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１．基本的事項 

1.1 本資料作成の目的 

本資料は、災害廃棄物発生量の推計、災害廃棄物処理の初動に係る計画及びブロック内の連携等

について検討し、各市町が災害廃棄物処理計画を策定するための基礎資料として活用することを目

的に作成する。 

 

1.2 対象とする災害 

本資料で対象とする災害は、地震と水害とする。 

 

1.3 被害想定 

(1) 地震 

各市町の地域防災計画等の被害想定から、建物の被害棟数を表 1-1 のとおり推計した。 

県央ブロック全体の建物被害棟数は、全壊が 12,355 棟、半壊が 34,903 棟であり、住宅につ

いてみると、全壊が 7,596 棟、半壊が 20,540 棟となった。 

 

表 1-1 地震による建物被害棟数 

 

建物被害棟数 
建物被害棟数の推計方法 

全壊 半壊 

盛岡市 
6,570 

(4,566)  

10,574 

(7,349)  
盛岡市地域防災計画の被害想定を使用した。 

八幡平市 
2,942 

(1,702)  

9,816 

(5,760)  

建物棟数と地域防災計画の想定最大震度から推計した（計測震度

6.0 と設定）。 

滝沢市 
371 

(253)  

2,250 

(1,644)  

建物棟数と地域防災計画の想定最大震度から推計した（計測震度

5.9 と設定）。 

雫石町 
429 

(201)  

2,215 

(1,065)  

建物棟数と地域防災計画の想定最大震度から推計した（計測震度

5.9 と設定）。 

葛巻町 
337 

(188)  

1,643 

(948)  

地域防災計画で想定最大震度が示されていないため、東日本大震

災の県内最大震度 6 弱から推計した（計測震度 5.9 と設定）。 

岩手町 
469 

(144)  

2,244 

(788)  

地域防災計画で想定最大震度が示されていないため、東日本大震

災の県内最大震度 6 弱から推計した（計測震度 5.9 と設定）。 

紫波町 
858 

(359)  

4,240 

(1,957)  

建物棟数と地域防災計画の想定最大震度から推計した（計測震度

5.9 と設定した）。 

矢巾町 
379 

(183)  

1,921 

(1,029)  

建物棟数と地域防災計画の想定最大震度から推計した（計測震度

5.9 と設定した）。 

計 
12,355 

(7,596)  

34,903 

(20,540)  
 

※( )内は、住宅の被害棟数。盛岡市の住宅倒壊棟数は、全建物に対する住宅の割合（69.5%）で推計し

た。  
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なお、岩手県では、「岩手県地震被害想定調査（平成 10 年）」及び「岩手県地震・津波シュミ

レーション及び被害想定調査に関する報告書（平成 16 年）」において、地震の想定を行ってい

る。しかし、「岩手県地震被害想定調査（平成 10 年）」では、県央ブロックの一部の市町で建物

被害棟数が少なく想定されており、また、「岩手県地震・津波シュミレーション及び被害想定調

査に関する報告書（平成 16 年）」では、主に沿岸部の津波被害を想定していることから、両調

査結果は、県央ブロックの被害想定として採用しないこととした。 

 

また、各市町の年代別建物棟数は表 1-2～表 1-9 のとおりである。盛岡市以外は、このデー

タを基に被害棟数の推計を行った。各市町にアンケート調査を行い、把握したデータである。 

 

表 1-2 盛岡市の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 5,985  4,926  10,911  

木造中築年①（1963 年～71 年） 9,404  4,247  13,651  

木造中築年②（1972 年～80 年） 16,067  6,250  22,317  

木造新築年①（1981 年～89 年） 13,010  5,478  18,488  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 16,855  3,984  20,839  

木造新築年③（2002 年～） 14,889  2,125  17,014  

木造建築物 計 76,210  27,010  103,220  

非木造旧築年（1971 年以前） 638  2,189  2,827  

非木造中築年（1972 年～80 年） 1,651  2,529  4,180  

非木造新築年（1981 年～） 8,075  6,213  14,288  

非木造建築物 計 10,364  10,931  21,295  

木造・非木造建築物 計 86,574  37,941  124,515  

 

表 1-3 八幡平市の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 1,870  1,748  3,618  

木造中築年①（1963 年～71 年） 7,310  4,785  12,095  

木造中築年②（1972 年～80 年） 3,243  2,018  5,261  

木造新築年①（1981 年～89 年） 2,771  1,958  4,729  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 11,362  2,052  13,414  

木造新築年③（2002 年～） 1,702  772  2,474  

木造建築物 計 28,258  13,333  41,591  

非木造旧築年（1971 年以前） 295  1,195  1,490  

非木造中築年（1972 年～80 年） 100  868  968  

非木造新築年（1981 年～） 1,363  2,543  3,906  

非木造建築物 計 1,758  4,606  6,364  

木造・非木造建築物 計 30,016  17,939  47,955  
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表 1-4 滝沢市の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 337  420  757  

木造中築年①（1963 年～71 年） 559  282  841  

木造中築年②（1972 年～80 年） 3,458  654  4,112  

木造新築年①（1981 年～89 年） 3,335  915  4,250  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 5,391  904  6,295  

木造新築年③（2002 年～） 3,806  444  4,250  

木造建築物 計 16,886  3,619  20,505  

非木造旧築年（1971 年以前） 70  430  500  

非木造中築年（1972 年～80 年） 227  370  597  

非木造新築年（1981 年～） 946  1,343  2,289  

非木造建築物 計 1,243  2,143  3,386  

木造・非木造建築物 計 18,129  5,762  23,891  

 

表 1-5 雫石町の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 727  919  1,646  

木造中築年①（1963 年～71 年） 754  699  1,453  

木造中築年②（1972 年～80 年） 1,519  1,251  2,770  

木造新築年①（1981 年～89 年） 781  910  1,691  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 1,388  926  2,314  

木造新築年③（2002 年～） 703  509  1,212  

木造建築物 計 5,872  5,214  11,086  

非木造旧築年（1971 年以前） 30  596  626  

非木造中築年（1972 年～80 年） 42  656  698  

非木造新築年（1981 年～） 162  880  1,042  

非木造建築物 計 234  2,132  2,366  

木造・非木造建築物 計 6,106  7,346  13,452  

 

表 1-6 葛巻町の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 973  747  1,720  

木造中築年①（1963 年～71 年） 596  516  1,112  

木造中築年②（1972 年～80 年） 1,044  405  1,449  

木造新築年①（1981 年～89 年） 619  403  1,022  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 620  551  1,171  

木造新築年③（2002 年～） 241  232  473  

木造建築物 計 4,093  2,854  6,947  

非木造旧築年（1971 年以前） 5  351  356  

非木造中築年（1972 年～80 年） 19  397  416  

非木造新築年（1981 年～） 28  342  370  

非木造建築物 計 52  1,090  1,142  

木造・非木造建築物 計 4,145  3,944  8,089  
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表 1-7 岩手町の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 428  2,165  2,593  

木造中築年①（1963 年～71 年） 622  876  1,498  

木造中築年②（1972 年～80 年） 1,167  567  1,734  

木造新築年①（1981 年～89 年） 788  435  1,223  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 963  398  1,361  

木造新築年③（2002 年～） 527  242  769  

木造建築物 計 4,495  4,683  9,178  

非木造旧築年（1971 年以前） 16  423  439  

非木造中築年（1972 年～80 年） 17  434  451  

非木造新築年（1981 年～） 104  737  841  

非木造建築物 計 137  1,594  1,731  

木造・非木造建築物 計 4,632  6,277  10,909  

 

表 1-8 紫波町の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 1,319  3,255  4,574  

木造中築年①（1963 年～71 年） 1,272  1,066  2,338  

木造中築年②（1972 年～80 年） 2,735  1,147  3,882  

木造新築年①（1981 年～89 年） 2,140  1,270  3,410  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 3,409  948  4,357  

木造新築年③（2002 年～） 1,905  742  2,647  

木造建築物 計 12,780  8,428  21,208  

非木造旧築年（1971 年以前） 53  1,291  1,344  

非木造中築年（1972 年～80 年） 79  642  721  

非木造新築年（1981 年～） 347  1,264  1,611  

非木造建築物 計 479  3,197  3,676  

木造・非木造建築物 計 13,259  11,625  24,884  

 

表 1-9 矢巾町の年代別建物棟数 

 
棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造旧築年（1962 年以前） 484  1,215  1,699  

木造中築年①（1963 年～71 年） 728  489  1,217  

木造中築年②（1972 年～80 年） 1,511  415  1,926  

木造新築年①（1981 年～89 年） 1,251  527  1,778  

木造新築年②（1990 年～2001 年） 2,774  482  3,256  

木造新築年③（2002 年～） 1,930  351  2,281  

木造建築物 計 8,678  3,479  12,157  

非木造旧築年（1971 年以前） 15  130  145  

非木造中築年（1972 年～80 年） 114  558  672  

非木造新築年（1981 年～） 756  1,311  2,067  

非木造建築物 計 885  1,999  2,884  

木造・非木造建築物 計 9,563  5,478  15,041  
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また、震度別の倒壊率のデータは表 1-10 のとおりである。盛岡市以外は、この倒壊率を推

計に用いた。 

 

表 1-10 計測震度による建物全半壊率 

 

計測震度 5.9 計測震度 6.0 

全壊率 全半壊率 全壊率 全半壊率 

木造旧築年（1962 年以前） 9.7% 50.0% 17.7% 62.3% 

木造中築年①（1963 年～71 年） 8.2% 43.8% 14.2% 56.8% 

木造中築年②（1972 年～80 年） 3.6% 31.7% 6.9% 43.2% 

木造新築年①（1981 年～89 年） 0.9% 6.4% 1.5% 9.8% 

木造新築年②（1990 年～2001 年） 0.2% 1.8% 0.4% 3.1% 

木造新築年③（2002 年～） 0.0% 0.8% 0.1% 1.4% 

非木造旧築年（1971 年以前） 2.0% 10.8% 3.1% 14.6% 

非木造中築年（1972 年～80 年） 1.7% 8.2% 2.6% 11.2% 

非木造新築年（1981 年～） 0.4% 2.1% 0.6% 3.1% 

出典：東京都防災ホームページ 南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定 

  （平成 25 年 5 月 14 日公表）第 3 部 4-2 各被害の想定手法 

 

 

(2) 水害 

水害については、各市町の地域防災計画等に具体的な被害想定は記載されていない。また、

水害ハザードマップを使用して被害棟数を推計することを検討したが、水害ハザードマップを

作成していない市町もあるため、別の方法を用いた。 

平成 18 年～平成 27 年の水害統計調査（国土交通省）の建物被害棟数のデータを使用し、各

市町で最も被害が大きい年のデータを採用し、被害想定棟数とした。 

県央ブロック全体の建物被害棟数は、全壊が 19 棟、半壊が 94 棟、床上浸水が 463 棟、床下

浸水が 1,778 棟となった。 

 

表 1-11 過去の水害による被害棟数 

 
全壊 半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

盛岡市 平成 25 年 7 91 14 207 

八幡平市 平成 25 年 0 0 56 121 

滝沢市 平成 27 年 0 0 4 4 

雫石町 平成 25 年 12 3 85 647 

葛巻町 平成 18 年 0 0 51 30 

岩手町 平成 22 年 0 0 16 20 

紫波町 平成 25 年 0 0 118 373 

矢巾町 平成 25 年 0 0 119 376 

計 19 94 463 1,778 

出典：水害統計調査（国土交通省） 
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1.4 対象とする災害廃棄物 

本計画基礎資料において対象とする災害廃棄物は、地震災害、水害等によって発生する廃棄物（表

1-12 の(1)～(10)）及び被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物（表 1-12 の(11)～(13)）である。 

 

