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第１章 業務の目的及び内容                      

 

第１節 業務の目的 

 

平成 26 年に閣議決定された「国土強靭化基本計画」等により、国土強靱化策の一環として災害

廃棄物対策が位置づけられた。それを受けて環境省では、「災害廃棄物対策指針」等を定め、地方

公共団体による災害廃棄物処理計画の策定推進を求めている。 

自然災害は毎年のように発生し、近年は特に激甚化することが多く、自然災害に伴い発生する災

害廃棄物への対策は地方公共団体共通の課題となっている。 

東北地方環境事務所では、東日本大震災により発生した災害廃棄物処理に関する地方自治体等の

知見や経験を体系的に整理するとともに、それらを地方公共団体と共有することによって、東北ブ

ロックにおける災害廃棄物対策の検討に資すること等を目的として、東北地方災害廃棄物連絡会を

発足させ、検討結果を事例集として取りまとめてきた。平成 29 年度はこの連絡会を協議会に組織

改編し、取り組みを強化している。この取り組み強化の一環として、災害廃棄物処理計画を作成す

る地方公共団体を支援するモデル事業を実施した。 

本業務は、地方公共団体が行う災害廃棄物処理計画作成の基礎資料整備のための各種調査を実施、

計画の基となる骨子（以下「計画基礎資料」という。）を作成することを通じて、以下の諸点を主

たる目的とする。 

①東北ブロックにおける、災害時の廃棄物処理課題に着目した実効性の高い「災害廃棄物処理計

画」の作成を図り、そのノウハウを災害廃棄物対策東北ブロック協議会の構成員間で共有する

ことにより、ブロック内地方公共団体の災害廃棄物処理計画策定率の向上を図る一助とする。 

②本業務は、単独地方公共団体のほか複数地方公共団体によるグループを対象（以下「対象団体」

という。）とし、計画の策定からそれぞれの課題（広域連携や初動対応のルール化、災害協定

の活用、災害廃棄物処理に係る BCP の検討など）に応じた災害廃棄物対策の検討等、幅広く

対象とすることで、本事業によって得られた情報等を活用することにより、地方公共団体が独

自に効率的に災害廃棄物処理計画の策定や見直しが可能となるよう、課題の抽出や情報の整理

を目指す。 

③今後災害廃棄物処理計画策定など、災害廃棄物対策を進める他の地方公共団体の参考となるよ

う、本業務で得られた知見を対象団体以外の東北ブロックの地方公共団体にも共有する。 
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第２節 業務の内容 

 

災害廃棄物処理計画作成の支援対象とした対象団体は、表 1-2-1 のとおりである。 

業務は、「災害廃棄物対策指針等」の既存資料と東日本大震災から得られた知見・経験を踏まえ、

地域防災計画、対象団体の要望、地域特性等を勘案し、計画基礎資料の作成を行った。 

 

表 1-2-1 対象団体 

対象団体 構成市町等 

岩手県 盛岡広域 8 市町 
盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、 

岩手町、紫波町、矢巾町 

宮城県 
宮城東部衛生処理組

合ブロック 

多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、 

宮城東部衛生処理組合 

福島県 大玉村 大玉村 

 

 

１．盛岡広域 8市町 

1.1 検討内容 

(1) 風水害又は地震が発生した際、災害別・品目別の災害廃棄物発生量の推計 

可燃物、不燃物、金属類、コンクリートガラ、柱角材、廃家電類、処理困難物、土砂類、避

難所から排出される生活ごみ、思い出の品 

(2) 災害発生時の初動体制の計画 

主として人的ニーズ、所要業務量から要支援事務量を検討し作成する。 

(3) 災害については、規模別に以下の 3 パターンを基本として検討する。 

① 3 市 5 町のうち、被害が僅少で災害廃棄物の発生がほとんどない（可燃物で数トン未満）

市町が複数存在する程度の災害の際、被害の大きい市町に対する被害僅少の市町による支援

（人、資機材、仮置場の融通等） 

② 3 市 5 町の大半が被災し、各市町で災害廃棄物が大量に発生する規模の災害の際、域内で

の共通させるべき事項、各市町独自に対応すべき事項、県への支援（人、資機材、仮置場の

融通、処分等）要請のあり方 

③ ②のレベルを超える被害規模であり、3 市 5 町のほか県の行政機能にも著しい被害が発生

し支援要請が困難な状況における対応のあり方 

 

1.2 検討会の開催 

災害廃棄物発生量の推計や初動体制及び連携体制の考え方等、計画基礎資料作成のため、対象

団体との検討会を組織した。検討会の概要は表 1-2-2、表 1-2-3 のとおりである。 
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表 1-2-2 検討会開催の概要 

 開催日 参加人数 開催場所 

第 1 回 平成 29 年 9 月 15 日 市町村等 12 名、環境省 2 名、

事務局 4 名 

盛岡市総合福祉センター 

第 2 回 平成 30 年 1 月 12 日 市町村等 13 名、環境省 2 名、

事務局 3 名 

 

表 1-2-3 検討会構成員 

市町村等 

盛岡市 

八幡平市 

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会 

環境省 東北地方環境事務所 

事務局 一般財団法人 日本環境衛生センター 

 

 

２．宮城東部衛生処理組合ブロック 

2.1 検討内容 

(1) 風水害又は地震、津波が発生した際、品目別の災害廃棄物発生量の推計 

①風水害、津波を伴わない地震災害の際の推計 

可燃物、不燃物、金属類、コンクリートガラ、柱角材、廃家電類、処理困難物、土砂類、避

難所から排出される生活ごみ、思い出の品 

②津波災害が発生した際の推計（その原因となった地震によるものを含む。） 

木くず・柱角材、金属類、コンクリートガラ、その他の混合廃棄物、津波堆積物、 

避難所から排出される生活ごみ、思い出の品 

(2) 1 市 3 町における仮置場候補地とそれぞれの候補地の保管能力 

(3) 災害発生時の初動体制の計画及び発災後の災害廃棄物処理の初動に係る計画 

主として人的ニーズ、所要業務量から要支援事務量を検討し作成する。 

(4) 災害については、規模別に以下の 2 つのパターンを検討する。 

① 1 市 3 町のうち、被害が僅少で災害廃棄物の発生がほとんどない（可燃物で数トン未満）

市町が複数存在する程度の災害の際、被害の大きい市町に対する被害僅少の市町による支援

（人、資機材、仮置場の融通等）と組合の対応（この場合、津波災害は除外する） 

② 1 市 3 町の全てが被災し、各市町で災害廃棄物が大量に発生する規模の災害の際、域内で

の共通させるべき事項と各市町独自に対応すべき事項、相互に協力する事項（例：仮置場の
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越境設置の可能性）、県への支援（人、資機材、仮置場の融通、処分等）要請のあり方、こ

れらに係る組合の対応 

 

2.2 検討会の開催 

災害廃棄物発生量の推計や初動体制及び連携体制の考え方等、計画基礎資料作成のため、対象

団体との検討会を組織した。検討会の概要は表 1-2-4、表 1-2-5 のとおりである。 

 

表 1-2-4 検討会開催の概要 

 開催日 参加人数 開催場所 

第 1 回 平成 29 年 8 月 22 日 市町村等 7 名、環境省 2 名、

事務局 3 名 

多賀城市役所 

第 2 回 平成 30 年 1 月 30 日 市町村等 7 名、環境省 2 名、

事務局 3 名 

 

表 1-2-5 検討会構成員 

市町村等 

多賀城市 

松島町 

七ヶ浜町 

利府町 

宮城東部衛生処理組合 

環境省 東北地方環境事務所 

事務局 一般財団法人 日本環境衛生センター 
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３．大玉村 

 

1.1 検討内容 

(1) 風水害又は地震が発生した際、災害別・品目別の災害廃棄物発生量の推計 

可燃物、不燃物、金属類、コンクリートガラ、柱角材、廃家電類、処理困難物、土砂類、避

難所から排出される生活ごみ、思い出の品 

※安達太良山の火山災害についても想定する。噴火規模に応じた量的推計は困難であるため、

噴火に伴い発生すると考えられ追加すべき品目と注意事項について検討する。 

(2) 災害発生時の初動体制の計画及び発災後の災害廃棄物処理の初動に係る計画 

主として人的ニーズ、所要業務量から要支援事務量を検討し作成する。 

(3) 仮置場への収集運搬に係るルール、仮置場設置運営上のルール 

(4) 災害については、規模別に以下の 2 パターンを検討する。 

①村は被災しているものの、隣接の二本松市、本宮市は被害が僅少で災害廃棄物の発生がほと

んどない（可燃物で数トン未満）程度の災害の際、村単独での対応すべき事項と組合又は隣

接 2 市に協力要請すべき事項 

②村はもとより隣接 2 市も被災し、各市村で災害廃棄物が大量に発生する規模の災害の際、村

独自に対応すべき事項と県への支援（人、資機材、仮置場の融通、処分等）要請すべき事項、

要請時期 

 

2.2 検討会の開催 

災害廃棄物発生量の推計や初動体制及び連携体制の考え方等、計画基礎資料作成のため、対象

団体との検討会を組織した。検討会の概要は表 1-2-6、表 1-2-7 のとおりである。 

 

表 1-2-6 検討会開催の概要 

 開催日 参加人数 開催場所 

第 1 回 平成 29 年 8 月 4 日 市町村等 8 名、環境省 2 名、

事務局 3 名 

大玉村役場 

第 2 回 平成 29 年 12 月 15 日 市町村等 6 名、環境省 2 名、

事務局 3 名 

 

表 1-2-7 検討会構成員 

市町村等 
大玉村 

安達地方広域行政組合 

環境省 東北地方環境事務所 

事務局 一般財団法人 日本環境衛生センター 
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第２章 計画基礎資料                         
 

第１節 盛岡広域 8市町 

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盛岡広域 8 市町（以

下「8 市町」という。）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、地震と水害とするが、他の災害が発生した場合であっても対象とす

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 2-1-1 のとおり推計した。 

8 市町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 2-1-1 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)  
盛岡市防災詳細アセスメント調査のデータを元に推計した。 

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 6 強から推計した（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 6 弱から推計した（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 6 弱から推計した（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 6 弱から推計した（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 6 弱から推計した（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、8 市町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、8 市町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 2-1-2～表 2-1-9 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。 

なお、棟数（非住居）は事業所、工場、店舗等を指している。 

 

表 2-1-2 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 2-1-3 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 2-1-4 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 2-1-5 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 2-1-6 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 2-1-7 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 2-1-8 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 2-1-9 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 2-1-10 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 2-1-10 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。 

盛岡市は、平成 25 年 8 月 9 日の大雨・洪水及び同年 9 月 16 日の台風第 18 号の被害棟数と

した。盛岡市以外の市町は、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。 

8 市町全体の建物被害棟数は、全壊が 19 棟、半壊が 87 棟、床上浸水が 459 棟、床下浸水が

1,772 棟となった。 

 

表 2-1-11 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 84 10 201 

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 87 459 1,772 

出典：盛岡市、水害統計調査（国土交通省） 

※盛岡市の半壊棟数は、大規模半壊 2 棟を含む数値  
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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、水害等の災害によって発生する廃棄物

（表2-1-12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2-1-12の(11)～(13)）

である。 

 

表 2-1-12 災害廃棄物の種類 

 ①地震や水害等の災害によって発生する廃棄物 

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 
 
 

②被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

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 2-1-12 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 2-1-13） 
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表 2-1-13 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。 

 

 

1.5 各主体の役割 

(1) 市町の役割 

災害廃棄物は各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、被災市町からの要請に応じて、資機材等の支援を行う。 

