（４週に１回）

◆中身の見える袋
・びん・缶・ペットボトル（週に１回）
・容器包装プラスチック（週に１回）
・雑がみ（２週に１回）
・枝・葉・草（４週に１回）
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感染拡大を防ぐため、市の
広報誌や公式ＨＰで「正し
いごみの出し方」を周知。

収集作業員の感染防止
につながる。

選別作業員の感染防止
につながる。

R2.6 広報さっぽろ 14



・令和２年４月に初めての緊急事態
宣言が発令されたころから、感謝の
メッセージが届くようになった。

・メッセージは、清掃事務所にFAXや
手紙で届いたり、収集の現場で声を
かけられたり、また、左の写真のよ
うにごみ袋に直接貼られていたもの
も複数あった。

・現場の職員は、これらのメッセージ
に非常に感激し、日々の作業の励
みになると喜んでいる。

・ステイホームが求められ、ごみか
らの感染リスクもある中、毎日、休
みなく収集作業にあたる職員を市民
が気遣ってくれたもの。
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・マスクの品薄状態を危惧した市民・団体・法人から、マスクの差
し入れがあった。
・札幌市に隣接する江別市では、マスク150枚、フェースシールド
５枚が清掃員に寄贈されたと新聞に掲載されていた。

16



１ 札幌市の感染拡大状況

２ 収集分野における業務継続計画

３ 処理分野における業務継続計画

４ 市民広報・市民からの感謝

５ 巣ごもり消費とごみ収集量の変化

６ 宿泊療養施設から排出される廃棄物対策
17



ごみ量の推移

H28年度実績 H29年度実績 H30年度実績 R1年度実績 R2年度実績

246,141t 247,997t 248,572t 251,349t 257,899t

16,347t 15,321t 16,213t 14,278t 15,424t

33,857t 33,496t 33,677t 33,778t 35,647t

29,072t 29,262t 29,685t 30,053t 31,248t

23,224t 22,948t 22,392t 22,147t 21,494t

19,968t 20,410t 19,281t 18,226t 21,233t

10,578t 10,882t 11,768t 11,403t 12,763t

3,020t 2,658t 4,311t 2,048t 1,678t

382,207t 382,974t 385,898t 383,283t 397,386t

143,642t 148,028t 149,290t 145,593t 123,004t

65,612t 66,553t 71,113t 73,344t 71,427t

209,254t 214,581t 220,402t 218,937t 194,430t

591,462t 597,555t 606,300t 602,220t 591,817t

家
庭
ご

み

燃やせるごみ　　　★

燃やせないごみ　　★

びん・缶・ペットボトル

容器包装プラスチック

雑がみ

枝・葉・草

事
業
ご

み

許可業者搬入

自己搬入

小　　計

大型ごみ

地域清掃ごみ　　　★

小　　計

合　　計

★印が、廃棄ごみ量

コロナによる自粛生
活の影響なのか、R２
年度は、ほとんどの
家庭ごみが増加し、
事業ごみが減った傾
向がみられる。

＜家庭ごみの増加の
理由の推察＞

・外出自粛による家
庭での生活が増えた
こと。

＜事業ごみの減少の
理由の推察＞

・飲食店の休業や時
短営業、イベントの中
止、テレワークの推
進など
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宿泊療養施設から排出される廃棄物区分
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① ② ③

④ ⑤



23

ご清聴ありがとうございました。

（モエレ沼公園 ガラスのピラミッド“ＨＩＤＡＭＡＲＩ”）

世界的彫刻家イサム・ノグチが基本設計を手がけ、ごみ処理場の跡地に造成された公園
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