表 1-12 災害廃棄物の種類 

種 類 説 明 

(1)木くず 柱・梁・壁材、水害による流木等 

(2)コンクリートが

ら等 

コンクリートがら、アスファルトくず、瓦・陶磁器・ガラス等 

(3)金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

(4)可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃棄物 

(5)不燃物 不燃性粗大ごみ 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ

ス、土砂等が混在した概ね不燃性の廃棄物 

(6)腐敗性廃棄物 畳や被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等

から発生する原料及び製品等 

(7)廃家電製品 損壊家屋等から排出されるテレビ、洗濯機、エアコン等の家電類で、災害に

より被害を受け使用できなくなったもの 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う 

(8)廃自動車等 災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う 

(9)有害廃棄物 石綿含有廃棄物、PCB、感染性廃棄物、化学物質、フロン類・CCA・テトラ

クロロエチレン等の有害物質、医薬品類、農薬類 

(10)その他処理困難

な廃棄物等 

危険物（消火器、ガスボンベ、燃料タンク、スプレー缶等）、ピアノ、マッ

トレス等の市町の一般廃棄物処理施設では処理が困難なもの（レントゲンや

非破壊検査用の放射線源を含む）、石膏ボード等 
 

種 類 説 明 

(11)生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

(12)避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ等 

(13)し尿 仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市町村・関

係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称）等からのくみ取りし尿 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

 

表 1-12 の種類には、倒壊を免れた家屋の片付けにより排出される「片付けごみ」と家屋の解体

によって発生する「解体廃棄物」の両方が含まれている。（表 1-13） 

 

表 1-13 片付けごみと解体廃棄物 

種 類 説 明 

片付けごみ 家具や家電、食器等の家財が壊れて廃棄物となったものであり、倒壊を免れた

家屋の片付けにより排出される。 

解体廃棄物 損壊家屋等の解体により発生する廃棄物（柱等の木くず、コンクリートがら、

瓦、石膏ボード、金属くず等）。平常時は産業廃棄物として処理されている。 
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片付けごみは、主に「不燃ごみ」「粗大ごみ」に該当し、発災直後の排出量が多く、徐々に減少

する。解体廃棄物は、発災から数か月後に損壊家屋等の解体が始まると排出量が増加する。 

 

 

1.5 各主体の役割 

(1) 市町の役割 

災害廃棄物は一般廃棄物に区分されることから、災害廃棄物は市町が主体となって処理を行

う。 

・避難所から排出されるし尿やごみは、速やかに処理を開始する。 

・災害廃棄物は、可能な限り分別、選別、再生利用等により減量化を図る。必要に応じて仮置

場を設置し、適正かつ円滑・迅速な処理を実施する。 

・被災していない場合は、被災市町村からの要請に応じて、資機材等の支援を行う。 

・平常時に、県央ブロックの市町や一部事務組合と災害時の対応について協議し、連携体制を

構築する。また、教育・訓練を重ね、災害廃棄物処理の対応能力の向上を図る。 

 

(2) 一部事務組合の役割 

・施設の余力を把握し、災害時に排出される廃棄物について可能な限り処理を行う。 

・ごみ処理に係る技術力や経験を活かし、災害時に排出される廃棄物の分別や処理についての

助言を行う。 

・災害時に適正かつ円滑・迅速な処理を進めるため、施設や処理システムの強靭化を図る。 

 

(3) 県の役割 

・災害廃棄物の処理に係る技術支援、人的支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関連する

事業者への協力要請を行う。 

・市町の行政機能が喪失する規模の災害が発生し、市町が県へ地方自治法第 252 条の 14 の規

定に基づく事務の委託をした場合は、県が災害廃棄物の処理主体として処理を行う。 

 

(4) 事業者の役割 

・事業所から発生する廃棄物の処理は、事業者が自ら行うことを基本とする。 

・危険物、有害物質等を含む廃棄物その他の適正処理が困難な廃棄物を排出する可能性のある

事業者は、これらの適正処理に主体的に努める。 

・災害廃棄物の処理に関連する事業者は、災害時において災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な

処理に努める。 

 

(5) 住民の役割 

・災害廃棄物の分別・リサイクルの推進に努める。 
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1.6 災害廃棄物処理の基本方針 

(1) 適正かつ円滑・迅速な処理の実行 

住民の生活環境保全及び公衆衛生上の支障防止の観点から、腐敗性、有害性又は危険性のあ

る廃棄物の優先的かつ適正な処理を進め、復旧・復興の妨げにならないよう円滑・迅速な処理

を実行する。 

 

(2) 分別・再生利用 

災害廃棄物の処理においては、被災現場から仮置場へ搬入する際の分別を徹底し、可能な限

り再生利用を行い、最終処分量を削減する。 

 

(3) 目標期間内での処理の実施 

災害廃棄物の処理は、できる限り県央ブロックの施設で処理を行う。県央ブロックの施設で

対応できない場合は、県内市町村、民間事業者等の支援により、既存処理施設による県内処理

を進める。 

県内の既存処理施設を最大限活用しても目標期間内に処理することができない膨大な量の災

害廃棄物が発生した場合、または、公衆衛生の観点から緊急的な処理が必要な場合は、仮設処

理施設の設置や県外の広域処理により対応する。 

 

(4) 合理的かつ経済的な処理 

処理の緊急性や困難性を考慮しながら、合理性のある処理方法を選定し、経済的な処理に努

める。 

 

(5) 県央ブロック内の連携 

県央ブロックの市町は、県央ブロック内で被災した市町に対し積極的な支援を行う。被災市

町の要請に応じ、資機材の提供や災害廃棄物処理等の支援を行う。 

 

1.7 災害廃棄物処理の流れ 

災害廃棄物は、被災現場で分別した上で仮置場へ搬入し、仮置場に分別して集積・保管する。 

これらの災害廃棄物は、種類や性状に応じて破砕、選別、焼却等の中間処理を行い、再生利用、

最終処分を行う。既存の廃棄物処理施設において目標期間内で処理しきれない等の場合は、破砕、

選別等のための仮設処理施設の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-1 災害廃棄物処理の流れ  

分別・保管

災害廃棄物

被災現場 仮置場 処理・処分

破砕・焼却等
の中間処理

再生利用
・金属原料
・土木資材
・セメント原燃料
・燃料 等

最終埋立処分

仮置場A

仮置場B

仮置場C

家電リサイクル法によるルート

専門業者による危険・有害廃棄物の適正処理
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1.8 市町・一部事務組合の行動 

平常時から復旧・復興までに実施すべき主な災害廃棄物処理業務は、表 1-14 のとおりである。 

発災後は、初動期、応急対応前半の対応が特に重要となる。職員の安否確認、人命救助を優先し

て対応すると同時に、災害廃棄物処理に関連する施設の被害状況の把握、災害廃棄物処理に必要な

体制の構築等に対応することとする。 

 

表 1-14 災害廃棄物処理に係る主な業務 

時期区分 災害廃棄物対策 

平常時 ・災害廃棄物処理計画の見直し 

・災害時の連携体制の構築（県、市町村、民間事業者等） 

・仮置場候補地の選定 

・住民への啓発・広報（災害時における廃棄物の排出方法等） 

・市町・組合職員に対する教育訓練 

発
災
後 

初動期 

（発災～ 

   数日間) 

・災害廃棄物処理体制の整備 

・道路の啓開、通行上の障害となっているがれきの撤去 

・被害状況の把握 

・仮置場の設置 

・必要資機材の確保 

・平常時の廃棄物処理体制が維持できるか確認 

・仮設トイレの設置が必要か判断 

・仮設トイレから発生するし尿の処理 

・災害廃棄物の発生量と仮置場面積の推計 

・災害廃棄物の収集運搬方法を決定 

・災害廃棄物処理の外部委託の必要性を検討 

・支援要請 

・住民への広報 

応急対応前半 

（～数週間） 

・体制の見直し（土木建築系、財務系、廃棄物系 OB 等人材調達） 

・仮置場の設置・受入・管理 

・生活ごみ・避難所ごみの処理 

・処理・再生利用・最終処分先の検討 

・処理の委託契約 

・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・進捗管理（収集運搬や処理処分の記録作成） 

・他自治体からの支援の受入・調整 

・県への事務委託の検討（行政機能が喪失する規模の災害の場合） 

応急対応後半 

（～３か月） 

・進捗管理 

・仮置場の逼迫状況の把握 

・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・本格的な処理の委託契約 

・損壊家屋等の解体・撤去・運搬（公費解体の場合） 

・事務委託の内容の検討と手続き（県へ事務委託する場合） 

復旧・復興 

（～３年程度） 

・復旧・復興計画と合わせた災害廃棄物処理・再生利用 

・仮置場の原状回復、変換 

・仮設トイレの撤去 

※時期区分の時間目安は災害規模や内容によって異なる。 
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1.9 教育、訓練 

災害廃棄物処理計画の実行性を保つため、計画の内容について平常時から担当職員を対象とする

研修を行う。 

災害廃棄物分野の人材育成に取り組もうとする自治体が主体的かつ効率的に人材育成の戦略や

事業を考えるための手引きとして、「災害廃棄物に関する研修ガイドブック」が平成 29 年 3 月に国

立環境研究所により発行されている。研修の類型やイメージは、表 1-15 のとおりである。 

 

表 1-15 災害廃棄物分野における研修体系のイメージ 

研修の類型 研修の類型災害廃棄物分野で想定される研修のイメージ（例） 

講義（座学） ①被災経験者による過去の災害廃棄物処理事例における課題やノウハウに関

する講義 

②有識者による一般化された知識を体系的に習得する講義 

演
習
（
参
加
型
研
修
） 

討論型 

図上演習 

 

③所与の被災状況における災害廃棄物処理の状況（発生する課題）と対応策を 

議論するワークショップ 

④所与の被災状況における災害廃棄物処理の具体的な対策を試行する机上演習 

⑤災害エスノグラフィーに基づいた個別の災害廃棄物処理局面（仮置場の管理 

等）における様々な判断を題材としたグループディスカッション 

対応型 

図上演習 

（問題発見型） 

⑥実際にあった過去の災害廃棄物処理の状況に沿った状況付与を災害時間に

沿って行い、現行体制の問題点を整理する机上演習 

 

対応型 

図上演習 

（計画検証型） 

⑦事前に策定した災害廃棄物処理計画を用い、実際の災害状況を模擬して付与 

される状況（課題）に対応できるか検証する机上演習 

 

訓練 ⑧混合廃棄物や有害廃棄物の分別・取り扱い訓練、仮置場での実働訓練（実技） 

出典：災害廃棄物に関する研修ガイドブック 総論編：基本的な考え方（国立環境研究所） 

 

 

また、県央ブロックの市町と一部事務組合で継続的に災害廃棄物に関する情報共有を行い、東北

地方環境事務所や岩手県等が開催する災害廃棄物のセミナーに積極的に参加する。 

職員の教育・訓練において参考となる資料は、表 1-16 のとおりである。 
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表 1-16 職員の教育・訓練において参考となる資料 

発行元 資料名等 

環境省 災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3 月） 

災害廃棄物対策指針情報ウェブサイト 

災害廃棄物対策情報サイト 

災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成 26 年 3 月） 

環境省東北地方 

環境事務所 

災害廃棄物処理行政事務の手引き（平成 29 年 3 月） 

巨大災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大

震災の事例から学ぶもの～（平成 27 年 3 月） 

東日本大震災により発生した被災 3 県における災害廃棄物等の処理の記録 

（平成 26 年 9 月） 

環境省関東地方 

環境事務所 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録 

（平成 29 年 3 月） 

環境省中国四国 

地方環境事務所 

平成 26 年 8 月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録（平成 28 年 3 月） 

岩手県 岩手県災害廃棄物対応方針（平成 28 年 3 月） 

東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

（平成 27 年 2 月） 

国立環境研究所 災害廃棄物対策プラットフォーム 

災害廃棄物に関する研修ガイドブック（総論編、ワークショップ型研修編） 

（平成 29 年 3 月） 
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２．災害廃棄物処理のための体制等 

2.1 組織体制・指揮系統 

市町は、各自の地域防災計画に基づき、災害廃棄物処理の組織体制を構築し、指揮系統を確立す

る。円滑かつ迅速に災害廃棄物処理を行うためには、平常時に災害廃棄物処理に係る組織体制及び

指揮系統を定める必要がある。損壊家屋等の解体や災害廃棄物の収集運搬等は土木・建築系の作業

が中心であることから、土木・建築系の部署と連携して取り組む必要がある。 

廃棄物対策チームの業務の概要は、表 2-1 のとおりである。各業務に必要な人数は、時間の経過

とともに変わるため、人員の配置や体制は随時見直しを行う。他の部署から人的支援を受けること

や職員 OB を活用することを検討し、人員を確保する。 

 

 