・平常時に、8 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) 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。 

 

(3) 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。 

・災害廃棄物の処理に関する各市町の方針に従って排出するなど、迅速かつ適切な災害廃棄物

処理に協力する。 
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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、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できる限り分別を行い、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 8 市町内に所在する施設で処理を行う。8 市町内の施設で対

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) 8市町の連携 

8 市町は、域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 2-1-1 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 各市町の行動 

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 2-1-14 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。また，一部事務組合を持つ市町にあっては，災害廃棄物処理

等に当たり，必要に応じ連携を図り協力を求めながら進めることとする。 

表 2-1-14 災害廃棄物処理に係る主な業務（その 1） 

時期区分 災害廃棄物対策 

平常時 

・災害廃棄物処理計画の策定・見直し 

・災害時の連携体制の構築（県・8 市町・県内市町村・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・一部事務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・見直し 

・被害状況の把握 

・災害廃棄物処理全体の進行管理 

・災害関連情報の収集・記録 

・8 市町・県内市町村・県・国との連絡調整 

・災害対策本部及び他部署との連絡調整 

・支援要請 

・災害廃棄物発生量の推計 

・処理施設の余力算定・代替処理施設の確保 

・必要資機材の確保 

・住民等への周知・問合せ対応 

・仮設トイレ必要基数の算定 

・仮設トイレの調達・設置・管理 

・収集運搬車両・作業員及び施設の被災状況の把握 

・収集運搬車両の必要台数の算定及び手配 

・災害廃棄物の収集運搬方法の決定 

・し尿等の収集運搬及び処理開始 

・仮置場必要面積の算定・候補地の選定 

・道路・建設部局との連携作業（道路啓開や倒壊建物解体等） 

応急対応前半 

（～数週間） 

・災害廃棄物処理実行計画の策定（必要に応じて） 

・支援受入・調整 

・災害廃棄物処理全体の進行管理 

・災害関連情報の収集及び記録 

・県への事務委託の検討（行政機能を損なう大規模災害の場合など） 

・住民等への周知・問合せ対応 

・仮設トイレの管理 

・避難所ごみ・生活ごみの収集運搬及び処分開始 

・災害廃棄物の収集運搬 

・仮置場の設置・受入・管理 

・災害廃棄物処理の契約事務 

・有害廃棄物・危険物等の管理 

・有害物質・土壌汚染・アスベスト等の環境調査 

・環境モニタリング（粉じん・石綿・騒音・振動・臭気・水質等） 
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表 2-1-14 災害廃棄物処理に係る主な業務（その 2） 

 

応急対応後半 

（～ 3 か月程

度） 

・災害廃棄物処理実行計画の見直し（必要に応じて） 

・住民等への周知・問合せ対応 

・災害廃棄物処理全体の進行管理 

・災害関連情報の収集及び記録 

・仮設トイレの管理 

・災害廃棄物処理の契約事務 

・損壊家屋等の解体・撤去・運搬（公費解体の場合） 

・災害廃棄物の処理・再生利用・最終処分 

・仮置場の受入・管理 

・仮設処理施設の設置・運営（必要に応じて） 

・有害物質・土壌汚染・アスベスト等の環境調査 

・環境モニタリング（粉じん・石綿・騒音・振動・臭気・水質等） 

復旧・復興 

（～3 年程度） 

・災害廃棄物の処理・再生利用・最終処分 

・仮置場の原状回復・返還 

・仮設トイレ撤去 

・環境モニタリング（粉じん・石綿・騒音・振動・臭気・水質等） 

※時期区分の時間目安は災害規模や内容によって異なる。 

 

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 2-1-15 のとおりである。 

表 2-1-15 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） 
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また、8 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 2-1-16 のとおりである。 

 

表 2-1-16 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 

各市町は、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 2-1-17 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

ことや廃棄物処理部署の経験職員（職員 OB 含む）を活用することを検討し、人員を確保する。 

 

表 2-1-17 廃棄物対策チームの業務概要（その 1） 

担当 業務概要 

総務担当 

・災害廃棄物処理体制の整備・見直し 

・被害状況の把握 

・災害廃棄物処理全体の進行管理 

・災害関連情報の収集及び記録 

・8 市町・県内市町村・県・国との連絡調整 

・災害対策本部・他部署との連絡調整 

・支援要請・受入・調整（8 市町・県内市町村・県・国・民間事業者等） 

・県への事務委託の検討・手続（行政機能を損なう大規模災害の場合

など） 

・災害廃棄物発生量の推計 

・処理施設の余力算定・代替処理施設の確保 

・必要資機材の確保 

・仮設処理施設の設置・運営（必要に応じて） 

・災害廃棄物処理実行計画の策定・見直し（必要に応じて） 

・災害廃棄物処理の契約事務 

・補助金の申請事務 

・住民等への周知・問合せ対応 

・有害物質使用事業所の状況調査 

・有害物質・土壌汚染・アスベスト等の環境調査 

・環境モニタリング（粉じん・石綿・騒音・振動・臭気・水質等） 

・施設の補修 

し尿等処理担当 

・仮設トイレ必要基数の算定 

・仮設トイレの調達・設置・管理・撤去 

・収集運搬車両・作業員施設の被災状況の把握 

・収集運搬車両の必要台数の算定・手配 

・し尿等の収集運搬・処理 

・下水処理施設との連携 
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表 2-1-17 廃棄物対策チームの業務概要（その 2） 

担当 業務概要 

災害廃棄物等処理担当 

・収集運搬車両・作業員・施設の被災状況の把握 

・収集運搬車両の必要台数の算定・手配 

・災害廃棄物の収集運搬方法の決定 

・避難所ごみ・生活ごみの収集運搬・処理 

・災害廃棄物の収集運搬・処理 

・損壊家屋等の解体・撤去・運搬（公費解体の場合） 

・災害廃棄物の処理・再生利用・最終処分 

・道路・建設部局との連携（道路啓開・倒壊建物解体等） 

仮置場担当 

・仮置場必要面積の算定・候補地の選定 

・仮置場の土壌調査 

・仮置場の設置・受入・管理 

・有害廃棄物・危険物等の管理 

・仮置場の原状回復・返還 

 

 

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、各担当に人

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】 

災害時に各市町が収集する情報は表 2-1-18 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 2-1-18 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 

各市町において、災害廃棄物処理に単独で対応しきれない場合は、県に状況を連絡した上で 8

市町内の市町や岩手県へ支援を求め、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 8 市町内の市町へ支援要請を行い、連携して対応する。 

② 8 市町内の市町だけでは処理が困難な場合は、岩手県へ支援要請を行い、8 市町外の県内市

町村と連携して対応する。 

（「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、8 市町内の市町へ支援要請すると同時に 8 市町外の県内市町村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 2-1-2 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、盛岡広域の構成市町等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。 

また、調整市町村は本協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう、必要に

応じ岩手県に調整等を要請するとなっている。 

（平成 23 年 9 月に岩手県市町村清掃協議会で可決、平成 24 年 3 月 1 日締結）  

被災市町での処理 

8 市町内の市町での処理 

岩手県内の市町村 

岩手県外の市町村 

岩手県は、被災市町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、各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。 

8 市町が事業者と締結している協定は、表 2-1-19 のとおりである。 

 

表 2-1-19 災害廃棄物処理に係る業界団体等との協定 

平成 30 年 3 月 1 日現在 

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 

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 

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 
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、盛岡・紫波地

区環境施設組合 

災害廃棄物の撤去、収集及び運

搬、処分等 

※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 2-1-20 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 

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 2-1-3 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大きい。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 2-1-21 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 2-1-21 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 2-1-4 災害廃棄物処理に係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 被災していない盛岡広域の市町、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 

・ごみ（可燃ごみ・生ごみ）の収集日・収集回数の変更、腐敗の心配が少ない資源ごみ（び

ん・缶・ペットボトル等）の収集はしばらく行わないこと等 

・災害廃棄物の分別・収集方法、収集時間及び期間 

・仮置場の場所、搬入時間・期間等 

・仮置場への搬入等のルール 

・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（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、腐敗の心配が少ない資源ごみはしばらく収集しない

こと等） 

・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） 
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・仮置場へごみ（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 

・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、広報紙（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 

ごみ処理の事業主体は表 2-1-22、し尿処理の事業主体は表 2-1-23 のとおりである。 
 

表 2-1-22 ごみ処理の事業主体 

平成 30 年 3 月 1 日現在 

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） 
直営  

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 

（玉山地域） 
岩手・玉山環境組合 直営  

八幡平市 直営 

スプリング入りマット

レス等の適正処理困難

物専用焼却炉あり 

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 直営 生ごみ資源化あり 

岩手町 岩手・玉山環境組合 直営  

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）を基に作成 
 

表 2-1-23 し尿処理の事業主体 

平成 30 年 3 月 1 日現在 

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 

（玉山地域） 
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）を基に作成  
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3.1 ごみ焼却施設 

(1) ごみ焼却施設の概要 

ごみ焼却施設は 6 施設であり、施設の運転を委託、または一部委託している施設が多くなっ

ている。また、稼動後 20 年程度経過した施設が多くなっている。 
 

表 2-1-24 ごみ焼却施設の概要 

施設名 所在地 処理能力 炉形式 
運転 

形態 
竣工 経過年※ 

盛岡市クリーンセンター 
盛岡市小鳥沢 

148-25 

405t/24h 

(135t/24h×3) 

ストーカ

式 

一部 

委託 
H10.3 19 年 

八幡平市清掃センター 
八幡平市野駄 

27-621 

50t/8h 

(25t/8h×2) 

ストーカ

式 
委託 H10.3 19 年 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 

滝沢市大石渡 

332-2 

100t/24h 

(50t/24h×2) 

直接溶融

方式 
委託 H14.9 15 年 

葛巻町清掃センター 
葛巻町葛巻 

7-10 

10t/8h 

(10t/8h×1) 

回転式ス

トーカ 
委託 H5.10 24 年 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

盛岡市寺林字 

平森 54-54 

28t/8h 

(14t/8h×2) 

ストーカ

式 
直営 H9.3 21 年 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 

矢巾町大字西 

徳田 12-168-2 

160t/24h 

(80t/24h×2) 

直接溶融

方式 

一部 

委託 
H15.3 14 年 

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）を基に作成 

※経過年は、平成 30 年 1 月時点 
 

災害時に施設が被災した場合は、8 市町内の被災していない施設が替わりに処理を行うこと

が想定される。ごみ焼却施設間の距離は、表 2-1-25 のとおりである。 

なお、災害廃棄物の受入、又は他市町からの受入をするに当たって地域協定を締結している

場合があることに留意する必要がある。 
 

表 2-1-25 ごみ焼却施設間の距離 

施設名 

盛岡市ク
リーンセ
ンター 

八幡平市
清掃セン
ター 

滝沢・雫石
環境組合 

滝沢清掃
センター 

葛巻町清掃
センター 

岩手・玉山
環境組合 

岩手・玉山
清掃事業所 

盛岡・紫波
地区環境施
設組合清掃
事業所清掃
センター 

盛岡市クリーンセンター -- 28.2 km 15.9 km 64.6 km 21.5 km 25.0 km 

八幡平市清掃センター -- -- 24.2 km 52.4 km 19.3 km 46.5 km 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
-- -- -- 65.6 km 22.2 km  33.5 km  

葛巻町清掃センター -- --  -- 46.3 km 87.1 km 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
-- --  -- -- 43.7 km 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 
-- --  -- -- -- 

出典：県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会資料  
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(2) 災害対応等 

8 市町内のごみ焼却施設の災害対応は、表 2-1-26～表 2-1-31 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 2-1-26 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 
・非常用発電機が稼動し手動で停止操作を行う。 