表 2-1 廃棄物対策チームの業務概要（その 1） 

担当 業務概要 

総務関係 ・災害対策本部及び他部署との連絡調整 

・職員配置 

・他市町村、県及び国との連絡調整 

・災害関連情報の収集・集約 

・支援要請（ブロック内市町、県内市町村、県、国、民間事業者等） 

・住民等への周知、問い合わせ対応 

・予算確保 

・補助金の申請事務 

・廃棄物処理の契約事務 

ごみ処理関係 ・収集運搬車両の算定及び手配 

・避難所ごみ、生活ごみの収集運搬、処分 

・処理施設の余力算定、代替処理施設の確保 

・施設の補修 

し尿処理関係 ・仮設トイレの調達・設置 

・収集運搬車両の算定及び手配 

・し尿の収集運搬、処理 

・処理施設の余力算定、代替処理施設の確保 

・下水処理施設との連携 

・施設の補修 
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表 2-1 廃棄物対策チームの業務概要（その 2） 

担当 業務概要 

災害廃棄物処理関係 

（ごみ、し尿を除く） 

・災害廃棄物の撤去、収集運搬 

・災害廃棄物発生量の推計 

・仮置場必要面積の算定、候補地の選定 

・仮置場の設置、管理、運営 

・有害物・危険物等の管理 

・民間処理施設の確保 

・民間委託の発注仕様書作成 

・有害物質、土壌汚染、アスベスト等の環境調査 

・災害廃棄物処理実行計画の策定（必要に応じて） 

・仮設処理施設の設置・運営（必要に応じて） 

・損壊家屋等の解体・撤去・運搬（公費解体の場合） 

環境関係 ・有害物質使用事業所の状況調査 

・仮置場の土壌調査 

・環境モニタリング（粉じん、石綿、騒音、振動、臭気、水質等） 

 

 

大規模災害時には、庁内や県等との調整や様々な意思決定を行う総括責任者以外に、各班に人員

を配置する必要があり、また、現場に配置する人員も別に必要となる。 

また、損壊家屋を市町が解体する場合や補助金に係る災害報告書の作成には、さらに多くの人員

が必要となることがある。 

平常時の廃棄物関係部署の職員数が少なく、人員が足りない場合は、他の部署に人的支援を要請

し、近隣市町村や県、国の協力を受けながら体制を構築する。 

 

【参考】体制の構築 

 発生する業務の内容と量を見通して、庁内で災害廃棄物に対応する人員を確保する。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～ 平成 28年 3月 （環境省） 

  

庁内･県･国との調整 

様々な意思決定･広報等 

補助金関連 

業務等 

仮置場選定 

発生量推計 

問合せ対応等 

 土木工事積算 

仕様書作成等 

予算確保 

契約発注等 

廃棄物担当部署の

リーダー 1名 

廃棄物担当部署の

サブリーダー 1名 

廃棄物担当部署職員 

2～4名程度 

技術系職員 

事務系職員 実行計画策定

支援等 

専門業者 

専門家 

コンサルタント等 

● 庶務財務や広報調整等、処理を

支える様々な業務が必要。 

● 人材が不足する場合は、他部署

に人的支援を要請。 

廃
棄
物
部
局 

土
木
部
局 

総務・財政部局 

＋ 

市町村 
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2.2 情報収集・連絡 
 

【災害時】 

災害時に市町が収集する情報は表 2-2のとおりである。発災直後は、入手できる情報が断片的で、

不確実なものが多くなるため、何時の時点で誰から発信された情報かを確認する。時間の経過とと

もに被害状況が明らかになるため、定期的に情報収集を行う。 
 

表 2-2 収集する情報 

分類 収集内容 情報源等 目的 

被災状況 ・ライフライン（停電・断水・ガス供給）の停

止と復旧見込み 

・下水道被災状況 

災害対策本部 

 

支援内容、連絡

手段の検討 

避難状況 ・避難所所在地と避難者数 避難所ごみ・し

尿発生量把握 

道路被害 ・道路被害、渋滞情報 収集運搬能力の

検討 

建物被害 ・全半壊の建物数と解体撤去を要する建物数 

・水害の浸水範囲（床上、床下棟数） 

災害廃棄物発生

量推計 

廃棄物 

処理施設 

・一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設、し尿処

理施設、最終処分場等）の被害状況 

市町 

一部事務組合 

処理方法の検討 

・産業廃棄物等処理施設（焼却施設、最終処分

場等）の被害状況 

産業廃棄物処理

業者、県 

・県外の廃棄物処理施設や資源化施設の受入 

可能量・条件等 

廃棄物 ・ごみ集積所（ごみステーション）に排出され

た生活ごみの状況 

・指定場所以外に投棄された災害廃棄物の状況 

現地確認 

事業者等 

優先的に処理す

べき廃棄物の確

認 

・災害廃棄物の種類と量 

・有害廃棄物の発生状況 

・腐敗性廃棄物の発生状況 

災害廃棄物発生

量推計 

処理方法検討 

・収集運搬委託業者の被災状況 運搬方法の検討 

仮置場 ・仮置場設置場所、面積、充足状況 

・仮置場への搬入状況 

・仮置場周辺の環境、苦情等 

仮置場の広報 

仮置場管理 

処分 ・災害廃棄物処理の進捗状況 

・処分先の確保・契約状況 

進捗管理 

必要な支援 ・仮設トイレ、その他の資機材ニーズ 

・人材・人員の支援ニーズ 

・その他の支援ニーズ 

支援調整 

 

【平常時】 

１ 連絡窓口一覧表の整備 

・連絡窓口一覧表を随時更新し、関係者で共有する。 

２ 連絡手段の整備 

・IP 電話、防災行政無線、衛星電話等を調達し、複数の連絡手段を準備する。また、非常用電

源等を確保しておく。 

・災害時の連絡方法について、関係者で確認をする。  
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2.3 協力・支援体制 

 

【災害時】 

(1) 地方自治体との連携 

市町が、災害廃棄物処理に単独で対応しきれない場合は、近隣の市町村や県へ支援を求め、

連携して対応する。支援要請の優先順位は次のとおりとする。 

① 県央ブロック内の市町へ支援要請を行い、連携して対応する。 

② 県央ブロック内の市町だけでは処理が困難な場合は、県央ブロック外の市町へ支援要 

請を行い、連携して対応する。 

（一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書に基づく連携） 

③ 県内の市町村だけでは処理が困難な場合は、岩手県へ支援要請を行い、東北地方環境事

務所を通して、他県の市町村と連携して対応する。 

（災害廃棄物対策東北ブロック行動計画に基づく連携） 

 

なお、この優先順位は、基本的な考え方を示すものであり、岩手県外の友好都市等との相互

応援協定等を妨げるものではない。 

また、災害時は、被害状況や廃棄物量の把握に時間がかかることもあるため、場合によって

は、県央ブロックの市町へ支援要請すると同時に県央ブロック外の市町にも支援要請するなど、

臨機応変に対応する必要もあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 廃棄物処理と支援要請の優先順位 

 

 

【参考】一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書 

締結先  ：岩手県内の全ての市町村と一部事務組合・広域連合 

協定の概要：一般廃棄物処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、岩手県内の市

町村等の間の相互応援が迅速かつ円滑に行われるために必要な事項について定め

ている。応援要請する市町村等と応援する市町村等の間の連絡調整等を行う市町

村が定められており、県央ブロックの市町村が応援要請する場合の調整市町村は、

北上市（正）、宮古市（副）となっている。  

被災市町での処理 

県央ブロック内の市町での処理 

岩手県内の市町村 

岩手県外の市町村 

岩手県は、市町村の被災状況を把握し、技術

支援や関係者間の調整を図る等を行う 

岩手県は、東北地方環境事務所に支援要請を

行う。 
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(2) 事業者との連携 

大量の災害廃棄物が発生した場合、市町の一般廃棄物処理施設では処理しきれないことが想定

される。また、がれき類等の災害廃棄物は、産業廃棄物に類似した性状を有することから、産業

廃棄物処理施設を活用して処理を行う。一般社団法人岩手県産業廃棄物協会等の関係団体に要請

を行い、災害廃棄物処理を実施する。 

県央ブロックの市町が事業者と締結している協定は、表 2-3 のとおりである。 

 

表 2-3 災害廃棄物処理に係る業界団体等との協定 

市町名 協定名 協定先 協定の概要 

盛岡市 災害時における廃棄物の処

理等に関する協定 
盛岡市廃棄物業協会 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

災害時における廃棄物の処

理等に関する協定 

岩手県産業廃棄物協会 

県央支部 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

災害時における必要な物資

の賃貸借に関する協定 

(株)レンタルのニッケン

盛岡営業所 
仮設トイレの貸借等 

八幡平市 災害時における廃棄物の処

理等に関する協定 

岩手県産業廃棄物協会

県央支部 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

滝沢市 災害時における廃棄物の処

理等に関する協定 

岩手県産業廃棄物協会

県央支部 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

雫石町 災害時等におけるレンタル

機材の提供に関する協定 
(株)アクティオ 仮設トイレの貸借等 

葛巻町 － － － 

岩手町 災害時における廃棄物の処

理等に関する協定 

岩手県産業廃棄物協会

県央支部 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

紫波町 災害時等におけるレンタル

機材の提供に関する協定 
(株)アクティオ 仮設トイレの貸借等 

災害時等におけるレンタル

機材の提供に関する協定 

(株)レンタルのニッケン

盛岡営業所 
仮設トイレの貸借等 

矢巾町 － － － 

※葛巻町は、岩手県産業廃棄物協会県央支部と協定の締結を予定している。 

 

表 2-4 災害廃棄物処理に係る業界団体等との協定（岩手県が締結している協定） 

協定名 協定先 協定の概要 

災害時における廃棄物の処理に関する協

定書 

岩手県産業廃棄物協会 災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥等の

処理に関する協定 

岩手県環境整備事業共

同組合 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運

搬協力 
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(3) 国・専門機関との連携 

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）は、環境省・地方環境事務所を中心とし、

国立環境研究所その他専門機関、関係団体から構成され、災害廃棄物処理の支援体制として設置

されている。状況に応じて、岩手県と東北地方環境事務所を通じて D.Waste-Net へ人材・資機

材の支援を要請し、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net） 
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(4) ボランティアとの連携 

被災家屋等から災害廃棄物を搬出及び運搬する作業は、ボランティアの協力が必要である。

ボランティアに対して、安全具の装着等の作業上の注意事項や、災害廃棄物の分別、仮置場の

情報を的確に伝えることが重要である。そのため、社会福祉協議会等が設置した災害ボランテ

ィアセンターに情報提供を行い、ボランティアへの周知を図る。 

 

(5) 支援受入体制の整備 

災害時に支援を受け入れるに当たり、支援が必要な場所や数量等の正確な情報を把握し提供

する。また、支援者に対し、組織体制や具体的支援内容を明確に伝える。支援を求める業務の

例は表 2-5 のとおりである。 

・支援を求める業務の抽出 

・支援者のための活動拠点の確保（執務・作業・休憩場所、収集車等の駐車場） 

・執務環境の整備（机、いす、電話、インターネット回線） 

・宿泊場所に関する斡旋等 

 

表 2-5 受援を求める業務の例 

区分 受援メニュー 
環境省・

研究機関 

地方 

自治体 

民間事業者・ 

事業者団体 

知見に関する支援 

総合調整 
対応方針検討、各種業務

調整 

全
区
分
に
お
い
て
助
言 

○ -- 

災害廃棄物処

理実行計画 

災害廃棄物処理実行計画

作成の補助 

設計・積算 
発注に係る設計及び積算

の補助 

契約 契約事務の補助 

書類作成 
災害報告書等の作成の補

助 

資機材に関する支援 

収集運搬 
生活ごみ等の収集運搬車

両 
○ ○ 

処分 
中間処理に関する広域支

援 

人員に関する支援 

情報収集 
被災自治体の対応状況に

係る情報収集 

○ -- 

仮置場設置 
仮置場における管理状況

の監督 

現地確認 
避難所や仮置場の現地確

認 

窓口対応 窓口問合せ 

広報 住民への広報（分別等） 

出典：東京都災害廃棄物処理計画の受援メニューを一部加工  
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出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

図 2-3 災害廃棄物処理に係わる広域的な相互支援体制 

  

協力依頼 

と協力 

国（環境省）・東北地方環境事務所 

情報収集 

指導・助言 
報告 連絡調整 

連絡調整 

・他都道府県との相互支援体制 

・東北ブロック協議会相互支援体制 

・D.Waste-Net による支援 

協力支援 
岩手県産業廃棄物協会 

建設事業者団体 等 

被災市町 

岩手県 

廃棄物事業者 

建設事業者 等 被災していない県央ブロックの市町

県内の市町村 

協力の要請 

連絡調整 

協力の要請 

連絡調整 

要請／支援 

（協定等による） 

連
絡
調
整 

支援要請 

報告 

情報収集 

指導・助言 

廃棄物関係団体と

の協力体制 ボランティアによる支援 

支援都道府県 

支援市町村 

廃棄物事業者団体 

建設事業者団体 等 

廃棄物事業者 

建設事業者 等 

連絡 

調整 

連絡 

調整 

連絡 

調整 
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2.4 住民への啓発・広報 

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、住民の理解と協力が必要であり、災害廃

棄物の分別方法、仮置場の設置等について平常時から啓発・広報を行う。 

また、災害廃棄物の不法投棄を防止し、分別を徹底するためには、発災直後の広報が重要となる。 

 

【災害時】 

(1) 広報の内容 

災害廃棄物の分別や収集方法、仮置場の利用方法等について、効果的な広報手法により周知

する。また、ボランティアに対しても速やかに災害ボランティアセンターを通じて、同様の情

報を周知する。 

・問合せ窓口 

・避難所におけるごみの分別 

・生ごみの収集日・収集回数の変更、資源ごみの収集はしばらく行わないこと等 

・災害廃棄物の収集方法、収集時間及び期間 

・災害廃棄物の分別方法、生ごみや危険物を仮置場に持ち込まない等のルール 

・住民が搬入できる仮置場の場所、搬入時間・期間等 

・ボランティア支援依頼窓口 

・便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止 

・損壊家屋等の解体撤去に係る申請手続き（公費解体の場合） 

 

(2) 広報手法 

チラシや広報車、ホームページ等の広報手法により、住民へ正確かつ迅速に、災害廃棄物の分

別や仮置場の利用方法等についての情報を周知する。複数の広報手法を用いて周知する。音声は

聞き取れない場合があるため、チラシ等による文字情報での広報を優先する。 

 

災害時の広報手法の例 

チラシ、広報車、防災行政無線、ポスター（避難所での掲示）、広報紙（誌）、 

ホームページ、SNS、ローカル（ケーブル）テレビ、ラジオ、新聞 

 

 

【平常時】 

(1) 啓発・広報の内容 

災害廃棄物の分別の重要性や仮置場の必要性等について、住民へ広報する。 

・災害時のごみの出し方（仮置場での受入体制が整うまでの間は、交通に支障をきたさない

場所に災害廃棄物を置いておくこと、資源ごみはしばらく収集しないこと等） 

・生ごみ、災害廃棄物を種類別に分別することの重要性（混合された廃棄物は安全面・衛生

面で問題が発生すること、混合された廃棄物はその処理に時間がかかり費用が増すこと等） 

・災害廃棄物の収集方法（分別方法、戸別収集の有無、ガスボンベ等の危険物の収集方法等） 

・仮置場へ生ごみ、危険物、有害物質、感染性廃棄物、産業廃棄物等を持ち込まない等のル

ール 
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・仮置場の必要性（一時的に保管する場所が必要であること） 

・携帯トイレ等の備蓄（仮設トイレが不足する事態に各者が対応できるように備える） 

・便乗ごみの排出や不法投棄、野焼き等の禁止 

 

(2) 広報手法 

ホームページ、広報誌、ごみカレンダー、防災だより等の防災関係広報誌、防災訓練等を利

用して、啓発を行う。 

住民等の意見を踏まえ、災害時における効果的な広報手法を検討し、決定しておく。 
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３．一般廃棄物処理施設 

ごみ処理の所管は表 3-1、し尿処理の所管は表 3-2 のとおりである。 

 

表 3-1 ごみ処理の所管 

構成市町 ごみ焼却 破砕選別 リサイクル 最終処分 その他 

盛岡市 

（盛岡地域） 
独自  

盛岡市 

（都南地域） 
盛岡・紫波地区環境施設組合 

溶融によりスラグ回収 

生ごみ資源化あり 

盛岡市 

（玉山区） 
岩手・玉山環境組合 独自  

八幡平市 独自  

滝沢市 滝沢・雫石環境組合 溶融によりスラグ回収 

雫石町 滝沢・雫石環境組合 溶融によりスラグ回収 

葛巻町 独自 生ごみ資源化あり 

岩手町 岩手・玉山環境組合 独自  

紫波町 盛岡・紫波地区環境施設組合 
溶融によりスラグ回収  

生ごみ資源化あり 

矢巾町 盛岡・紫波地区環境施設組合 
溶融によりスラグ回収  

生ごみ資源化あり 

出典：県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会） 

 

表 3-2 し尿処理の所管 

構成市町 生活排水処理 し尿処理 

盛岡市 

（盛岡地域） 
下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡地区衛生処理組合 

盛岡市 

（都南地域） 
下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 紫波、碑貫衛生処理組合 

盛岡市 

（玉山区） 
下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡北部行政事務組合 

八幡平市 下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡北部行政事務組合 

滝沢市 下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡地区衛生処理組合 

雫石町 下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡地区衛生処理組合 

葛巻町 農業集落排水施設、合併処理浄化槽 盛岡北部行政事務組合 

岩手町 下水道、合併処理浄化槽 盛岡北部行政事務組合 

紫波町 
下水道、農業集落排水施設、 

コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽 
紫波、碑貫衛生処理組合 

矢巾町 下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽 紫波、碑貫衛生処理組合 

出典：県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想（県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会）  
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3.1 ごみ焼却施設 

(1) 災害対応等 

県央ブロックのごみ焼却施設の災害対応は、表 3-3～表 3-8 のとおりである。焼却炉の立上げ

が可能な非常用発電設備を設置している施設は無いため、地震により焼却炉を停止すると、停

電時は焼却施設が稼働できなくなる。 

また、燃料や排ガス処理に必要な薬剤が不足しても、施設は稼働できなくなる。 

 

表 3-3 大きな地震が発生した場合の対応等 

施設名 
施設を停止する基準 

停止から点検・補修・再稼働までのマニュアル作成 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 

・非常用発電機が稼動し手動で停止操作を行う。 

・焼却炉立上げ下げマニュアルを作成している。 

八幡平市清掃センター 

・震度 6 以上で停止。震度 5 以下の場合、設備等の点検確認後、異常

があれば停止。 

・マニュアルを作成済み。 

葛巻町清掃センター 
・基準は定めていない。 

・マニュアルを作成はしていない。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 

・地震により停電した場合、手動により停止。 

・マニュアルは作成していないが、点検後に判断し再稼働させている。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 

・保護装置により自動停止する機器がある。 

・通常の操作マニュアルで対応。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

・震度 5以上で自動停止する。 

・マニュアルを作成済み。 

 

表 3-4 非常用発電設備の設置 

施設名 非常用発電設備の設置有無等 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 

・設置しているが、焼却炉の立上げが可能な能力は有していない。 

・非常用発電設備の燃料は、焼却炉と同じ灯油である。 

八幡平市清掃センター 
・設置しているが、焼却炉の立上げが可能な能力は有していない。 

・非常用発電設備の燃料は軽油であり、焼却炉の燃料は A 重油である。 

葛巻町清掃センター ・設置していない。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 
・設置していない。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 

・設置しているが、焼却炉の立上げが可能な能力は有していない。 

・非常用発電設備の燃料は、焼却炉と同じ灯油である。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

・設置しているが、焼却炉の立上げが可能な能力は有していない。 

・非常用発電設備の燃料は、焼却炉と同じ。 
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表 3-5 災害時の生活ごみ・避難所ごみを施設敷地内で仮置きすることについて 

施設名 
災害時の生活ごみ・避難所ごみをピット以外の場所 

（施設敷地内）で、仮置き、保管することについて 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 
施設敷地内に仮置きは可能である。 

八幡平市清掃センター 隣接する敷地に数日間程度であれば仮置き可能と考える。 

葛巻町清掃センター 施設内に十分な敷地がないため、数日の保管は無理である。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 
施設敷地が狭いため不可である。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 
災害時を想定した保管施設がないため、仮置きはできない。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
最終処分場に仮置き可能である。 

 

表 3-6 普段搬入している可燃ごみの受け入れ条件 

施設名 普段搬入している可燃ごみの受け入れ条件 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 

可燃性の物（1 個につき長辺が 100cm 以下の物（木くずにあっては、

50cm×3cm×5cm 以下の物）で、ごみ焼却施設において焼却処理でき

るものに限る。） 

八幡平市清掃センター 木材関係については直径 15cm 及び長さ 2m 以内としている。 

葛巻町清掃センター 特になし。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 
長さ 50cm 程度まで。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 

木くずの場合、長さは 50cm 以下、太さは 5cm 以下に限る。ゴムホー

スの場合、50cm 未満に限る。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

50cm 以下で、資源（金属、ガラス、ぺットボトル、新聞紙・布）以外

を受け入れている。 
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表 3-7 災害に備えた取り組みの状況 

施設名 
必要となる部品、補修材、燃料、処理に係る薬品等の保管状況 

災害に備えた取り組み状況 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 

燃料については、焼却炉 1 炉分の立上げ下げ分のレベルは保管してい

る。また、排ガス処理に係る薬品は、災害に備えた取り組みはしてい

ないが、発注レベルを下回っても 7 日間程度の残量は確保している。 

八幡平市清掃センター 

生活用水 3.5m3、給湯タンク 5m3、灯油 190L、軽油 190L、重油 380L

保管。薬品、重油等については残量を確認し補給をするので、半月の

運転は可能である。 

葛巻町清掃センター 特になし。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 
特になし。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 
特になし。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

災害に備えた取り組みは特に行っていないが、施設稼働に必要な資材

等は、3 日間分は保管している。 

 

表 3-8 災害時における施設のプラントメーカーや運転事業者の対応 

施設名 協力体制、連絡方法、初動の取り決め等 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 

・定期点検整備業務委託会社と、設備機器について突発的な故障等に

より緊急点検の必要が生じた際には点検委託内容に関らず復旧等の

検討に協力するとしている。 

・連絡方法は、緊急対応マニュアルに緊急時連絡網が明記してある。 

・緊急対応マニュアルに沿って、直ちに施設に参集する。 

八幡平市清掃センター 
・緊急連絡網を作成している。 

・災害伝言ダイヤルを活用することとしている。 

葛巻町清掃センター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 

・連絡窓口一覧表を作成している。 

・施設に参集することとしている。 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 

・運転事業者による「緊急事態の対応基準」が定められている。 

・連絡方法が決めてあり、連絡網を作成している、 

・「緊急事態の対応基準」により、震度 4 以上の場合、非番の班員等も

ごみ焼却施設工場棟に駆けつけることを定めている。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

・協力体制の取り決めがある。 

・緊急連絡体制を構築している。 

・震度 5 強以上で全員参集することとしている。 

 

  



26 

 

(2) 施設の余力 

県央ブロックのごみ焼却施設の日処理能力は 753 トンであり、年間 280 日稼働すると仮定し

た場合の年間処理能力は、21 万 1 千トンである。県央ブロックの年間処理実績は 14 万 9 千ト

ンであるため、災害廃棄物を処理する余力は、全体で 6 万 2 千トンとなる。 

なお、災害廃棄物は、平常時のごみと性状が異なるため、安定して燃焼しない場合がある。

施設能力が小さい施設ではトラブルが発生する恐れがあるため、施設能力が大きい施設で焼却

するのが望ましいと考えられる。 

 

表 3-9 ごみ焼却施設の余力 

施設名 
①処理能力 

(t/日) 

②計算上の年間

処理能力(t/年) 

（①×280 日） 

③年間処理実

績(H27) 

(t/年) 

④計算上の 

余力(t/年) 

（②－③） 

盛岡市クリーンセンター 

ごみ焼却施設 
405  113,400 74,870 38,530 

八幡平市清掃センター 50 14,000 9,005 4,995 

葛巻町清掃センター 10 2,800 785 2,015 

岩手・玉山環境組合 

ごみ焼却施設 
28 7,840 6,391 1,449 

盛岡・紫波地区環境施設 

組合清掃センター 
160 44,800 33,106 11,694 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
100 28,000 24,676 3,324 

計 753  210,840 148,833 62,007 

※年間処理日数は、災害廃棄物対策指針を参考に補修や点検等による停止日数を考慮し、280 日に設定した。 

※①と③の出典は、環境省一般廃棄物処理実態調査 

 