・マニュアルを作成済み。 

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。 

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 

・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。 

・マニュアルは、作成していない。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

・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している。 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 

・保護装置により自動停止する機器がある。 

・通常の操業マニュアルで対応 

 

表 2-1-27 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 
・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 

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、軽油で焼却炉の燃料は、Ａ重油 

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Ａ重油 

葛巻町清掃センター ・設置していない。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
・設置していない。 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 

・設置しているが、焼却炉の立下げのみ。 

・非常用発電設備の燃料は、焼却炉と同じ灯油 
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表 2-1-28 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 ・施設敷地内に仮置き可能 

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。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・施設内に十分な敷地がないため、仮置き不可能 

葛巻町清掃センター ・施設内に十分な敷地がないため、仮置き不可能 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
・施設敷地が狭いため、仮置き不可能 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 
・災害時を想定した保管施設がないため、仮置き不可能 

 

表 2-1-29 平常時の可燃ごみの受け入れ条件 

施設名 平常時の可燃ごみの受け入れ条件 

盛岡市クリーンセンター 

・可燃性のもの（1 個につき長さ 100cm 以下のもの（木くずは、50cm

×3cm×5cm 以下のもの）で、ごみ焼却施設で焼却処理できるもの

に限る。） 

八幡平市清掃センター ・特にはないが，木材関係は長さ 2m 及び直径 15cm 以内 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・長さ 50cm 以下で、不燃物（土・石・コンクリート等）は不可 

葛巻町清掃センター ・特にはないが、30cm×30cm×30cm 以内としている品目あり。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
・長さ 50cm 程度まで。木くず関係は太さ 5cm 程度まで。 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 

・木くずの場合、長さ 50cm 以下、太さ 5cm 以下に限る。ゴムホース

の場合、長さ 50cm 未満に限る。 
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表 2-1-30 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 

・燃料は、焼却炉 1 炉分の立上げ下げ分のレベルは保管。また、排ガ

ス処理の薬品は、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

を保管。薬品・重油等は、残量を確認し補給するので、半月間の運

転は可能 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・特になしだが、施設稼働に必要な資材等を 3 日間分は保管 

葛巻町清掃センター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
・特になし。 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 清掃センター 
・特になし。 

 

表 2-1-31 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 

・定期点検整備業務委託業者とは、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、委託内容に関わらず復旧等の検

討に協力するとしている。 

・緊急対応マニュアルに緊急時連絡網を明記 

・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。 

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 以上で参集する。 

葛巻町清掃センター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

・連絡窓口一覧表を作成している。 

・施設に参集する。 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃事業所 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。 

・連絡網を作成している。 

・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。 
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(3) 施設の余力 

8 市町内のごみ焼却施設の 1 日当たりの処理能力は 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。8 市町全体の年間処理実績は 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。

処理能力が小さい施設ではトラブルが発生した際、施設全体に支障を来たす恐れがあるため、

できるだけ処理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 2-1-32 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 405  113,400 74,870 38,530 

八幡平市清掃センター 50 14,000 9,005 4,995 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
100 28,000 24,676 3,324 

葛巻町清掃センター 10 2,800 785 2,015 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 
28 7,840 6,391 1,449 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 
160 44,800 33,106 11,694 

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施設規模は、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 破砕処理施設 

(1) 破砕処理施設の概要 

破砕処理施設は 5 施設であり、施設の概要は表 2-1-33 のとおりである。 

 

表 2-1-33 破砕処理施設の概要 

施設名 所在地 処理能力 処理方法 
運転 

形態 
竣工 

盛岡市リサイクルセンター 

粗大ごみ処理施設 

盛岡市川又字大日向 

32-5 
60t / 5h 高速破砕 直営 S54.3 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 
八幡平市野駄 27-621 15t / 5h 高速破砕 

一部 

委託 
H10.3 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
滝沢市大石渡 332-2 6t / 6h 低速破砕 委託 H14.9 

葛巻町リサイクルセンター 葛巻町江刈 7-165 1t/ 5h 手作業 委託 H1 

岩手・玉山環境組合 

粗大ごみ処理施設 

盛岡市寺林字平森 

54-54 
8t / 5h 高速破砕 直営 H9.3 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 

矢巾町大字西徳田

12-168-2 
3t / 5h 低速破砕 

一部 

委託 
H15.3 

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）を基に作成 

 

 

(2) 災害対応等 

8 市町内の粗大ごみ処理施設の災害対応は、表 2-1-34～表 2-1-38 のとおりである。 

 

表 2-1-34 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 

盛岡市リサイクルセンター 

粗大ごみ処理施設 

・操作担当者が手動で停止する。 

・マニュアルは、作成していない。 

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。 

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。 

葛巻町リサイクルセンター 
・停止基準は、定めていない。 

・マニュアルは、作成していない。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

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、点検後に判断を行い再稼働させ

ている。 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 
・ごみ焼却施設における通常の操業マニュアルで対応 
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表 2-1-35 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 

盛岡市リサイクルセンター 

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 
・破砕処理専用としてはない。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・設置しているが、破砕機には給電していない。 

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 

岩手・玉山清掃事業所 

粗大ごみ処理施設 

・設置していない。 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 

・ごみ焼却施設に設置しており、可燃性大形ごみ切断機専用としては

ない。 

 

 

表 2-1-36 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） 

盛岡市リサイクルセンター 

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で裁断してい

る。 

八幡平市清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

・数値化した能力はないが、ピット投入状況から約 10 枚/日と思われ

る。 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・通常業務では最大 40 枚/日 

葛巻町リサイクルセンター ・畳は、受け入れしていない。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

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） 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 

・一般家庭から持ち込まれる畳に限り、一日に 10 枚程度受け入れして

おり、可燃性大形ごみ切断機で処理している。 
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表 2-1-37 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 

盛岡市リサイクルセンター 

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） 

・通常の部品として予備品を保管 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
・特になし。 

葛巻町リサイクルセンター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

粗大ごみ処理施設 

・特になし。 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 
・特になし。 

 

 

表 2-1-38 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 

盛岡市リサイクルセンター 

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。 

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。 

葛巻町リサイクルセンター ・特になし。 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

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。 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 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。 

・連絡網を作成している。 
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(3) 施設の余力 

8 市町内の破砕処理施設の 1 日当たりの処理能力は 95 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 8 千トンである。8 市町全体の年間処理実績は 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 9 千トンとなる。 

なお、コンクリートがらや柱角材は、破砕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が多い。 

また、破砕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、稼働時間の延長ができ

る場合は余力を増加させることは可能と考えられる。 

 

表 2-1-39 破砕処理施設の余力 

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） 

盛岡市リサイクルセンター 

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 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
8 2,368 1,546 822 

葛巻町リサイクルセンター 

移動式破砕機 
1 296 119 177 

岩手・玉山環境組合 

岩手・玉山清掃事業所 

粗大ごみ処理施設 

8 2,368 346 2,022 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 
3 888 159 729 

計 95  28,120 9,036 19,084 

※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。 

※滝沢清掃センター及び盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターは、ごみ焼却施設に併設した破砕機 

※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) し尿処理施設の概要 

し尿処理施設は管内に 3 施設あり、施設の概要は表 2-1-40 のとおりである。紫波、稗貫衛生

処理場については、平成 30 年 3 月に受入を終了することから記載していない。 

 

表 2-1-40 し尿処理施設の概要 

施設名 所在地 処理能力 処理方式 
運転 

形態 

竣工 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 
滝沢市大崎 94-194 

170kL/日 

(し尿 120kL/日、浄

化槽汚泥 50kL/日) 

標準脱窒素処理、

膜分離高負荷脱 

窒素処理 

委託 
S60.11 

H17.11 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 

八幡平市平舘第 27 

地割 49 

145kL/日 

(し尿 100kL/日、浄

化槽汚泥 45kL/日) 

標準脱窒素処理 直営 
S62.10 

H10.3 

紫波町汚泥再生処理セン

ター 

紫波郡紫波町南日

詰字小路口 92-1 

44kL/日 

(し尿 18kL/日、浄化

槽汚泥 26kL/日) 

下水道投入 委託 H30.4 

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）、環境省一

般廃棄物処理実態調査、紫波町汚泥再生処理センター建設・運営事業要求水準書を基に作成 

 

 

(2) 災害対応等 

8 市町内のし尿処理施設の災害対応は、表 2-1-41～表 2-1-44 のとおりである。施設により対

応は異なるが、非常用発電設備については、すべての施設で設置していない。 

 

表 2-1-41 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）はあるが、基本的に停止は手動と

なる。なお、停止する基準は、具体的にはないが、震度 4 以上では

点検を実施し、その上で機器故障及び破損等を確認し、運転するか

どうかの判断を行っている。 

・簡易な緊急時対応マニュアルを作成している。 

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、自動停止及び再起動のマニュアルを作成し

ている。 

紫波町汚泥再生処理センター

（平成 30 年 4 月稼動） 

・震度 4 以上で施設点検を行い、異常があれば手動で停止する。 

・緊急時対応マニュアル作成済み。 
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表 2-1-42 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 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 
・設置していない。 

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。 

紫波町汚泥再生処理センター

（平成 30 年 4 月稼動） 
・設置していない。 

 

表 2-1-43 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）は、約 1 週間分保管しており、袋物の

薬品（高分子凝集剤等）は、約 3 か月分保有している。 

盛岡北部行政事務組合 

北岩手環境衛生センター 
・保管状況なし。 

紫波町汚泥再生処理センター

（平成 30 年 4 月稼動） 
・常に 7 日間分の処理が確保できるように薬品を補充している。 

 

表 2-1-44 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 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 

・包括管理業務委託しており、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

あることで十分な協力体制になっている。 

・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

場合は責任者集合等）。 

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。 

紫波町汚泥再生処理センター

（平成 30 年 4 月稼動） 

・管理運転業務の委託業者とプラントメーカーが同一であることから 

非常時の連絡体制に両者が組み込まれている。 

・緊急時連絡体制表を作成している。 

・非常体制配備については、紫波町と基準をあわせている。 
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(3) 施設の余力 

し尿を処理する余力は、約 3 万 4 千 kL となる。また、今後、下水道普及率の増加や人口減少

によるし尿排出量の減少により、余力が増えると見込まれる。 

 

表 2-1-45 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） 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢処理センター 
170 62,050 49,769 12,281 

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 

紫波町汚泥再生処理センター

（平成 30 年 4 月稼動） 
44 16,060 ※15,397 663 

計 359 131,035 97,063 33,972 

※①と③の出典は、環境省一般廃棄物処理実態調査。ただし、H30.4 から盛岡市都南地域のし尿は盛岡地区

衛生処理組合滝沢処理センターで処理予定のため、盛岡地区衛生処理組合の③年間処理実績には、盛岡市

都南地域の H27 実績を加算した。また、紫波町汚泥再生処理センターの③年間処理実績には、紫波町と矢

巾町の H27 実績を加算した。 
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3.4 最終処分場 

(1) 最終処分場の概要 

最終処分場は 7 施設であり、施設の概要は表 2-1-46 のとおりである。 

 

表 2-1-46 最終処分場の概要 

施設名 所在地 
残余容量 

(m3) 

運転 

形態 
竣工 

盛岡市廃棄物処分場 
盛岡市川又字大日向 

32-5 
228,192 直営 S53.8 

盛岡市玉山廃棄物処分場 
盛岡市門前寺字越戸 

76-106 
15,295 直営 H5.3 

八幡平市一般廃棄物最終処分場 八幡平市松尾 1-808 21,159 委託 H24.12 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢最終処分場 
滝沢市大石渡 332-2 25,690 委託 H9.12 