また、平成 41 年度に稼働を予定している新ごみ焼却施設の処理能力は、500 トン/日程度と計画

されており、災害廃棄物分として 43.6 トン/日を見込んでいる。 
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3.2 粗大ごみ処理施設 

(1) 災害対応等 

県央ブロックの粗大ごみ処理施設の災害対応は、表 3-10～表 3-14 のとおりである。焼却施設

と比べると、災害対応はあまりされていない状況となっている。 

 

表 3-10 大きな地震が発生した場合の対応等 

施設名 
施設を停止する基準 

停止から点検・補修・再稼働までのマニュアル作成 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 

・操作担当者が手動にて停止する。 

・マニュアルの作成はしていない。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

・震度 5以上で手動停止する。 

・マニュアルを作成済みである。 

葛巻町リサイクルセンター 
・停止基準は定めていない。 

・マニュアルの作成はしていない。 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 

・停電時に自動停止する。 

・マニュアルは作成していないが、点検後に判断し再稼働させている。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

・震度 5以上で自動停止する。 

・マニュアルを作成済みである。 

 

表 3-11 非常用発電設備の設置 

施設名 非常用発電設備の設置有無等 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 
・設置していない。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 
・設置していない。 

葛巻町リサイクルセンター ・設置していない。 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 
・設置していない。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・設置しているが、施設全体を稼働する能力は有していない。 
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表 3-12 畳の処理可能量 

施設名 
畳の処理可能量 

（災害廃棄物として畳が大量に発生し、処理が問題となることが多い） 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 

・畳切断機を設置していないため、非常勤職員が手作業にて裁断して

いる。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

・数値化された能力は無いが、ピット投入状況を考えれば約 10 枚/日

と思われる。 

葛巻町リサイクルセンター ・畳は受入れしていない。 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 
・定格能力：30 枚/日、最大能力：50 枚/日（時間延長等した場合） 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
？受入れできない？ 

※盛岡・紫波地区環境施設組合には、可燃性大型ごみ切断機（定格能力：3t/日）がある。 

 

表 3-13 災害に備えた取り組みの状況 

施設名 
必要となる部品、補修材、燃料等の保管状況 

災害に備えた取り組み状況 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 
・特になし。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

・フォークリフト等重機用に軽油をドラム缶で 190L 保管。（焼却施設

用と兼務） 

・通常の部品としては、予備品を保管。 

葛巻町リサイクルセンター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 
・特になし。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・特になし。 

 

表 3-14 災害時における施設のプラントメーカーや運転事業者の対応 

施設名 協力体制、連絡方法、初動の取り決め等 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 
・特になし。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

・緊急連絡網を作成している。 

・災害伝言ダイヤルを活用することとしている。 

葛巻町リサイクルセンター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 

・連絡窓口一覧表を作成している。 

・施設に参集することとしている。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

・協力体制の取り決めがある。 

・緊急連絡体制を構築している。 

・震度 5 強以上で全員参集することとしている。 
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(2) 施設の余力 

県央ブロックの粗大ごみ処理施設の日処理能力は 92 トンであり、年間 296 日稼働すると仮定

した場合の年間処理能力は、2 万 7 千トンである。県央ブロックの年間処理実績は 9 千トンで

あるため、災害廃棄物を処理する余力は、全体で 1 万 8 千トンとなる。 

なお、コンクリートがらや柱角材は、粗大ごみ処理施設で処理するのは困難であるため、産

業廃棄物処理業者の施設で処理されること多い。 

また、粗大ごみ処理施設の稼働時間は、1 日あたり 5 時間程度であるため、稼働時間の延長に

より余力を増加させることは可能と考えられる。 

 

表 3-15 粗大ごみ処理施設の余力 

施設名 
①処理能力 

(t/日) 

②計算上の年間

処理能力(t/年) 

（①×296 日） 

③年間処理実

績(H27) 

(t/年) 

④計算上の 

余力(t/年) 

（②－③） 

盛岡市クリーンセンター 

粗大ごみ処理施設 
60 17,760 6,296 11,464 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 
15 4,440 570 3,870 

葛巻町リサイクルセンター 1 296 119 177 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 
8 2,368 346 2,022 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
8 2,368 1,546 822 

計 92  27,232 8,877 18,355 

※年間処理日数は、災害廃棄物対策指針を参考に補修や点検等による停止日数を考慮し、296 日に設定した。 

※①と③の出典は、各市町へのアンケート調査結果 
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3.3 し尿処理施設 

(1) 災害対応等 

県央ブロックのし尿処理施設の災害対応は、表 3-16～表 3-19 のとおりである。施設により対

応は異なるが、非常用発電設備はすべての施設で設置されていない。 

 

表 3-16 大きな地震が発生した場合の対応等 

施設名 
施設を停止する基準 

停止から点検・補修・再稼働までのマニュアル作成 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 

・震度 4 以上で施設の点検を行い、異常があれば自動又は手動で停止

する。 

・焼却炉設備に関しては自動停止、再起動のマニュアルを作成してい

る。 

紫波、碑貫衛生処理組合 

衛生処理場（H30 停止予定） 

・施設を停止する基準等は設けていないが、状況によって手動で停止

する。 

・マニュアルは作成していない。 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 

・自動停止する機器（ボイラー等）は有るが、基本的に停止は手動と

なる。なお、停止する基準について具体的に有していないが、震度 4

以上の時は点検実施し、そのうえで機器故障及び破損等を確認し、

運転するかどうかの判断を実施している。 

・簡易な緊急時対応マニュアルを作成している。 

 

表 3-17 非常用発電設備の設置 

施設名 非常用発電設備の設置有無 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 
設置していない。 

紫波、碑貫衛生処理組合 

衛生処理場（H30 停止予定） 
設置していない。 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 
設置していない。 

 

表 3-18 災害に備えた取り組みの状況 

施設名 
必要となる部品、補修材、燃料、処理に係る薬品等の保管状況 

災害に備えた取り組み状況 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 
災害に備えた取り組みはしていない。 

紫波、碑貫衛生処理組合 

衛生処理場（H30 停止予定） 

災害に備えた保管はしていないが、燃料及び処理に係る薬品等につい

ては、災害発生時も可能な限り安定して納入できるようにと契約書に

記載している。 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 

液体の薬品（硫酸バンド等）については、約 1 週間分を保管しており、

袋物の薬品（高分子凝集剤等）については、約 3 か月分保有している。 
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表 3-19 災害時における施設のプラントメーカーや運転事業者の対応 

施設名 協力体制、連絡方法、初動の取り決め等 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 

・災害時の協力体制等の取り決めはない。 

・連絡網を作成している。 

・施設に参集することとしている。 

紫波、碑貫衛生処理組合 

衛生処理場（H30 停止予定） 

・災害時の協力体制等の取り決めはない。 

・緊急時連絡表を作成している。 

・施設に参集することとしている。 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 

・包括管理業務委託を実施しており、処理センター（現場・運転事業

者）と東北支店（プラントメーカーから技術継承している）が同一

会社であることから、十分な協力体制となっている。 

・緊急時連絡体制表を作成している。 

・災害時における配備体制により実施する（例えば震度 4 以上の場合

責任者集合等）。 

 

 

(2) 施設の余力 

県央ブロックのし尿処理施設の日処理能力は 485kL であり、年間処理能力は 17 万 7 千 kL

と推計される。県央ブロックの年間処理実績は 10 万 6 千 kL であるため、災害廃棄物を処理す

る余力は、全体で 7 万 1 千 kL となる。 

なお、紫波、稗貫衛生処理組合の施設は平成 30 年度に停止予定である。 

また、今後も下水道普及率の増加が続けば、し尿の処理量が減るため、余力が増えると考えら

れる。 

 

表 3-20 し尿処理施設の余力 

施設名 
①処理能力 

(kL/日) 

②計算上の年間

処理能力(kL/

年) 

（①×365 日） 

③年間処理実

績(H27) 

(kL/年) 

④計算上の 

余力(kL/年) 

（②－③） 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 
145 52,925 31,897 21,028 

紫波、稗貫衛生処理組合 

衛生処理場（H30 停止予定） 
170 62,050 35,645 26,405 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 
170 62,050 38,688 23,362 

計 485 177,025 106,230 70,795 

※①と③の出典は、環境省一般廃棄物処理実態調査 
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3.4 最終処分場 

県央ブロックの最終処分場の残余容量は 30 万 7 千 m3であり、年間埋立量は 1 万 5 千 m3で

ある。新たな最終処分場を整備する期間を 10 年程度と仮定し、残余容量から 10 年間の埋立量

15 万 4 千 m3を差し引くと 17 万 8 千 m3となる。これは、新たな最終処分場の整備が可能な場

合の余力と考えることができる。 

 

表 3-21 最終処分場の余力 

施設名 
①残余容量 

(m3) 

②年間埋立量 

(H27,覆土含む) 

(m3/年) 

③今後 10 年間 

の埋立量(m3) 

（②×10） 

④計算上の 

余力(m3/年) 

（①－③） 

盛岡市廃棄物処分場 228,192 8,887  88,870  139,322 

盛岡市玉山廃棄物処分場 15,295 516  5,160  10,135 

八幡平市 

一般廃棄物最終処分場 
21,159 1,207  12,070  9,089 

葛巻町最終処分場 6,974 400  4,000  2,974 

岩手町 

一般廃棄物最終処分場 
5,858 322  3,220  2,638 

盛岡・紫波地区環境施設組

合一般廃棄物最終処分場 
3,508 2,849  28,490  0 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢最終処分場 
25,690 1,187  11,870  13,820 

計 306,676 15,368  153,680  177,978 

※①と②の出典は、環境省一般廃棄物処理実態調査 
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４．災害廃棄物発生量の推計 

 

4.1 仮設トイレから発生するし尿の発生量 

住宅倒壊棟数と 1 世帯当たりの人数から避難者数を推計し、原単位（1 人 1 日当たりのし尿排出

量）を乗じて、仮設トイレから発生するし尿の量を推計した。 

県央ブロック全体の仮設トイレのし尿の発生量は 171.8kL/日であり、仮設トイレの必要基数は

1,369 基となった。 

 

表 4-1 仮設トイレから発生するし尿の発生量と仮設トイレ必要基数の推計（地震） 
 

 

住宅被害棟数 

（全壊＋半壊） 

1 世帯当た
りの人数 

避難者数 

1人 1日当たり
のし尿排出量 

（L/日） 

仮設トイレの
し尿発生量 

（kL/日） 

仮設トイ
レの必要
基数 

① ② ③＝①×② ④ 
⑤＝ 

③×④÷1000 
③÷50 人 

盛岡市 11,915 2.25 26,809 2.51 67.3 536 

八幡平市 7,462 2.51 18,730 2.51 47.0 375 

滝沢市 1,897 2.49 4,724 2.51 11.9 94 

雫石町 1,266 2.72 3,444 2.51 8.6 69 

葛巻町 1,136 2.29 2,601 2.51 6.5 52 

岩手町 932 2.48 2,311 2.51 5.8 46 

紫波町 2,316 2.80 6,485 2.51 16.3 130 

矢巾町 1,212 2.75 3,333 2.51 8.4 67 

計 28,136 -- 68,437 -- 171.8 1,369 

※1 世帯当たりの人数は、平成 27 年 10 月現在の人口と世帯数から算出した。 

※1 人 1 日当たりのし尿排出量は、環境省一般廃棄物実態調査（平成 27 年度）の全国平均 

※仮設トイレの必要基数は、内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」（平成 28 年 4

月）を参考に、避難者 50 人当たり 1 基として推計した。 
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4.2 避難所ごみの発生量 

住宅倒壊棟数と 1 世帯当たりの人数から避難者数を推計し、原単位（1 人 1 日当たりのごみ排出

量）を乗じて、避難所ごみの発生量を推計した。 

県央ブロック全体の避難所ごみの発生量は 45.2ｔ/日となった。 

 

表 4-2 避難所ごみの発生量の推計（地震） 

 