葛巻町最終処分場 葛巻町葛巻 7-18-47 6,974 委託 S63.3 

岩手町一般廃棄物最終処分場 
岩手町大字五日市 

第 3 地割地内 
5,858 委託 H15.3 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

一般廃棄物最終処分場 

矢巾町大字東徳田 

14-39-3 
3,508 直営 H9.3 

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）、環境省一

般廃棄物処理実態調査(平成 27 年度)を基に作成 
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(2) 最終処分場の余力 

8 市町内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 2-1-47 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 

滝沢・雫石環境組合 

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

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 

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 

※埋立容量を増やすために将来行われる可能性がある築造工事等は考慮していない。 

※盛岡・紫波地区環境施設組合は、残余容量が無いため、平成 29 年度から飛灰の処理を県外の民間最終処分

場へ業務委託している。 
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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と仮設トイレの必要基数 

平常時は下水道に接続されて処理していた排泄物が、災害時には仮設トイレからのくみ取りし尿

として発生する。災害時のし尿の発生量は、仮設トイレ必要人数に原単位（1 人 1 日当たりのし尿

排出量）を乗じて推計した。8 市町全体の仮設トイレのし尿の発生量は 260.4kL/日であり、仮設ト

イレの必要基数は 1,953 基となった。 

 

表 2-1-48 仮設トイレ必要人数の推計（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 

断水による仮
設トイレ必要

人数 

仮設トイレ 

必要人数 

① ② ③ 

（①×②） 

④ ⑤ 

（③＋④） 

盛岡市 -- -- 48,045 43,322 91,367 

八幡平市 7,462 2.51 18,730 1,036 19,766 

滝沢市 1,897 2.49 4,724 7,401 12,125 

雫石町 1,266 2.72 3,444 1,849 5,293 

葛巻町 1,136 2.29 2,601 327 2,928 

岩手町 932 2.48 2,311 977 3,288 

紫波町 2,316 2.80 6,485 4,401 10,886 

矢巾町 1,212 2.75 3,333 4,223 7,556 

計 -- -- 89,673 63,536 153,209 

※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。 

※避難者数については、盛岡市は盛岡市地域防災計画（震災対策編）の推計避難者数とし、 

盛岡市以外の市町は、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た。 

 

表 2-1-49 仮設トイレから発生するし尿の発生量の推計（地震） 
  

 

仮設トイレ 

必要人数 

1 人 1 日当たり
のし尿排出量
（L/日） 

し尿発生量 

（kL/日） 

仮設トイレの 

必要基数 

⑤ 

（③＋④） 

⑥ ⑦ 

⑤×⑥÷1000 

⑧ 

⑤÷(400÷⑥÷3) 

盛岡市 91,367 1.7 155.3  1,165 

八幡平市 19,766 1.7 33.6  252 

滝沢市 12,125 1.7 20.6  155 

雫石町 5,293 1.7 9.0  67 

葛巻町 2,928 1.7 5.0  37 

岩手町 3,288 1.7 5.6  42 

紫波町 10,886 1.7 18.5  139 

矢巾町 7,556 1.7 12.8  96 

計 153,209 -- 260.4  1,953 
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【仮設トイレ必要基数の推計方法】 

 

仮設トイレの必要基数 ＝ 仮設トイレ必要人数※1 ／ 仮設トイレ設置目安※2 

 

※1 仮設トイレ必要人数 ＝ 避難者数 ＋ 断水による仮設トイレ必要人数注 1 

注 1 断水による仮設トイレ必要人数 

＝｛水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝×上水道支障率注 2×１／２注 3 

注 2 上水道支障率：地震による上水道の被害率、盛岡市地域防災計画（震災対策編）より 

38%と設定した。 

注 3 １／２：断水により上水道が支障する世帯の約１／２の住民が仮設トイレを使用すると 

仮定。 

 

※2 仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量注 1／し尿の１人１日平均排出量注 2／収集計画注 3 

注 1 仮設トイレの平均的容量  ：例 400Ｌ 

注 2 1 人 1 日当たりのし尿排出量 ：例 1.7Ｌ/人日 

注 3 収集計画         ： 3 日に 1 回の収集 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-11-1-2 を基に作成 

 

農業集落排水や下水道の施設が稼働できない場合は、さらに多くの仮設トイレが必要となる。 

なお、「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、内閣府防災担当）

では、目標とする仮設トイレの設置基数について、次の記載がある。 

・過去の災害や国際基準等から、避難者 50 人あたりに便器が 1 つあると、トイレに長い時間並

ぶことなく使用することが可能となる。 

・女性用対男性用の割合は 3:1 が理想的であると言われている。 
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4.2 避難所ごみの発生量 

避難者数と原単位（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。 

8 市町全体の避難所ごみの発生量は 53.7ｔ/日となった。 

 

表 2-1-50 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 -- -- 48,045 585 28.1 

八幡平市 7,462 2.51 18,730 671 12.6 

滝沢市 1,897 2.49 4,724 638 3.0 

雫石町 1,266 2.72 3,444 680 2.3 

葛巻町 1,136 2.29 2,601 514 1.3 

岩手町 932 2.48 2,311 622 1.4 

紫波町 2,316 2.80 6,485 489 3.2 

矢巾町 1,212 2.75 3,333 542 1.8 

計 -- -- 89,673 -- 53.7 

※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、粗大ごみを除く家庭ごみの排出量を人口で除している。 

排出量の出典：環境省一般廃棄物処理実態調査（平成 27 年度実績） 

人口の出典：盛岡市は国勢調査人口（平成 27 年度）、盛岡市以外の市町は環境省一般廃棄物処理

実態調査の人口（平成 27 年度実績） 

※避難者数については、盛岡市は盛岡市地域防災計画（震災対策編）の推計避難者数とし、 

盛岡市以外の町村は、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た。 
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4.3 災害廃棄物（仮設トイレ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。ただし、盛

岡市については、水害で発生する災害廃棄物量を平成 25 年 8 月 9 日の大雨・洪水及び同年 9

月 16 日の台風第 18 号で発生した災害廃棄物の実績量とした。 

地震では、8 市町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、8 市町全体の災害廃棄物の発生量は 6 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 2-1-51 災害廃棄物の発生量の推計（地震、その 1） 

（単位：t） 

 可燃物 

 

不燃物 

 

可燃物 畳 不燃物 廃家電類 
石膏ボー

ド等建材 

盛岡市 182,141  180,403  1,737  182,141  178,400  2,178  1,564  

八幡平市 102,597  101,616  981  102,597  100,485  1,229  883  

滝沢市 17,128  16,964  164  17,129  16,775  206  148  

雫石町 18,206  18,031  175  18,206  17,830  219  157  

葛巻町 13,899  13,766  133  13,900  13,613  167  120  

岩手町 19,167  18,983  184  19,167  18,772  230  165  

紫波町 35,624  35,282  342  35,623  34,889  427  307  

矢巾町 15,935  15,782  153  15,934  15,606  191  137  

計 404,697  400,827  3,869  404,697  396,370  4,847  3,481  

 

表 2-1-51 災害廃棄物の発生量の推計（地震、その 2） 

（単位：t） 

 
コンクリ

ートがら 

 

金属類 木くず 計 コンクリ

ートがら 
瓦 

盛岡市 526,184  513,157  13,027  66,785  54,641  1,011,892  

八幡平市 296,391  289,033  7,358  37,619  30,779  569,983  

滝沢市 49,482  48,250  1,232  6,281  5,139  95,159  

雫石町 52,593  51,284  1,309  6,675  5,461  101,141  

葛巻町 40,154  39,155  999  5,096  4,170  77,219  

岩手町 55,372  53,995  1,377  7,028  5,750  106,484  

紫波町 102,911  100,352  2,559  13,061  10,687  197,906  

矢巾町 46,034  44,889  1,145  5,843  4,781  88,527  

計 1,169,121  1,140,115  29,006  148,388  121,408  2,248,311  
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表 2-1-52 災害廃棄物の発生量の推計（水害、その 1） 

（単位：t） 

 可燃物 

 

不燃物 

 

可燃物 畳 不燃物 廃家電類 
石膏ボー

ド等建材 

盛岡市 498 -- -- 401 377 24 -- 

八幡平市 136  125  11  95  90  5  0  

滝沢市 9  8  1  6  6  0  0  

雫石町 580  560  20  498  480  16  2  

葛巻町 105  95  10  72  68  4  0  

岩手町 35  32  3  24  23  1  0  

紫波町 315  291  24  224  211  13  0  

矢巾町 318  294  24  226  213  13  0  

計 1,996  1,405  93  1,546  1,468  76  2  

 

表 2-1-52 災害廃棄物の発生量の推計（水害、その 2） 

（単位：t） 

 
コンクリ

ートがら 

 

金属類 木くず 
処理 

困難物 
計 コンクリ

ートがら 
瓦 

盛岡市 -- -- -- 32 396 115 1,442 

八幡平市 0 0  0  7  93  -- 331  

滝沢市 0 0  0  0  6  -- 21  

雫石町 766 747  19  116  306  -- 2,266  

葛巻町 0 0  0  6  70  -- 253  

岩手町 0 0  0  2  24  -- 85  

紫波町 0 0  0  18  218  -- 775  

矢巾町 0 0  0  18  219  -- 781  

計 766  747  19  199  1,332  115  5,954  

※盛岡市は平成 25 年 8 月 9 日の大雨・洪水及び同年 9 月 16 日の台風第 18 号で発生した災害廃棄物の実績

量を計上しており、廃棄物種類の把握方法が異なっている。 
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表 2-1-53 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 2-1-54 （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 2-1-55 （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 

  



48 

 

(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。 

8 市町内の盛岡市や紫波町などでは、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 2-1-56 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      15,400m3 

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

 

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 2-1-57、表 2-1-58 に示す。 

 

表 2-1-57 近年の災害で発生した処理困難物等の発生量（盛岡広域） 

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 

平成 25 年 9 月台風 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 

※流木は、処理困難物ではなく、木くずとして扱う場合もあるが、大量に発生する場合があること、 

家屋の柱角材と違い発生量の予測が困難であることから、本表では処理困難物として記載した。 

 

表 2-1-58 近年の災害で発生した処理困難物等の発生量（他県） 

市町名 災害名 廃棄物種類 発生量 

宮城県多賀城市 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 

広島県広島市 
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 2-1-5 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茨城県常総市は、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、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。8 市町内や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 2-1-59 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する。 

・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 

める。 

・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」を一部加工 

図 2-1-6 仮置場の分別配置の例  

受付

金属くず

家電類

入口

出入口

コンクリート
がら

瓦

木くず

ガラス
陶磁器くず

石膏ボード・
スレート板

消火
設備

布団類

道路

木くず
（家具類）

畳



52 

 

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、各市町で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、各市町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・運営内容 

・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 2-1-60） 

 

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 2-1-60 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 76 万 8 千 m2、水害で 3 千 m2となる。 

 

表 2-1-61 仮置場の必要面積 

（単位：m2） 

 地震 水害 水害（参考） 

盛岡市 345,760 729 (1,093) 

八幡平市 194,761 177 (266) 

滝沢市 32,515 11 (17) 

雫石町 34,560 925 (1,388) 

葛巻町 26,385 136 (203) 

岩手町 36,385 46 (68) 

紫波町 67,624 414 (621) 

矢巾町 30,250 417 (626) 

計 768,240 2,855 (4,282) 

※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（参考）は、発生した廃棄物を全て仮置場に搬入してから搬出す 