住宅倒壊棟数 

（全壊＋半壊） 

1 世帯当た
りの人数 

避難者数 

1人 1日当たり
のごみ排出量 

（g/人・日） 

避難所ごみ 

発生量 

（ｔ/日） 

① ② ③＝①×② ④ 
⑤＝ 

③×④÷1000000 

盛岡市 11,915 2.25 26,809 660 17.7 

八幡平市 7,462 2.51 18,730 660 12.4 

滝沢市 1,897 2.49 4,724 660 3.1 

雫石町 1,266 2.72 3,444 660 2.3 

葛巻町 1,136 2.29 2,601 660 1.7 

岩手町 932 2.48 2,311 660 1.5 

紫波町 2,316 2.80 6,485 660 4.3 

矢巾町 1,212 2.75 3,333 660 2.2 

計 28,136 -- 68,437 -- 45.2 

※1 世帯当たりの人数は、平成 27 年 10 月現在の人口と世帯数から算出した。 

※1 人 1 日当たりのごみ排出量は、環境省一般廃棄物実態調査（平成 27 年度）の全国平均 
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4.3 災害廃棄物（仮設トレイからのし尿と避難所ごみを除く）の発生量 

(1) 発生量の推計 

建物被害棟数と災害廃棄物の原単位を乗じて、災害廃棄物の発生量を推計した。 

地震では、県央ブロック全体の災害廃棄物の発生量は 224 万 8 千トンであり、コンクリート

がらの発生量が 5 割を占めている。 

水害では、県央ブロック全体の災害廃棄物の発生量は 8 千トンであり、コンクリートがらの

他、可燃ごみや不燃ごみの割合が大きくなっている。 

 

表 4-3 災害廃棄物の発生量の推計（地震） 

（単位：t） 

 可燃物 畳 不燃物 
廃家 

電類 

石膏ボ

ード等

建材 

コンクリ

ートがら 
瓦 金属類 木くず 計 

盛岡市 180,403 1,737 178,400 2,178 1,564 513,157 13,027 66,785 54,642 1,011,893 

八幡平市 101,616 981 100,485 1,229 883 289,033 7,358 37,619 30,779 569,983 

滝沢市 16,964 164 16,775 206 148 48,250 1,232 6,281 5,139 95,159 

雫石町 18,031 175 17,830 219 157 51,284 1,309 6,675 5,461 101,141 

葛巻町 13,766 133 13,613 167 120 39,155 999 5,096 4,170 77,219 

岩手町 18,983 184 18,772 230 165 53,995 1,377 7,028 5,750 106,484 

紫波町 35,282 342 34,889 427 307 100,352 2,559 13,061 10,687 197,906 

矢巾町 15,782 153 15,606 191 137 44,889 1,145 5,843 4,781 88,527 

計 400,827 3,869 396,370 4,847 3,481 1,140,115 29,006 148,388 121,409 2,248,312 

 

表 4-4 災害廃棄物の発生量の推計（水害） 

（単位：t） 

 可燃物 畳 不燃物 
廃家 

電類 

石膏ボ

ード等

建材 

コンクリ

ートがら 
瓦 金属類 木くず 計 

盛岡市 591  8  568  9  5  1,476  38  197  213  3,105  

八幡平市 125  11  90  5  0  0  0  7  93  331  

滝沢市 8  1  6  0  0  0  0  0  6  21  

雫石町 560  20  480  16  2  747  19  116  306  2,266  

葛巻町 95  10  68  4  0  0  0  6  70  253  

岩手町 32  3  23  1  0  0  0  2  24  85  

紫波町 291  24  211  13  0  0  0  18  218  775  

矢巾町 294  24  213  13  0  0  0  18  219  781  

計 1,996  101  1,659  61  7  2,223  57  364  1,149  7,617  
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表 4-5 災害廃棄物の種類別の発生原単位 

                                   （トン/棟） 

災害廃棄物の種類 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 

可燃物 20.860 4.100 1.735 0.232 

畳 0.200 0.040 0.200 0.000 

不燃物 20.629 4.054 1.225 0.179 

廃家電類 0.251 0.050 0.076 0.010 

石膏ボード等建材 0.180 0.036 0.000 0.000 

コンクリートがら 59.340 11.660 0.000 0.000 

瓦 1.500 0.300 0.000 0.000 

金属類 7.722 1.518 0.101 0.015 

木くず 6.318 1.242 1.263 0.184 

計 117.000 23.000 4.600 0.620 

※全壊と半壊の原単位は、災害廃棄物対策指針の発生原単位と種類別の割合から設定した。ただし、畳、

廃家電類、石膏ボード等建材及び瓦については災害廃棄物対策指針に記載されていないため、以下の資

料を基に設定した。 

・畳、石膏ボード等建材及び瓦：「災害廃棄物の発生原単位について（第一報） 国立環境研究所」の

発生原単位を用いた。 

・家電 4 品目：「平成 28 年度における家電リサイクル実績について（環境省）」「平成 26 年全国消費実

態調査（総務省）」から家電 4 品目の平均重量と平均保有台数から推計し設定した。 

※床上浸水と床下浸水の原単位は、災害廃棄物対策指針の発生原単位と平成 25年に盛岡で発生した水害廃

棄物の種類別の割合を参考に設定した。 

 

 

表 4-6 （参考）災害廃棄物の発生原単位 

建物被害等 発生原単位 

全 壊 117 トン/棟 

半 壊 23 トン/棟 

床上浸水 4.60 トン/世帯 

床下浸水 0.62 トン/世帯 

出典：災害廃棄物対策指針 

 

表 4-7 （参考）災害廃棄物の種類別割合 

種類 割合 

可燃物 18% 

不燃物 18% 

コンクリートがら 52% 

金属 6.6% 

柱角材 5.4% 

出典：災害廃棄物対策指針 
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(2) 処理困難物等 

① 土砂 

土砂は廃棄物ではないが、災害時には廃棄物と混合状態となって発生することから、災害廃

棄物と併せて処理を行うことがある。 

県央ブロックでは、平成 25 年 8 月 9 日大雨・洪水で大量の土砂が発生しており、今後も水

害により大量の土砂が発生するおそれがある。 

 

表 4-8 近年の水害で発生した土砂の発生量 

災害名 市町 土砂発生量 

平成 25 年 8 月 9 日の大雨・洪水 
盛岡市 11,089m3 

紫波町 15,400 m3 

平成 25 年 9 月台風第 18 号に伴う大雨・洪水 盛岡市 1,200 m3 

 

廃棄物が混合した土砂の処理について、広島市の実績を参考に示す。 
 

参考：平成 26 年 8 月豪雨による広島市での土砂災害（土砂発生量 53.5 万トン） 

土石流やがけ崩れにより発生した広島市の災害廃棄物の特徴は、市街地の一般家屋の損壊等による災害

廃棄物が多くの土砂を巻き込み、混合状態となっていること、土砂系混合物の量が圧倒的に多いこと、山

から流れてきた岩石、木の幹や根を多く含んでいることである。 

道幅が狭く重機の入れない地域も多いことなどから、被災地の現場においては、このような損壊家屋等

のがれきと岩石、木の幹や根、被災大型ごみなどを土砂の中から分別することは難しく、混合した状態で

収集し運搬せざるを得なかった。 

このような多くのがれき等が混じった土砂の除去や運搬について、広島市の担当部局が明確でなかった

ため、それぞれの部局が手当たり次第に除去するといった状況が続いた。さらに、住民やボランティアに

より除去された宅地内の土砂等の運搬が間に合わず、啓開した道路に次々に積み上げられるといった状況

にもなった。 

こうしたことから、広島市の各部局が連携して、基本的な役割分担を次のように決めた。 

・道路上のがれき、土砂等の撤去は「道路交通局」が行うこと。 

・宅地内の堆積土砂等の撤去は「下水道局」が行うこと。 

・農地内の堆積土砂等の撤去は「経済観光局」が行うこと。 

・家庭内の被災ごみ収集、ごみ処理施設での処理は「環境局」が行い、事業ごみの収集は、ごみ収集運

搬許可業者が行うこと。 

 

② 流木 

 

 

③ 困難物 

 

 

 

 

 

 

 
 

 出典：平成 26 年 8 月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録 環境省中国四国地方環境事務所 
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② 土砂以外の処理困難物等 

消火器やタイヤなど、市町で平常時に処理していない廃棄物、専門の処理業者に委託する必

要のある廃棄物が発生する。 

過去の災害で発生した処理困難物等について、表 4-9、表 4-10 に示す。 

 

表 4-9 近年の災害で発生した処理困難物等の発生量 

市町名 災害名 廃棄物種類 発生量 

盛岡市 平成 25 年 8 月 9 日大雨・洪水 消火器 100 本 

タイヤ 3ｔ 

ガスボンベ 30 本 

台風 18 号に伴う大雨・洪水 消火器 76 本 

ピアノ 2 台 

タイヤ 3ｔ 

廃油 425 個 

ガスボンベ 6 本 

農器具 多数 

農薬 0.057ｔ 

紫波町 平成 25 年 8 月 9 日大雨・洪水 流木 1,700 m3 

 

表 4-10 近年の災害で発生した処理困難物等の発生量（県央ブロック以外） 

市町名 災害名 廃棄物種類 発生量 

多賀城市 東日本大震災 危険物 370t 

消火器 3,848 本 

高圧ボンベ 466 本 

PCB 汚染物 5 本 

広島市 平成 26 年 8 月豪雨による広島市

での土砂災害 

流木 12,000ｔ 

 

 

流木は、土砂と同様に水害によって大量に発生するおそれがある。 

広島市では、流木を島根県の処理施設に搬入し、洗浄プールで洗浄後、破砕処理を行った。

破砕後のチップは、製紙会社へ原料又はボイラー燃料として売却し、根・枝葉のチップは、堆

肥化を行った。 
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③ 思い出の品 

思い出の品は、位牌、アルバム、卒業証書、賞状、成績表、写真、手帳、携帯電話、ビデオ、

デジカメ等があげられる。思い出の品は廃棄物ではないため、これらを確認した場合は、市町

が保管し、可能な限り持ち主に返却する。その際、個人情報が含まれていることに留意し、保

管する。 

思い出の品の返却は、会議室等に展示スペースを設けて住民に見てもらい返却する方法が一

般的であり、長期間使える展示スペースが必要となる。 

財布、クレジットカード、キャッシュカード、貴金属等の貴重品は、警察へ届ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 回収・引き渡しフロー 

 

参考：思い出の品が災害廃棄物に占める割合 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨で被災した常総市は、仮置場に集積された混合ごみの組成調査を 

行った。調査の結果、分別後のごみの合計重量 7,822.9kg 中の思い出の品の割合は、0.1%であった。 

（出典：平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録 関東地方環境事務所） 

 

参考：思い出の品の返却 

陸前高田市では、東日本大震災で発生した思い出の品をデータ化し、パソコンで検索できるよう 

にしている。また、持ち主に返却するため、市内に常設の会場を用意し、市外で出張返却会も開催 

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真の出典：特定非営利活動法人いわて連携復興センターホームページ  
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５．仮置場 

5.1 仮置場の概要 

仮置場は、災害廃棄物を一時的に集積する場所である。県内既存施設を最大限活用しても目標期

間内に処理することができない膨大な量の災害廃棄物が発生した場合は、二次仮置場内に仮設処理

施設の設置が必要となる。また、一次仮置場での分別や作業スペースが不十分な場合は、二次仮置

場内で再分別・保管を行う場合もある。 
 

表 5-1 仮置場の区分と特徴 

本計画基礎資料の呼称 機能 

仮置場 

一次仮置場 

・個人の生活環境・空間の確保・復旧等のため、損壊家屋等から災害

廃棄物を、被災市町村内において、一時的に集積する場所 

・処理（リユース・リサイクルを含む）前に、仮置場にある災害廃棄

物を一定期間、分別・保管しておく場所 

二次仮置場 

・一次仮置場での分別や作業スペースが不十分な場合に、再分別・保

管しておく場所 

・仮設の破砕施設等の設置及び処理作業等を行うための場所 

・仮設処理施設の能力以上に搬入される災害廃棄物の保管場所 

・仮設処理施設から発生する処理残さの保管場所 

・需要不足により滞留する再資源化物の保管場所 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

 

仮置場では、円滑に通行できるよう一方通行の動線とし、仮置場内の配置が分かりやすいよう配

置図を入口に示すようにする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・分別配置等は例であり、災害の種類や規模、仮置場の場所によって変化します。 

・災害廃棄物の分別区分は、平常時のごみの分別区分を参考に、処理業者等の関係者と協議して決 

めます。 

・出入口は 2 箇所が望ましいが、1 箇所の場合は、車両が交差することによる渋滞を防止するため、 

仮置場の動線は時計回りにします。 

出典：市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き 環境省東北地方環境事務所 

図 5-1 仮置場の分別配置の例  
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5.2 仮置場の設置・管理等 

(1) 災害時 

① 仮置場の確保、設置 

・次の手順を参考に仮置場を確保する。 

1)平常時に選定した仮置場候補地が使用できるか検討する。 

（仮置場候補地や周辺道路の被災状況、仮置場候補地の他の用途での利用有無） 

2)仮置場候補地の所有者や管轄部署と使用する期間や条件を確認する。 

3)仮置場候補地の現地確認を行う。 

・仮置場の近隣住民に対して、仮置場の必要性について説明し、理解を得た上で設置する。 

・仮設処理施設の設置等により二次仮置場が必要となる場合、そのための用地を確保する。 

・仮置場が不足する事態とならないように土地を確保し、運用する。 

 

② 仮置場搬入に係る住民への周知 

・住民が仮置場へ搬入する場合は、分別等のルールと仮置場の場所等を周知する必要がある。

そのため地域ごとに効果的な広報手法により周知する。 

 

③ 仮置場での作業内容 

・仮置場内で車両の誘導及び災害廃棄物の荷下し補助、分別等の作業を行う。1 つの仮置場で

常時複数人が作業に当たることができる体制とし、市自ら対応できない場合は、仮置場内の

作業を業務委託する。 

 

④ 仮置場の管理 

・仮置場の管理を実施するため、職員の配置や事業者等へ業務委託をする。（表 5-2） 

 

⑤ 仮置場の返還 

・仮置場を設置した場合は、災害廃棄物の搬出、仮設処理施設の解体撤去後、土壌調査を実施

し、返還に係る条件に従い原状復旧して所有者へ返還する。 
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仮置場設置時の留意点 

仮置場を設置する場合は、以下に留意して仮置場の設置を進めます。 

・仮置場を開設する際に土壌汚染の有無を把握するように努めます。 

・仮置場内の搬入・通行路は、大型車が走行できるように整備します。 

・仮置場内の渋滞や混乱を避けるために一方通行の動線とし、分別種類ごとの分別配置図と看板

を設置します。 

・不法投棄を避けるため、仮置場までの主な道路に案内看板等を設置します。 

・仮置場までの道路渋滞の発生を防ぐため、仮置場の搬入・搬出ルートを警察等と相談します。 

・仮置場では火災の恐れがあり、危険物や有害物が保管されることもあることから、仮置場の設

置場所等を消防に連絡します。 

・水害等による災害廃棄物から汚水の発生が懸念される場合、遮水シートの設置等により汚水に

よる公共水域や地下水の汚染の防止に努めます。また、必要に応じて排水溝や排水処理設備等

を設置する等により、敷地外への漏出防止対策が必要となります。 

出典：市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き 環境省東北地方環境事務所 

 

表 5-2 仮置場の管理 

飛散防止策 ・粉じんの飛散を防ぐため、散水を適宜実施します。 

・ごみの飛散防止のため、覆い（ブルーシート等）をします。 

・仮置場周辺への飛散防止のため、ネット・フェンス等を設置します。 

臭気・衛生対策 ・腐敗性廃棄物は長期保管を避け、優先的に焼却等の処理を行います。 

・殺虫剤等薬剤の散布を行います。 

火災防止対策 ・可燃性廃棄物は、積み上げは高さ 5m 以下、災害廃棄物の山の設置面積を

200m2以下、災害廃棄物の山と山との離間距離は 2m 以上とします。 

仮置場の監視 ・他市町村からの災害廃棄物の搬入を防止するため、被災者の身分証や搬入

申請書等を確認して搬入を認めます。 

・生ごみや危険物等の不適切な廃棄物の搬入を防止するため、仮置場入口に

管理者を配置し、確認・説明を行います。 

・仮置場の搬入受入時間を設定し、時間外は仮置場入口を閉鎖します。 

・夜間の不適切な搬入や安全確認のため、パトロールを実施します。 

災害廃棄物の数量の

管理 

・日々の搬入・搬出管理（計量と記録）を行います。停電や機器不足により

台貫等による計量が困難な場合は、搬入・搬出台数や集積した災害廃棄物

の面積・高さを把握することで、仮置場で管理している廃棄物量とその出

入りを把握します。 

作業員の安全管理 ・作業員は、防塵マスク、ヘルメット、安全靴、踏み抜き防止の中敷き、手

袋、長袖の作業着を着用します。 

出典：市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き 環境省東北地方環境事務所 
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(2) 平常時 

・速やかに被災現場から災害廃棄物を搬出するため、災害直後から仮置場を確保することが重

要である。被害想定に対応した仮置場の面積、設置場所及び設置数を考慮し、仮置場候補地

を選定する。 

・仮置場候補地の近隣住民に対して、仮置場の必要性について説明し、理解を得るように努め

る。 

・仮置場候補地内の分別配置図の作成等について準備しておく。 

 

 

仮置場候補地の選定の際に考慮する点 

仮置場候補地は、以下の点を考慮して選定する。 

＜選定を避けるべき場所＞ 

・学校等の避難場所として指定されている施設及びその周辺はできるだけ避ける。 

・周辺住民、環境、地域の基幹産業への影響が大きい地域は避ける。 

・土壌汚染の恐れがあるため、農地はできるだけ避ける。 

・水害による災害廃棄物は、汚水を発生する恐れがあることから水源に留意し、近接する場所を避

ける。 

・浸水想定区域等を避ける。（市町村が策定したハザードマップを参照すること） 

・二次仮置場は、長期間に渡り、大量の災害廃棄物を仮設処理施設により破砕選別、焼却処理を行

う場合があるため、周辺環境へ影響を考慮して選定する。 

＜候補地の絞り込み＞ 

・重機等により災害廃棄物を分別・保管するため、できる限り広い面積を確保する。 

・公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設等の公有地。 

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ）。 

・候補地に対する自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等、他の土地利用のニーズの有無を確認

する。 

・効率的な搬出入ルート、必要な道路幅員が確保できる。 

・敷地の搬入・通行路は、大型車が走行できるようコンクリートまたはアスファルト敷が好ましい。 

・長期間使用できることが好ましい。 

・必要な消火用水、仮設処理施設の電源・水源が確保できることが好ましい。 

・ごみ処理施設の周辺を候補地とする場合は、道路渋滞が発生し、廃棄物の搬入出に支障が出ないか

確認する。 

出典：市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き 環境省東北地方環境事務所 
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5.3 仮置場の必要面積の推計 

被害想定により推計した災害廃棄物発生量を基に、仮置場の必要面積を推計した。 

地震で 78 万 m2、水害で 5 千 m2となる。 

 

表 5-3 仮置場の必要面積 

（単位：m2） 

 地震 水害 

盛岡市 350,838 1,679 

八幡平市 197,628 300 

滝沢市 32,995 20 

雫石町 35,071 1,461 

葛巻町 26,774 233 

岩手町 36,922 77 

紫波町 68,622 698 

矢巾町 30,696 703 

計 779,546 5,171 

※地震は、処理期間を 3 年とし、処理可能な廃棄物は仮置場から 

随時搬出すると仮定した場合の必要面積である。 

※水害は、発生した廃棄物をすべて仮置場に搬入した後に、仮置 

場から搬出すると仮定した場合の必要面積である。 

 

 

【仮置場の必要面積の推計方法】 

 面 積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物発生量－処理量 

処理量＝災害廃棄物発生量÷処理期間 

見かけ比重 ：可燃系廃棄物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃系廃棄物 1.1（ｔ/ｍ3）、 

畳 0.3（ｔ/ｍ3）、廃家電類 1.0（ｔ/ｍ3） 

積み上げ高さ ：畳 2ｍ、廃家電類 1ｍ、その他の種類は 5ｍ 

作業スペース割合：1 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4 を基に作成 
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６．初動期の行動計画 

6.1 災害発生前の対応事項 

水害は地震と異なり、一般的に台風や大雨等の事前の予兆がある。大雨等が予想され被害がでる

と考えられる場合は、次の対応を行う 

 

1-1 関係者への連絡方法、連絡体制の確認 

1-2 廃棄物処理施設の安全性の確認（浸水・暴風対策） 

1-3 廃棄物収集運搬車の退避（高台等へ駐車場所を移動） 

1-4 停電や断水した場合の廃棄物処理の検討 

1-5 仮置場の確保に関する関係部署との調整 

1-6 災害廃棄物発生に備えた広報内容（分別・収集方法・仮置場位置図等）の準備・確認 

 

 

【参考】防災気象情報 

気象庁が発表している防災気象情報には、注意報、警報、特別警報がある。 

 

防災気象情報の種類 

注意報 災害が発生する恐れのあるときに注意を呼びかけて行う予報。 

警報 重大な災害が発生する恐れのあるときに警戒を呼びかけて行う予報。 

特別警報 警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生する恐れが

著しく高まっている場合、特別警報を発表。 

※出典：気象庁ホームページ 
 

特別警報の種類と内容 

大雨特別警報 大雨特別警報は、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想

される場合、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大

雨になると予想される場合に発表します。大雨特別警報が発表された場合、重大な

土砂災害や浸水害が発生する恐れが著しく大きい状況が予想されます。特に警戒す

べき事項を標題に明示して「大雨特別警報（土砂災害）」、「大雨特別警報（浸水害）」

又は「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」のように発表します。雨が止んでも重大

な土砂災害等の恐れが著しく大きい場合には発表を継続します。 

大雪特別警報 大雪特別警報は、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表しま

す。 

暴風特別警報 暴風特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が

吹くと予想される場合に発表します。 

暴風雪特別警報 暴風雪特別警報は、数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を

伴う暴風が吹くと予想される場合に発表します。 

※出典：気象庁ホームページ 

※上記以外に、波浪特別警報と高潮特別警報がある 
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6.2 初動期の対応事項 

発災直後から 3 日間程度の初動期は、人命救助が最優先で行われている時期であり、被災地にも混乱

が生じていることが予測される。初動期における災害廃棄物処理に関しては、被災状況の確認や必要な

資機材の確保、受援が必要な内容の把握等、処理を進めるための準備を速やかに行うことが必要となる。 

 

(1) 発生直後から数時間後における対応 

2-1 来庁者の安全確認、避難誘導 

2-2 職員の安全確認、参集状況確認 

2-3 庁舎、身の回りの行政資機材の被害確認 

2-4 外部との通信手段の確保 

2-5 気象情報（今後の大雨や水位等）、避難情報の確認 

2-6 災害対策本部設置の確認と廃棄物対策チームの立上げ 

2-7 災害対策本部を中心とした連絡体制の確認 

2-8 燃料・食料の備蓄状況の確認 

 

(2) 災害発生当日における対応（新たな情報を収集し、随時更新）  

3-1 廃棄物対策チームの体制、役割分担の再確認 

3-2 被害状況に関する情報収集 

・災害発生地域の把握、倒壊家屋（全壊・半壊）数の確認 

・電話、電気、ガス、上下水道の被害状況の確認 

・道路・橋梁等の被害状況の確認 

3-3 避難所に関する情報の収集 

・避難所のリストと場所の確認、避難場所ごとの人数の確認 

3-4 協定締結先との連絡、被災状況、稼働可否 

3-5 仮設トイレの設置 

・避難所の仮設トイレの設置有無確認、仮設トイレ設置方法の確認 

・業者へ汲み取り及び衛生管理に関する対応の確認 

・不足する場合は、周辺自治体等へ支援要請 

3-6 一般廃棄物処理施設に関する情報収集 

・ごみ処理施設（焼却・粗大等）、し尿処理施設の被害状況と受入可否の確認 

・下水処理場の被害状況と復旧見込みの確認 
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(3) 災害発生後 1 日目以降における対応（状況に応じて随時変更） 