ると仮定した場合の必要面積である。災害廃棄物の発生量が大量でな 

い場合は、災害廃棄物全量を仮置場に保管してから搬出することも考 

えられる。 

 

 

【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：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃物 1.1（ｔ/ｍ3）、 

積み上げ高さ：5ｍ以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～1 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4を基に作成 

 

 

なお、災害廃棄物の積み上げ高さについては、畳等の腐敗性廃棄物は火災防止のため 2ｍ以下

とされている。家電 4 品目等の廃家電類についても高く積み上げるのが難しい。そのため、仮置

場の必要面積は、さらに広い面積が必要となる場合がある。 
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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） 

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出る

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・破砕等）、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 

・施設を運転・運営する事業者の被害状況や参集状況の確認 
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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） 

・仮置場の受入・管理 

・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（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 

・施設のプラントメーカー、施設を運転・運営する事業者と協力し、早急に施設を復旧 

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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【参考】冬季の災害廃棄物処理 

冬季に大規模災害が発生した場合は、除雪してすぐに災害廃棄物処理を始める場合と、当面は道

路除雪等の最小限の対応にとどめ、本格対応は雪解けを待つ場合が想定される。被災住民や関係者

と十分協議し、災害対策本部の決定を踏まえて対応する。 

また、冬季以外に大規模災害が発生した場合でも、冬季になれば積雪や道路の凍結により、災害

廃棄物の処理が遅れることが想定されるため、対策を検討する必要がある。 

 

冬季に発生する問題等 

収集運搬 ・積雪や道路の凍結により、渋滞が発生する。 

積込 
・廃棄物と雪が混ざると重量や含水率が想定と変わり管理が困難と 

なる。選別・積込作業の際は雪と混合することを避ける。 

選別 
・廃棄物の種類によっては凍結により選別や処理が困難となる場合 

がある。 

作業環境 
・仮置場で選別作業を行う場合は、大型テントの中で行うなど作業員

の環境を確保する。 

機器等 ・トラックスケールや配管等が凍結するため、対策を講じる。 

 

 
  

【参考】災害廃棄物処理のチェックシート 

災害時に行うべき業務について確認するためのチェックシートは、以下の例がある。 

①仮設トイレ 

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、内閣府防災担当） 

②廃棄物処理施設 

千葉県市町村災害廃棄物処理マニュアル策定ガイドライン参考資料 

（平成 25 年 3 月、千葉県環境生活部資源循環推進課） 

③災害廃棄物全般 

和歌山県災害廃棄物処理計画（平成 27 年 7 月、和歌山県） 

災害廃棄物処理に係る市町村行動マニュアル（平成 29 年 3 月、高知県） 

三芳町災害廃棄物処理計画（平成 21 年 3 月、埼玉県三芳町） 
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6.3 8市町の連携 

(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、その後、廃

棄物対策チームを編成し本格的に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、各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 

8 市町の連携は、被災市町の支援要請に基づく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 2-1-62 8 市町連携の支援内容 

① 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。 

② 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。 

③ 仮置場の提供 災害廃棄物の仮置場を提供する。 

④ 支援者のための活動拠点の提供 
8 市町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。 

⑤ 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、8 市町の中で大きな位置を占めている。人口は、8 市町全体の約 6 割で、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、8 市町の連携だけでは処理が困難なことが考え

られ、県内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、岩手県庁の機能も大きく損なわ

れている恐れがあり、岩手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、岩手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、8 市町内の市町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。 
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8 市町内の市町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、図 2-1-7～

図 2-1-9 及び表 2-1-63 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-7 8 市町内の市町の支援で災害廃棄物処理が可能な場合 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 2-1-8 8 市町内の市町の支援で災害廃棄物処理が不可能な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-1-9 8 市町内の市町の支援のほか、県の行政機能にも 

著しい被害が発生し、災害廃棄物処理が不可能な場合  

 

 

※図 2-1-7～2-1-9 の太線は、盛岡広域市町の位置付けを表している。 

8 市町連携の支援内容 

被災市町 

岩手県 

支援市町 

岩手県産業廃棄物協
会（県央支部）等 

（支援） 

・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 

（支援） 

（支援要請・ 

    状況報告） 
（連絡・調整） 

（連絡・調整） 

被災市町 

岩手県 

北上市 

宮古市 

 

支援する県内 

市町村 

・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 

又は 

岩手県産業廃棄物協
会等 

※一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書 

岩手県及び県内市町村との災害相互応援に関する支援内容 

 （支援） 

（支援） 

（連絡・調整） 

（連絡・調整） 

（支援要請・ 

    状況報告） 

災害廃棄物対策東北ブロック行動計画に基づく支援内容 

被災市町 

岩手県 

（被災県） 

東北地方 

環境事務所 

支援する東北地方
他県及び市町村 

岩手県産業廃棄物協会 

D.Waste.Net 等 

・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 

（県内の被害が僅少な市町村も含む） 

（支援） 

（支援） 

（支援） 
（支援） 

（連絡・調整） 

（連絡・調整） 

（支援要請・状況報告） 

（支援要請・ 

    状況報告） 
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表 2-1-63 8 市町内の市町や岩手県等へ支援要請すべき事項の案 

 
被災市町が対応すべき事項 

8市町内の支援市町（一部事務組合を含む）

に支援要請すべき事項 
岩手県に支援要請すべき事項 

①8市町内の市町の支援で災害

廃棄物処理が可能な場合 

・組織体制の構築 

・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 

・支援要請 

・受援体制の構築 

・資機材の提供と調達と提供 

・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 

・支援市町への調整・連絡 

・岩手県産業廃棄物協会（県央支部）等協定先への

連絡・調整 

・必要に応じた助言及び技術支援 

②8市町内の市町の支援で災害

廃棄物処理が不可能な場合 
＜同上＞ 

 ・県内支援市町の調整・連絡 

・東北地方環境事務所への情報伝達・情報共有 

・岩手県産業廃棄物協会等協定先への調整・連絡 

・必要に応じた助言及び技術支援 

・資機材の提供と調達と提供 

・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 

（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支援要請を行う） 
 
■一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書 

岩手県内の市町村、一部事務組合及び広域連合と締 

結。盛岡地域の応援調整市町村は、北上市（正）と 

宮古市（副）。 

応援調整市町村は、必要に応じ県に調整等を要請す

るものとする。 
 

③8 市町内の市町の支援のほ

か、県の行政機能にも著しい

被害が発生し災害廃棄物処

理が不可能な場合 

＜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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【参考】東日本大震災で発生した岩手県沿岸部の災害廃棄物の受け入れ 

東日本大震災で発生した岩手県沿岸部の災害廃棄物については、岩手県内の市町村が連携して 

処理を行った。8 市町では、5 施設で 2 万トン以上の災害廃棄物を焼却した。 

 

施設名 
処理能力 

（t/日） 

余剰能力 

（t/日） 

処理実績 

（t） 
受入対象の被災市町村 

盛岡市クリーンセンター 270 20 7,879 田野畑村、岩泉町、宮古町、山田町 

八幡平市清掃センター 50 9 3,283 久慈市 

滝沢・雫石環境組合 

滝沢清掃センター 
100 25 5,411 田野畑村、岩泉町、宮古町、山田町 

岩手・玉山環境施設組合 

岩手・玉山清掃事業所 
28 3 373 普代村 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

清掃事業所 清掃センター 
160 11 3,733 大槌町、陸前高田市 

計 20,679  

出典：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 

 

 

 (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 

・各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（廃棄物部署 OB 職員等人材リストの作成） 

・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 

・8 市町の連携内容の見直し 
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各市町の資機材の保有状況は、表 2-1-64～表 2-1-68 のとおりである。 

 

表 2-1-64 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 40 8,000 0 0 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 46 8,100 6 1,200 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。 

  



65 

 

表 2-1-65 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 
10m×10m（3 枚） 

5m×7m（3 枚） 
300kg 

 

 

表 2-1-66 し尿収集車（バキューム車）の登録状況 

 台数 積載量（ｔ） 

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 

盛岡地区衛生処理組合 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 

計 0 44 71 115 0 144 258 402 

出典：環境省一般廃棄物処理実態調査(平成 27年度) 

※委託と許可は、同一車両の重複もあり得る。 
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表 2-1-67 ごみ収集車（パッカー車）の登録状況 

 台数 積載量（ｔ） 

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 0 9 0 39 0 39 

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 

滝沢・雫石環境組合 
滝沢市分 0 33 153 186 0 85 388 473 

雫石町分 0 0 116 116 0 0 292 292 

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 6 113 119 0 12 264 276 

計 5 116 658 779 10 318 1,605 1,933 

※各市町、一部事務組合からの回答による。委託と許可は、同一車両の重複もあり得る。 

※滝沢・雫石環境組合は、滝沢市分・雫石町分と分けて許可を出している。 

 

表 2-1-68 ごみ収集車（平ボディ車）の登録状況 

 台数 積載量（ｔ） 

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 0 4 0 5 0 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 

滝沢・雫石環境組合 
滝沢市分 0 25 229 254 0 63 857 920 

雫石町分 0 0 149 149 0 0 440 440 

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 34 37 0 12 94 106 

計 3 54 788 845 8 137 2,670 2,815 

※各市町、一部事務組合からの回答による。委託と許可は、同一車両の重複もあり得る。 

※滝沢・雫石環境組合は、滝沢市分・雫石町分と分けて許可を出している。 
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第２節 宮城東部衛生処理組合ブロック 

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宮城東部衛生処理組

合ブロック（以下、組合ブロックという。）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、津波及び水害とする。 

 

1.3 被害想定 

(1) 地震 

宮城県災害廃棄物処理計画では、建物の被害予測が示されており、宮城県地震被害想定調査

に関する報告書（平成 16 年 3 月）のデータが引用されている。被害棟数は表 2-2-1 のとおりで

あり、東日本大震災の住家被害と比較すると、宮城県災害廃棄物処理計画の被害想定は、かなり

少ない棟数となっている。 

 

表 2-2-1 宮城県災害廃棄物処理計画の被害想定と東日本大震災の住家被害 

（単位：棟） 

 

宮城県災害廃棄物処理計画の被害想定 
東日本大震災の

住家被害 
宮城県沖地震

（単独） 

宮城県沖地震

（連動） 

長町-利府線断層

帯の地震 

多賀城市 
全壊 57  134  84  1,746  

半壊 163  1,460  325  3,730  

七ヶ浜町 
全壊 4  36  0  674  

半壊 73  570  1  650  

利府町 
全壊 32  37  93  56  

半壊 113  268  376  901  

松島町 
全壊 51  99  1  221  

半壊 515  812  14  1,785  

計 
全壊 144  306  178  2,697  

半壊 864  3,110  716  7,066  

被害想定棟数の出典：「宮城県災害廃棄物処理計画 平成 29 年 8 月」を基に作成。 

東日本大震災の住家被害の出典：宮城県ホームページ「東日本大震災における被害状況 平成 29 年

11 月 30 日現在」、半壊に床上浸水を含む。 

 

組合ブロックは、東日本大震災により甚大な被害を受けている。東日本大震災以降は、最新

の耐震基準で建設された建物が増加し、また、海岸堤防は東日本大震災以前の堤防高よりも高

くなっていることから、今後、東日本大震災クラスの地震が発生しても被害は少なくなること

も考えられるが、それを数値化することは、現時点で困難である。 

よって、本計画基礎資料での地震の被害想定は、東日本大震災と同規模の被害を想定する。  
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【参考】宮城県災害廃棄物処理計画の被害想定 

宮城県災害廃棄物処理計画では、災害の規模想定を次にとおり設定している。 

・本計画で想定する災害規模は、千年に一度発生する可能性がある東日本大震災クラスで 

はなく、今後、起こり得るであろう次の①～④に掲げる災害の規模で想定する。 

①宮城県沖地震（単独） 

②宮城県沖地震（連動） 

③長町-利府線断層帯の地震 

④平成 27 年 9 月関東・東北豪雨 

 
 

【参考】海岸堤防高の設定 

仙台湾沿岸海岸保全基本計画では、堤防の考え方や堤防高について次のとおり設定している。 

・頻度の高い津波には、海岸堤防により人命・財産や種々の産業・経済活動を守るとともに、

国土の保全を図る。 

・最大クラスの津波には、住民の生命を守ることを最優先として住民の避難を軸に、土地利用、

避難施設の整備などソフト・ハードを総動員する「多重防御」の考え方で減災を図る。 
 

（単位：m（T.P.）） 

地域海岸名 代表地震・高潮 代表高 
基本計画堤防高 被災前 

起点 終点 高さ 堤防高 

松島湾 チリ地震 4.3 洲崎 代ヶ崎 4.3 2.1～3.1 

七ヶ浜海岸① 明治三陸地震 5.4 代ヶ崎 吠崎 5.4 3.1～5.0 

七ヶ浜海岸② 明治三陸地震 6.8 吠崎 蒲生 6.8 5.0～6.2 

仙台湾南部海岸① 高潮にて決定 7.2 蒲生 阿武隈川 7.2 5.2～7.2 

出典：「仙台湾沿岸海岸保全基本計画 平成 28 年 3 月 宮城県・福島県」、被災前堤防高の出典は、 

「宮城県沿岸部における海岸堤防高さの設定について 平成 23 年 9 月 9 日 宮城県沿岸域現 

地連絡調整会議」 

 

 

東日本大震災の避難者数は、約 2 万 4 千人である。本計画基礎資料では、東日本大震災と同

規模の避難者数を想定する。 

 

表 2-2-2 東日本大震災の避難者数 

（単位：人） 

 避難者 

多賀城市 12,000  

七ヶ浜町 6,143 

利府町 2,018 

松島町 3,719 

計 23,880 

※多賀城市の避難者数 12,000 人は概数 
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(2) 津波 

宮城県災害廃棄物処理計画では、津波の被害想定はされていない。本計画基礎資料での津波

の被害想定は、東日本大震災と同規模とし、地震と津波を合わせた被害を想定する。 

 

(3) 水害 

宮城県災害廃棄物処理計画では、「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」規模の水害を想定してい

るが、宮城東部ブロックの被害想定は検討されていない。また、各市町の地域防災計画でも具

体的な被害想定は検討されていない。 

そこで、本計画基礎資料では、過去に発生した水害と同程度の被害を想定する。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、最も被害が大きい

年のデータを被害想定棟数とした。ただし、多賀城市は、平成 6 年 9 月洪水の被害が平成 23 年

の水害被害を上回るため、平成 6 年 9 月洪水の被害棟数のデータを使用した。 

 

表 2-2-3 過去の水害による被害棟数 

（単位：棟） 

 使用したデータ 床上浸水 床下浸水 

多賀城市 平成 6 年 9 月洪水 667 903 

多賀城市 平成 23 年度水害統計 48 317 

七ヶ浜町 平成 23 年度水害統計 2 2 

利府町 平成 23 年度水害統計 25 35 

松島町 平成 23 年度水害統計 154 177 

計  848 1,117 

出典：多賀城市、国土交通省（水害統計調査） 
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1.4 対象とする災害廃棄物の種類 

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

2-2-4 の(1)～(12)）及び被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物（表 2-2-4 の(13)～(15)）であ

る。 

 

表 2-2-4 災害廃棄物の種類 

種 類 説 明 
補助金 

対象 

(1)木くず 柱・梁・壁材、水害または津波等による流木等 

○ 

(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)津波堆積物 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したもの

や、陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれたもの 

(8)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 

(9)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 

(10)廃船舶 災害により被害を受け使用できなくなった船舶 

(11)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、農薬類等 

(12)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）、漁網、石膏ボード等 

(13)生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ・事業所から排出されるごみ 
× 

(14)避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ等 

(15)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 

○ 

※補助金対象とは、災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となる廃棄物のこと 

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）を基に作成 
 

表 2-2-4 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」と家屋の倒壊・

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 2-2-5） 

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。 
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表 2-2-5 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 家屋等の倒壊や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。 

 

 

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。 

・家庭や避難所から排出されるごみやし尿は、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。 

・被災していない市町は、被災市町からの要請に応じて、資機材等の支援を行う。 

・平常時に、宮城東部衛生処理組合やその構成市町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 

・生活ごみの処理を実施したうえでの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。 

・組合市町の被災状況を確認のうえ、廃棄物の搬入に係る日時の配分等を行う。 

 

(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。 

・市町の行政機能が停止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、日頃からその把握、管理を実施し、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 

・平常時よりごみの分別排出に努めるとともに、災害時にあっても同様の分別の実施に努める。  
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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、できる限り宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合の施設で

処理を行う。宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合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) 組合ブロック内の連携 

組合ブロックの市町は、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 2-2-1 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 2-2-6 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 2-2-6 災害廃棄物処理に係る主な業務 

時期区分 必要な事項 

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） 

・体制の整理（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（行政機能が停止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、返還 

・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 2-2-7 のとおりである。 

 

表 2-2-7 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、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定を検討するとともに、宮城東部衛生処理組合と構成市町で

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宮城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 2-2-8 のとおりである。 
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表 2-2-8 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） 

宮城県 宮城県災害廃棄物処理計画（平成 29 年 8 月） 

東日本大震災に係る害廃棄物処理業務総括検討報告書（平成 27 年 2 月） 

災害廃棄物処理業務の記録（平成 26 年 7 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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1.10 一般廃棄物処理施設等の状況 

(1) 概要 

廃棄物の中間処理や最終処分に係る事務は、宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合

に移行している。 

 

表 2-2-9 宮城東部衛生処理組合のごみ処理施設の概要 

施設名 処理する廃棄物 処理能力等 竣工年月 

ごみ焼却施設 
可燃ごみ、粗大ごみ、 

ごみ処理残渣、し尿処理残渣 

180t/日 (90t×2炉) 

（ストーカ式） 
平成 7 年 2 月 

粗大ごみ処理施設 粗大ごみ、不燃ごみ 30t/日 昭和 57 年 3 月 

資源物分別施設 
紙類、金属類、ガラス類、ペット

ボトル、プラスチック 
47 t/日 平成 2 年 5 月 

森郷最終処分場 焼却灰、破砕不燃物、不燃ごみ 
全体容量 

197,600m3 
平成 15 年 2 月 

 

 

表 2-2-10 塩釜地区消防事務組合のし尿処理施設の概要 

施設名 処理する廃棄物 処理能力等 竣工年月 

塩釜地区環境センター し尿、浄化槽汚泥 

95kl/日 

（し尿 77kL/日） 

（浄化槽汚泥18kL/日） 

平成 11 年 3 月 
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各市町の資機材の保有状況は、表 2-2-11～表 2-2-15 のとおりである。 

表 2-2-11 ごみ収集車（パッカー車）の保有状況 

 台数 容量（t） 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

多賀城市 0 8 19 27 0 18 44 62 

七ヶ浜町 0 9 9 18 0 21 21 42 

利府町 0 9 27 36 0 23 65 88 

松島町 0 10 2 12 0 30 6 36 

計 0 36 57 93 0 92 136 228 

※同一業者の重複もあり得る。 

 

表 2-2-12 ごみ収集車（平ボディ車）の保有状況 

 台数 容量（t） 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

多賀城市 0 2 14 16 0 4 26 30 

七ヶ浜町 0 3 3 6 0 7 7 14 

利府町 0 10 50 60 0 24 151 175 

松島町 0 4 2 6 0 10 4 14 

計 0 19 69 88 0 45 188 233 

※同一業者の重複もあり得る。 

 

表 2-2-13 し尿収集車（バキューム車）の保有状況 

 台数 容量（KL） 

直営 委託 許可 計 直営 委託 許可 計 

多賀城市 0 0 3 3 0 0 8 8 

七ヶ浜町 0 0 2 2 0 0 6 6 

利府町 0 0 3 3 0 0 8 8 

松島町 0 0 5 5 0 0 8 8 

計 0 0 13 13 0 0 30 30 

出典：環境省一般廃棄物処理実態調査（平成 27 年度） 

 

表 2-2-14 災害用トイレの保有状況 

 仮設トイレ 
組み立て式 

トイレ 

マンホール 

トイレ 
簡易トイレ 

多賀城市 0 52 0 
185 セット 

(13,000 枚) 

七ヶ浜町 0 29 0 135 セット 

利府町 0 22 0 91 セット 

松島町 3 0 0 4,200 枚 

※組み立て式トイレ及び簡易トイレは、し尿のくみ取りが不要 
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表 2-2-15 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 

多賀城市 480 枚 3.6m×5.4m 620kg 

七ヶ浜町 

101 枚 3.6m×5.4m 

0 kg 

7 枚 5.4m×7.2m 

1 枚 8.0m×8.0m 

2 枚 9.0m×10.8m 

8 枚 0.0m×10.0m 

利府町 20 枚 3.56m×5.34m  0 kg 

松島町 300 枚 3.6m×5.4m  1,050kg 

 

(2) ごみ焼却施設 

① 災害対応等 

ごみ焼却施設の災害対応は、表 2-2-16 のとおりである。停電時は焼却施設が稼働できず、ま

た、災害時に燃料や排ガス処理に係る薬品等が調達できなることを想定した取り組みは行われ

ていない。 

 

表 2-2-16 ごみ焼却施設の災害対応等 

 ごみ焼却施設の災害対応等（宮城東部衛生処理組合） 

大きな地震が発生した場合

の対応等 

・震度５以上で自動停止する。 

・施設の停止から点検・補修・再稼働までのマニュアルを作成してい

る。 

非常用発電設備の設置等 
・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。 

・使用する燃料は、焼却炉の助燃バーナーの燃料と同じ。 

災害に備えた取り組み 

・災害に備えた取り組みはしていない（必要となる部品、補修材、燃

料、排ガス処理に係る薬品等の保管や購入先を複数にするなどをし

ていない）。 

・浸水対策は行っている。 

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 

・協力体制等の取り決めは、特になし。 

災害により施設が稼働不能

となった場合の処理 

・県内市町村に支援要請をする。 

（塩竈市と相互支援協定を結んでいるが、施設の老朽化等により現

状では塩竈市への支援要請は難しい。） 

災害により施設が稼働不能

となった場合、復旧等まで

の間、災害時の生活ごみ・

避難所ごみをピット以外の

場所で仮置き、保管するこ

とについて 

・ごみ焼却施設敷地内での災害廃棄物の仮置きは、災害時の緊急性を

考慮した場合については可能であると思われる。しかし、東日本大

震災により発生した災害廃棄物を最終処分場に仮置きした際に、火

災が発生した経験があることから、仮置きできる廃棄物の種類を明

確化し、二次災害を防止するため、今後、構成市町との検討が必要

となる。 
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可燃ごみの受け入れ条件 

・種類：生ごみ、プラスチック製品、衣類、靴、布団 

・寸法：剪定枝等は、長さ 50cm 以内、木の幹等は、直径 15cm 以内 
 

施設の発注仕様 

 発熱量

kcal 

水分 

% 

可燃分 

% 

灰分 

% 

低質ごみ 1,000 62 32 6 

基準ごみ 1,800 49 42 9 

高質ごみ 2,700 34 54 12 

H28 年度実績 1,722 49 45 6 
 

 

 