4-1 住民への広報、窓口設置 

4-2 し尿とごみの収集 

・発生量の推計（仮設トイレのし尿、避難所ごみ） 

・収集体制・収集頻度・収集ルートの決定 

・収集運搬車両が不足する場合、施設が被災している場合は周辺自治体等へ支援要請 

・住民への周知（ごみの出し方、分別区分、周知方法） 

4-3 災害廃棄物の発生量の推計 

4-4 仮置場の設置 

・仮置場候補地の使用可否の確認（候補地や周辺道路の被災状況、候補地の他の用途での利用

有無） 

・仮置場の所有者や管轄部署と使用する期間や条件を確認 

・仮置場の周辺住民に対して仮置場の必要性について説明し、理解を得る 

・仮置場作業員の手配、事業者等へ仮置場管理業務の委託（ブルーシート、敷鉄板、ネット等

の資機材調達） 

・住民への周知（仮置場の場所、分別方法、周知方法） 

・仮置場の逼迫状況の把握 

・仮置場必要面積の推計 

・仮置場が不足する場合は、周辺自治体等へ支援要請  

4-5 有害物質等を含む廃棄物が発生する恐れのある事業所の被災状況の確認、発生した場合の応急

対応 

4-6 優先度の高い災害廃棄物（腐敗性廃棄物等）の処理の調整、手配 

4-7 災害廃棄物の発生状況の確認（自然発生的に山積みされている廃棄物等） 

4-8 体制の見直し 

・廃棄物、土木建築に精通し、早期に協力が得られる人材調達（職員 OB を含む） 

4-9 一般廃棄物処理施設の補修・復旧 

4-10 その他 

・進捗管理と記録 

・他自治体からの支援受入の調整 （支援を受ける内容、支援者のための活動拠点） 

・災害廃棄物の処理先の検討 

・県への事務委託の検討（行政機能が喪失した場合） 
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6.3 県央ブロックの連携 

(1) 支援方法等の検討 

災害時には、各市町で災害対策本部が設置され、平常時とは違った組織体制で災害復旧に取

り組むことになる。発災当初は、人命救助やライフラインの復旧が優先されるが、それが落ち

着けば廃棄物対策チームにも人が投入され、全庁一丸となって廃棄物処理を進めることとなる。

そのため、発災直後に、応援市町が被災市町の災害対策チームの一員として働くような応援は

考えにくい。 

また、市町の廃棄物担当職員の人数は限られているため、被災市町に人的支援を行える市町

は少ない状況にある。 

 

(2) 支援の内容 

県央ブロック内の連携は、被災市町の支援要請に基づく「プル型支援」を基本とするが、廃

棄物担当部署間の情報共有は積極的に行う。支援は、物的支援を中心とし、支援の内容は次の

とおりとする。 

 

表 6-1 県央ブロック内連携の支援内容 

① ブロック内市町への支援 

要請及び連絡・調整 

支援調整をする市町が、被災市町の要望に応じて市町に支援要

請を行い、また、連絡・調整等も行う。 

（支援調整をする市町は、被害状況等を考慮して決める） 

② 資機材の提供と調達 災害用トイレ、廃棄物収集車、ブルーシート（仮置場用）、 

消石灰（水害時の消毒用）等を提供する。 

③ 廃棄物の収集運搬と処分 し尿、生活ごみ・避難所ごみ、災害廃棄物の収集運搬や処分を

行う。 

④ 仮置場の提供 災害廃棄物の仮置場を提供する。 

⑤ 支援者のための活動拠点 

の提供 

県央ブロック外の支援者のための活動拠点（執務室、休憩場所、

収集車等の駐車場、宿泊所等）を提供する。 

⑥ 人的支援 技術的助言や仮置場等の現場対応ができる人材を派遣する。 

 

支援はあくまで支援する市町の任意とする。 

また、支援期間は、発災後、数日以降から数週間程度を想定する。ただし、災害用トイレ（仮設

トイレ）の設置など緊急を要するものについては、早期に連絡・調整を行い、配備することとする。 

 

(3) 課題等 

盛岡市は、県央ブロックの中で大きな位置を占めている。人口は、県央ブロックの約 6 割で

あり、県央ブロックで最大のごみ焼却施設と粗大ごみ処理施設は盛岡市にある。また、岩手県

の県庁所在地でもある。 

盛岡市が被災し、大きな被害が発生した場合、県央ブロックの連携だけでは処理が困難なこ

とが考えられ、県央ブロック外の市町村に支援を要請することになる（一般廃棄物処理に係る

災害相互応援に関する協定書に基づく連携）。ただし、盛岡市の被害が大きい場合は、岩手県庁
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の機能も大きく損なわれている恐れがあり、県が技術支援や関係者間の調整をできないことも

考えられる。その場合は、県が東北地方環境事務所に支援要請を行うことになる。 

また、県央ブロックや県内市町村に支援要請するのと同時に、事業者の団体等にも協定等に

基づいた支援要請を行う必要がある。岩手県産業廃棄物協会等の団体に要請し、廃棄物の収集

運搬や処分を進める。 

県央ブロックや岩手県に支援要請すべき事項について、災害の規模別にみると、表 6-2 のと

おりである。 

 

(4) 平常時の体制 

定期的に会合を開催し、情報共有や教育訓練、意見交換等を行う。情報共有や検討すべき内

容の例は次のとおりである。 

 

・想定される災害の内容及び被害 

・市町災害廃棄物処理計画の策定状況 

・既存の一般廃棄物処理施設に関する情報 

（施設所在地、施設の種類、処理能力、処理方式、災害時の対応体制等） 

・廃棄物処理業者、廃棄物関連団体の情報 

・災害対応に活用可能な資機材、重機、車両等の情報 

・災害時の廃棄物処理に関する協定等の締結状況 

・災害廃棄物処理対応経験のある職員の有無（人材リスト） 

・連絡窓口一覧表（市町、組合、委託業者等） 

・仮置場候補地の選定状況、候補地の数と広さ 

・PCB 廃棄物保有事業者、特別管理産業廃棄物排出事業者、特定施設事業所の情報 

・指定避難所の数と収容人数 

・県央ブロックの連携内容の見直し 
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表 6-2 県央ブロックや岩手県等へ支援要請すべき事項の案 

 被害市町が単独で対応すべき事項 県央ブロックの市町（一部事務組 

合を含む）へ支援要請すべき事項 

岩手県へ支援要請すべき事項 

①複数の市町のみで大量の災

害廃棄物が発生する場合 

 

（被害が僅少の市町が複数存

在する場合） 

 

・体制の構築 

・情報収集と記録 

・関係者との連絡・調整 

・住民向け広報 

・廃棄物の収集運搬と処分 

・災害廃棄物の発生量の推計 

・仮置場の開設と仮置場必要面積の 

推計 

・支援受入の調整 

・連絡・調整 

・資機材の提供と調達 

・廃棄物の収集運搬と処分 

・仮置場の提供 

・支援者のための活動拠点の提供 

・人的支援 

・情報提供と技術支援 

・人的支援 

・仮置場の提供 

 

（県内だけで早期の処理が困難な場合

は、岩手県が東北地方環境事務所に

支援要請を行う） 

②大半の市町で大量の災害廃

棄物が発生する場合 

＜同上＞ 

 

 

・情報提供と技術支援 

・人的支援 

・仮置場の提供 

・連絡・調整 

・資機材の提供と調達 

・廃棄物の収集運搬と処分 

・支援者のための活動拠点の提供 

（県内だけで早期の処理が困難な場合

は、岩手県が東北地方環境事務所に

支援要請を行う） 

③岩手県の行政機能にも著し

い被害が発生した場合 

（②のレベルを超える被害規

模である場合） 

＜同上＞ 

 （岩手県が東北地方環境事務所に支援

要請を行う） 
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各市町の資機材の保有状況は、表 6-3～表 6-7 のとおりである。 

 

表 6-3 災害用トイレの保有状況 

 
携帯トイレ 簡易トイレ 

組立トイレ 

（便槽型） 

組立トイレ 

（マンホー

ル型） 

仮設 

トイレ 民
間
事
業
者
等
と
の
協
定 

備
蓄
量
（
個
） 

合
計
使
用
回
数
（
回
） 

備
蓄
量
（
個
） 

合
計
使
用
回
数
（
回
） 

備
蓄
量
（
基
） 

合
計
容
量
（
リ
ッ
ト
ル
） 

備
蓄
量
（
基
） 

備
蓄
量
（
基
） 

盛岡市 0 0 0 0 40 8,000 0 0 ○ 

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0  

滝沢市 0 0 6 100 0 0 0 0  

雫石町 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 

葛巻町 300 300 0 0 0 0 0 0  

岩手町 0 0 0 0 0 0 0 0  

紫波町 0 0 0 0 0 0 4 0 ○ 

矢巾町 16,800 16,800 0 0 6 1,200 5 0  

計 17,100 17,100 6 100 46 9,200 9 0  

 

（各災害用トイレの定義） 

①携帯トイレ ・便座がなく、既設トイレの便座に袋を設置し、使用後はし尿をパックし処分す

るタイプ。 

・合計使用回数は１個あたりの使用可能回数に備蓄量を掛け合わせた回数。 

②簡易トイレ ・便座があり、室内に設置可能で持ち運びができるタイプ。し尿をパックし処分

するタイプ。 

・合計使用回数は１個あたりの使用可能回数に備蓄量を掛け合わせた回数。 

③組立トイレ 

（便槽型） 

・災害発生時に組み立て、屋外に設置する便槽付のタイプ。 

・容量は１基あたりの容量に備蓄量（基）を掛け合わせた量。 

④組立トイレ 

（マンホール型） 

・災害発生時に組み立て、屋外に設置しマンホールにし尿を落とすタイプ。 

⑤仮設トイレ ・工事現場やイベント会場等で利用されているボックスタイプ。し尿を貯留し、

汲み取りが必要なタイプ。 

 

※本文では、組立トイレ（便槽型・マンホール型）を含めて「仮設トイレ」と表現している。 
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表 6-4 ブルーシート及び消石灰の保有状況 

 ブルーシート 

（廃棄物の下に敷く等に使用） 

水害時に使用する

消毒用の消石灰 

枚数 サイズ、規格 数量 

盛岡市 0 -- 460kg 

八幡平市 0 -- 0 

滝沢市 8 3.6m×5.4m 0 

雫石町 0 -- 0 

葛巻町 0 -- 0 

岩手町 0 -- 0 

紫波町 0 -- 40kg 

矢巾町 
6 枚 

10m×10m（3 枚） 

5m×7m（3 枚） 
300kg 

 

 

表 6-5 し尿収集車（バキューム車）の保有状況 

 台数 容量 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

盛岡市 0 0 20 20 0 0 73 73 

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 

滝沢市 0 0 17 17 0 0 62 62 

雫石町 0 0 3 3 0 0 20 20 

葛巻町 0 0 0 0 0 0 0 0 

岩手町 0 0 0 0 0 0 0 0 

紫波町 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢巾町 0 0 0 0 0 0 0 0 

盛岡北部行政事務組合 0 19 0 19 0 62 0 62 

紫波、稗貫衛生処理組合 0 25 31 56 0 82 103 185 

盛岡地区衛生処理組合 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 44 71 115 0 144 258 402 

滝沢市に確認、滝沢市の実態調査データ(h27)が 0 となっているため、h26 データを入れてある。 
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表 6-6 ごみ収集車（パッカー車）の保有状況 

 台数 容量 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

盛岡市 5 51 220 276 10 150 538 698 

八幡平市 0 11 6 17 0 20 12 32 

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 

雫石町 0 9 292 301 0 39 914 953 

葛巻町 0 2 17 19 0 4 40 44 

岩手町 0 4 33 37 0 8 71 79 

紫波町 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢巾町 0 0 0 0 0 0 0 0 

岩手・玉山環境組合 0 0 0 0 0 0 0 0 

盛岡・紫波地区環境施

設組合 
0 6 0 6 0 12 0 12 

滝沢・雫石環境組合 0 60 389 449 0 194 1,154 1,348 

計 5 143 957 1,105 10 427 2,729 3,166 

※雫石町の許可台数と許可容量は、平ボディ車を含む。雫石町に確認、区分できないのか。 

※同一業者の重複もあり得る。 

 

 

表 6-7 ごみ収集車（平ボディ車）の保有状況 

 台数 容量 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

盛岡市 3 0 267 270 8 0 992 1,000 

八幡平市 0 11 37 48 0 27 83 110 

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 

雫石町 0 4 -- 4 0 5 -- 5 

葛巻町 0 5 42 47 0 18 113 131 

岩手町 0 6 30 36 0 12 91 103 

紫波町 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢巾町 0 0 0 0 0 0 0 0 

岩手・玉山環境組合 0 0 0 0 0 0 0 0 

盛岡・紫波地区環境施

設組合 
0 3 0 3 0 12 0 12 

滝沢・雫石環境組合 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 3 29 376 408 8 74 1,279 1,361 

※雫石町の許可台数と許可容量は、パッカー車に計上している。 

※同一業者の重複もあり得る。 

 