② 施設の余力 

ごみ焼却施設の日処理能力は 180 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、約 5 万トンである。年間処理実績は約 4 万 1 千トンであるため、災害廃棄物を処理

する余力は、年間約 1 万トンとなる。 

ただし、災害廃棄物は、平常時の生活ごみと性状が異なるために一度に大量に焼却するのが

困難な場合もあり、災害廃棄物の処理量を増やすためには、仮置場等で焼却不適物を適切に分

別・選別する必要がある。 

なお、ごみ焼却施設は、基幹的設備の改良工事を計画している。改良工事中は余力がなくな

るが、改良工事後は余力が回復する見込みであり、人口減少等により平常時のごみ排出量の減

少が続けば、余力はさらに大きくなると考えられる。 

 

表 2-2-17 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） 

宮城東部衛生処理組合 

ごみ焼却施設 

180 

<160> 

50,400 

<44,800> 
40,639 

9,761 

<4,161> 

※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 

※< >内は実処理能力での推計。ごみ焼却施設の定格能力は 180 t/日であるが、実処理能力は 160 t/日程度で

ある。 
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(3) 粗大ごみ処理施設 

① 災害対応等 

粗大ごみ処理施設の災害対応は、表 2-2-18 のとおりである。停電時は焼却施設が稼働できず、

また、災害時に補修材や燃料等が調達できなることを想定した取り組みは行われていない。 

水害では、畳が大量に発生し、腐敗するため問題となるが、粗大ごみ処理施設では、施設の

老朽化により処理能力が低下しているため、畳の受け入れは困難な状況である。 

 

表 2-2-18 粗大ごみ処理施設の災害対応等 

 粗大ごみ処理施設の災害対応等（宮城東部衛生処理組合） 

大きな地震が発生した場合

の対応等 

・状況に応じて手動で停止する。 

・施設の停止から点検・補修・再稼働までのマニュアルを作成してい

る。 

非常用発電設備の設置等 ・設置していない。 

災害に備えた取り組み 

・災害に備えた取り組みはしていない（必要となる部品、補修材、燃

料等の保管や購入先を複数にするなどをしていない）。 

・浸水対策は行っていない。 

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 

・協力体制等の取り決めは、特になし。 

災害により施設が稼働不能

となった場合の処理 

・県内市町村に支援要請をする。 

（塩竈市と相互支援協定を結んでいるが、施設の老朽化等により現

状では塩竈市への支援要請は難しい。） 

畳の処理可能量 

・畳切断機の定格能力 

120 枚／日（24 枚/h×5h） 

・畳切断機の最大能力（災害時に時間延長等した場合） 

192 枚／日（24 枚/h×8h） 

・現在は、設備の老朽化により処理能力が低下しており、受け入れ 

は困難な状況である。 
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② 施設の余力 

粗大ごみ処理施設の日処理能力は 30 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、約 9 千トンである。年間処理実績は約 2 千トンであるため、災害廃棄物を処理す

る余力は、年間約 7 千トンとなる。 

ただし、災害廃棄物は、平常時の粗大ごみや不燃ごみと性状が異なるために一度に大量に処

理するのが困難な場合もあり、災害廃棄物の処理量を増やすためには、仮置場等で不適物を適

切に分別・選別する必要がある。 

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が多い。 

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 2-2-19 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） 

宮城東部衛生処理組合 

粗大ごみ処理施設 
30 8,880 1,872 7,038 

※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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(4) 最終処分場 

① 災害対応等 

最終処分場の災害対応は、表 2-2-20 のとおりである。災害時に補修材や燃料等が調達できな

くなることを想定した取り組みは行われていない。 

 

表 2-2-20 最終処分場の災害対応等 

 最終処分場の災害対応等（宮城東部衛生処理組合） 

非常用発電設備の設置等 ・設置していない。 

災害に備えた取り組み 

・災害に備えた取り組みはしていない（必要となる部品、補修材、燃

料等の保管や購入先を複数にするなどをしていない）。 

・浸水対策は行っていない。 

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 

・協力体制等の取り決めは、特になし。 

災害により施設が稼働不能

となった場合の処理 

・県内市町村に支援要請をする。 

（塩竈市と相互支援協定を結んでいるが、施設の老朽化等により現

状では塩竈市への支援要請は難しい。） 

災害により施設が稼働不能

となった場合、復旧等まで

の間、災害時の生活ごみ・

避難所ごみをピット以外の

場所で仮置き、保管するこ

とについて 

・最終処分場敷地内での災害廃棄物の仮置きは、災害時の緊急性を考

慮した場合については可能であると思われる。しかし、東日本大震

災により発生した災害廃棄物を最終処分場に仮置きした際に、火災

が発生した経験があることから、仮置きできる廃棄物の種類を明確

化し、二次災害を防止するため、今後、構成市町との検討が必要と

なる。 

 

 

② 施設の余力 

最終処分場の残余容量は約 10 万 6 千 m3であり、年間埋立量は約 8 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 年間の埋立量約 7 万 7 千 m3

を差し引くと約 3 万 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 2-2-21 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） 

宮城東部衛生処理組合 

森郷最終処分場 
106,203 7,670  76,700  29,503 

※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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(5) し尿処理施設 

塩釜地区環境センターの日処理能力は 95kL であり、年間処理能力は約 3 万 5 千 kL と推計され

る。年間処理実績は約 1 万 1 千 kL であるため、災害時のし尿を処理する余力は、年間約 2 万 4 千

kL となる。 

下水道普及率の増加や人口減少等により平常時のし尿排出量の減少が続けば、余力はさらに大き

くなると考えられる。 

 

表 2-2-22 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） 

塩釜地区消防事務組合 

塩釜地区環境センター 
95 34,675 10,846 23,829 

※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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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 2-2-23 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、他自治体への応援要請を検討し、人員を確保する。 

 

 

表 2-2-23 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 2-2-23 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、運営、管理 

・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） 
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東日本大震災における人員数は、表 2-2-24～表 2-2-26 のとおりである。多賀城市では、発災後

２か月目から２年目に数十名の市職員が災害廃棄物処理に従事し、最大時は 46 名であった。松島

町は発災後の 1 年間は 12 名の町職員が従事し、利府町は発災後の 2 年間は 10 名の町職員が従事

した。 

 

表 2-2-24 東日本大震災における人員数（多賀城市） 

 収集関係 処理関係 計 

①発災後の１か月間 
行政職員 0 4 4 

民間業者 など -- -- -- 

②２から３か月 
行政職員 0 26 26 

民間業者 など -- -- -- 

③４から６か月 
行政職員 0 30 30 

民間業者 など -- -- -- 

④７から１２か月 
行政職員 0 46 46 

民間業者 など -- -- -- 

⑤２年目 
行政職員 0 32 32 

民間業者 など -- -- -- 

⑥３年目 
行政職員 0 5 5 

民間業者 など -- -- -- 

※民間業者の人数は把握していない。 

 

表 2-2-25 東日本大震災における人員数（松島町） 

 収集関係 処理関係 計 

①発災後の１か月間 
行政職員 12 0 12 

民間業者 など 2 0 2 

②２から３か月 
行政職員 10 2 12 

民間業者 など 12 4 16 

③４から６か月 
行政職員 10 2 12 

民間業者 など 12 4 16 

④７から１２か月 
行政職員 10 2 12 

民間業者 など 12 4 16 

⑤２年目 
行政職員 1 1 2 

民間業者 など 12 6 18 

⑥３年目 
行政職員 0 0 0 

民間業者 など 0 0 0 

   ※行政職員数最大時の 12 名のうち、町職員は 1 名でその他は派遣職員であった。 
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表 2-2-26 東日本大震災における人員数（利府町） 

  収集関係 処理関係 計 

①発災後の１か月間 
行政職員 5 5 10 

民間業者 など 83 0 83 

②２から３か月 
行政職員 5 5 10 

民間業者 など 83 0 83 

③４から６か月 
行政職員 5 5 10 

民間業者 など 50 0 50 

④７から１２か月 
行政職員 5 5 10 

民間業者 など 42 0 42 

⑤２年目 
行政職員 5 5 10 

民間業者 など 0 0 0 

⑥３年目 
行政職員 0 0 0 

民間業者 など 0 0 0 

   ※収集関係、処理関係の行政職員は重複あり 
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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 2-2-27 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 2-2-27 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（電気・ガス・水道・通信等）

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 組合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 組合ブロック内の市町だけでは処理が困難な場合は、ブロック外の市町へ支援要請を行い、

連携して対応する。（ただし、宮城県では、災害廃棄物に係る全市町村による相互支援の協

定は締結されていない） 

③ 県内の市町村だけでは処理が困難な場合は、宮城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、宮城県外の友好都市等との相互

応援協定等は利用できる。 

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、組合ブロックの市町へ支援要請すると同時に組合ブロック外の市町村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 2-2-2 廃棄物処理と支援要請の優先順位 

 

 

【参考】宮城県「館」防災に関する相互応援協定 

締結先  ：塩竈市、多賀城市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 

協定の概要：いずれかの市町村域において災害が発生し、又は、全域的な災害の発生により被

災した場合、この災害に因る被害を最小限に軽減するとともに、応急対策及び復

旧対策等が円滑に遂行され、将来に向けての災害に強いまちづくりを目指すため

の協定である。食料支援や被災者の救出など全般的な内容となっているが、廃棄

物については、「し尿・ゴミ等処理に必要な施設と車両等の提供」と明記されてい

る。  

被災市町での処理 

組合ブロック内の市町での処理 

宮城県内の市町村 

宮城県外の市町村 

宮城県は、市町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 

宮城県は、東北地方環境事務所に支援要請を

行う。 

宮城県は、市町の被災状況を把握する。必要

に応じて技術支援等を行う。 
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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。一般社団法人宮城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。 

組合ブロックの市町が事業者と締結している協定は、表 2-2-28 のとおりである。 

 

表 2-2-28 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 

多賀城市 

災害時における応援協力に

関する協定書 

多賀城市建設災害防止

協議会 

応急復旧 

災害時における支援協力に

関する協定 

レンタルのニッケン仙

台営業所 

仮設トイレ等の供給 

七ヶ浜町 
災害時応急対策業務等に関

する協定書 

七ヶ浜町建設安全協会 災害・廃棄物等の解体・運搬等

の処理 

利府町 
利府町災害対策支援業務に

関する協定書 

利府町建設災害防止協

議会 

支障物の撤去作業等 

松島町 松島町災害対策業務に関す

る協定 

松島地区災害防止協議

会 

倒壊家屋等障害物の除去作業

その他 

大規模災害時における建築

物等の解体撤去等の協力に

関する協定 

宮城県解体工事業共同

組合 

建築物等の解体撤去、災害廃棄

物の収集・運搬・一時保管等 

 

 

宮城県が事業者と締結している協定は、表 2-2-29 のとおりである。宮城県を通じて協力要請

を行うことは可能である。 

 

表 2-2-29 災害廃棄物処理に係る業界団体等との協定（宮城県が締結している協定） 

協定名 協定先 協定の概要 

大規模災害時における建築物等の解体撤

去等の協力に関する協定 

宮城県解体工事業協同

組合 

建築物等の解体撤去、災害廃棄

物の収集、運搬、一時保管等の

協力について 

災害時における下水及びし尿・浄化槽汚

泥の撤去等に関する協定 

宮城県環境整備事業協

同組合 

大規模災害時における下水及

びし尿・浄化槽汚泥等の撤去、

収集・運搬 

災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥

及び災害廃棄物の撤去等に関する協定 

公益社団法人宮城県生

活環境事業協会 

災害時における下水・し尿・浄

化槽汚泥及び災害廃棄物の撤

去等の協力 

災害時における災害廃棄物の処理等に関

する協定 

一般社団法人宮城県産

業廃棄物協会 

災害時における災害廃棄物の

処理等の協力 
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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、宮城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 2-2-3 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 2-2-30 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 2-2-30 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 2-2-4 災害廃棄物処理に係わる広域的な相互支援体制 

 

表 2-2-31 関係団体連絡先一覧 

団体名 住所 
電話番号 

FAX 番号 
メールアドレス 

1 
一般社団法人 

宮城県産業廃棄物協会 

仙台市青葉区木町通

1-4-15 仙台市交通局本

庁舎 4 階 

022-290-3810 

022-290-0381 
info@miyagisanpai.or.jp 

2 
宮城県解体工事業協同組

合 

仙台市宮城野区東仙台

4-2-76 渥美ビル 300 号 

022-292-3455 

022-292-3470 

kaitaigyou_kumiai@jupit

er.ocn.ne.jp 

3 
一般社団法人 

宮城県建設業協会 

仙台市青葉区支倉町

2-48 宮城県建設産業会

館 6 階 

022-262-2211 

022-263-7059 
jigyo@miyakenkyo.or.jp 

4 
公益社団法人宮城県 

生活環境事業協会 

仙台市宮城野区日の出

町 2-5-15 

022-783-8070 

022-231-2779 

soumubu@m-seikatsukan

kyo.or.jp 

5 
宮城県環境整備事業協同

組合 

仙台市若林区三本塚字

荒谷 85 

022-289-5381 

022-289-5381 

miyakoh@amber.plala.or.

jp 

6 
公益財団法人 

宮城県環境事業公社 

黒川郡大和町鶴巣小鶴

沢字大沢 5 

022-343-2877 

022-343-2881 

miya-kan@aioros.ocn.ne.j

p 

出典：宮城県災害廃棄物処理計画 

 

  

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 
宮城県産業廃棄物協会 

建設事業者団体 等 

被災市町 

宮城県 

廃棄物事業者 

建設事業者 等 被災していない組合ブロックの市

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 

・損壊家屋等の公費解体に係る適切な情報開示と公費解体の適用が決定した場合の解体撤去

に係る申請手続き 

 

(2) 広報手法 

チラシや公用車による広報、臨時広報誌、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） 
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・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 

・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、防災訓練等を利用して、啓発を行う。 
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３．初動期の行動計画 

3.1 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情報収集が可能である。大雨等が予想され

被害がでると想定される場合は、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確認 

1-5 仮置場の確保に関する関係部署との確認 

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。 

波浪特別警報  波浪特別警報は、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高波に

なると予想される場合に発表します。  

高潮特別警報 高潮特別警報は、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高潮に

なる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  
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3.2 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おそ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 組織体制の見直し 

・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（行政機能が停止した場合） 
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3.3 組合ブロック内の連携 

(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 

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 2-2-32 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、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（収集運搬や処分を行う業者のあっせんを行う）。 

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 

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 

本ブロックは仙台市に隣接している。仙台市の被害が大きい場合は、宮城県庁の機能も大き

く損なわれているおそれがあり、宮城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。 

なお、ブロック内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。宮城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。 

また、市町毎に協定している県外市町村等への応援要請も考えられる。 
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組合ブロックや宮城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 3-2 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（人材リストの作成） 

・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 

・ブロック内の連携内容の見直し 
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表 2-2-33 宮城東部衛生処理組合ブロックや宮城県等へ支援要請すべき事項の案 

 ①1 市 3 町のうち、一部の市町のみで大

量の災害廃棄物が発生した場合（被害

が僅少の市町が複数存在する場合） 

②1 市 3 町の全てが被災し、各市

町で災害廃棄物が大量に発生し

た場合 

被害市町が単独で対

応すべき事項 

・組織体制の構築 

・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 

＜同左＞ 

ブロック内の市町等

へ支援要請すべき事

項 

【市町】 

・連絡・調整 

・資機材の提供と調達 

・廃棄物の収集運搬 

・仮置場の提供 

・支援者のための活動拠点の提供 

・人的支援 

【宮城東部衛生処理組合】 

・分別や処分に係る助言 

・廃棄物の処分（組合の処理能力が不足

する場合は、委託先の確保に協力する） 

【宮城東部衛生処理組合】 

・廃棄物の処分（組合の処理能力

が不足する場合は、委託先の確保

に協力する） 

宮城県へ支援要請す

べき事項 

・県内市町村への支援要請 

・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、宮城県が東北地方環境事務所に支援

要請を行う） 

・県内市町村への支援要請 

・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、宮城県が東北地方環境

事務所に支援要請を行う） 
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４．災害廃棄物発生量の推計 

4.1 災害廃棄物（生活ごみ・避難所ごみと仮設トイレからのし尿を除く）の発生量 

(1) 発生量の推計 

① 地震及び津波 

災害廃棄物の発生量の推計は、建物被害棟数と災害廃棄物の原単位を乗じて推計するのが一

般的であるが、本計画基礎資料では、地震の被害想定を東日本大震災と同規模と設定している

ため、災害廃棄物の発生量は、東日本大震災の実績を用いることとする。 

東日本大震災における組合ブロック全体の災害廃棄物等発生量は 95 万 5 千トンであり、災

害廃棄物が 51 万 9 千トン、津波堆積物が 43 万 7 千トンであった。ただし、一部の市町で、自

動車や船舶など重量に換算していないものがあるため、それらの量は含まれていない。 

 

表 2-2-34 東日本大震災の災害廃棄物発生量 

（単位：t） 

 災害廃棄物等 
 

災害廃棄物 津波堆積物 

多賀城市 350,349 248,274 102,075 

七ヶ浜町 532,804 201,998 330,806 

利府町 17,226 17,226 0 

松島町 55,005 51,229 3,776 

計 955,384 518,727 436,657 

※多賀城市と松島町は、重量推計していない品目（車両・船舶等）を除く。 

 

 

各市町の災害廃棄物種類別の発生量は、表 2-2-35～表 2-2-40 のとおりである。 

 

表 2-2-35 東日本大震災の災害廃棄物発生量（多賀城市） 

（単位：t） 

災害廃棄物等の種類 発生量 

災害廃棄物 コンクリートガラ 114,259  

混合廃棄物 87,646 

廃木材・木片類 29,416  

ボード・外壁材等 7,444  

金属類 4,473  

屋根瓦 4,205  

窓ガラス・便器等 461  

危険物 370  

災害廃棄物 計 248,274 

津波堆積物 102,075 

災害廃棄物等 計 350,349 
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表 2-2-36 東日本大震災の災害廃棄物発生量（多賀城市、重量推計していない品目） 

品目 数量 

家電リサイクル対象家電 6,089 台 

消火器 3,848 本 

自動車 5,556 台 

船舶 9 隻 

高圧ボンベ 466 本 

PCB 汚染物 5 本 

 

 

表 2-2-37 東日本大震災の災害廃棄物発生量（松島町） 

（単位：t） 

災害廃棄物等の種類 発生量 

災害廃棄物 がれき類 23,493 

木くず 23,179 

可燃物 2,540 

不燃物 2,017 

災害廃棄物 計 51,229 

津波堆積物 3,776 

災害廃棄物等 計 55,005 

 

 

表 2-2-38 東日本大震災の災害廃棄物発生量（松島町、重量推計していない品目） 

品目 数量 

漁船解体 65 隻 

廃油処分 2,400L 
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表 2-2-39 東日本大震災の災害廃棄物発生量（七ヶ浜町） 

（単位：t） 

災害廃棄物等の種類 発生量 

災害廃棄物 コンクリートガラ 107,887  

混合廃棄物 70,685  

不燃物 8,508  

廃木材 8,217  

鉄類 4,128  

漁網 709  

自動車 581  

石膏ボード 372  

タイヤ 367  

土砂等埋立 285  

船舶類（FRP） 181  

廃家電・ガスボンベ・消火器 78  

災害廃棄物 計 201,998 

津波堆積物 330,806 

災害廃棄物等 計 532,804 

 

 

表 2-2-40 東日本大震災の災害廃棄物発生量（利府町） 

（単位：t） 

災害廃棄物等の種類 発生量 

災害廃棄物 コンクリート（混合含む） 7,624  

瓦・岩 2,990  

木材 2,888  

可燃ごみ 1,509  

不燃ごみ 1,442  

石膏ボード 468  

金属くず 107  

ＡＬＣ 106  

船舶解体 44  

グラスウール 18  

廃タイヤ 13  

家電リサイクル 10  

廃プラスチック 7  

災害廃棄物 計 17,226 

津波堆積物 0 

災害廃棄物等 計 17,226 
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なお、災害廃棄物の発生量の推計に使用される原単位は、表 2-2-41～表 2-2-43 のとおりで

ある。災害廃棄物対策指針では、建物の全半壊や浸水によりどの程度の災害廃棄物が発生する

かのデータ（原単位）と災害廃棄物の種類別割合が示されている。 

表 2-2-43 は、災害廃棄物対策指針の原単位等と既存資料等を基に、災害廃棄物の詳細な種類

ごとの原単位を設定した。 

 

表 2-2-41 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 

津波堆積物 0.024 トン/浸水面積 m2  

出典：災害廃棄物対策指針 
 

表 2-2-42 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 
 

表 2-2-43 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。  
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② 水害 

水害については、表 2-2-3 の被害想定棟数に表 2-2-43 の原単位を乗じて、災害廃棄物の発生

量を推計した。 

組合ブロック全体の災害廃棄物の発生量は約 5 千トンであり、可燃物の割合が大きくなって

いる。 

 

表 2-2-44 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 

多賀城市 1,367 133 979 60 0 0 0 81 1,009 3,629 

七ヶ浜町 4 0 3 0 0 0 0 0 3 10 

利府町 51 5 37 2 0 0 0 3 38 136 

松島町 308 31 220 13 0 0 0 18 227 817 

計 1,730 169 1,239 75 0 0 0 102 1,277 4,592 
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(2) 発生量の推計が困難な廃棄物等 

① 土砂 

水害や土砂災害により大量の土砂が発生するおそれがある。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。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 

 

参考：平成 25 年 8 月 9 日の大雨・洪水による水害で発生した土砂の量 

 

市町村 土砂発生量 

岩手県盛岡市 11,089m3 

岩手県紫波町 15,400m3 
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② 流木 

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。 

 

参考：水害で発生した流木の量 

市町名 災害名 発生量 

広島市 平成 26 年 8 月豪雨による広島市での土砂災害 12,000ｔ 

紫波町 平成 25 年 8 月 9 日大雨・洪水 1,700 m3 

 

 

③ 土砂・流木以外の処理困難物等 

表 2-2-37～表 2-2-42 に示したとおり、消火器や自動車、船舶、高圧ボンベなど、災害時に

は、市町で平常時に処理していない廃棄物が発生するため、専門の処理業者に委託する必要が

ある。 

 

 

4.2 生活ごみ・避難所ごみの発生量 

生活に伴う廃棄物の量は、災害時であっても平常時と同様に発生し、家庭からだけではなく、避

難所からも発生する。 

避難者数と原単位（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。 

組合ブロック全体の避難所ごみの発生量は 16.6ｔ/日となった。 

 

表 2-2-45 避難所ごみの発生量の推計（東日本大震災規模） 

 
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 ①×②÷1000000 

多賀城市 12,000  694 8.3  

七ヶ浜町 6,143 694 4.3  

利府町 2,018 694 1.4  

松島町 3,719 694 2.6  

計 23,880 -- 16.6 

※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）の宮城県平均 

 

なお、東日本大震災では、壊れた家具や食器等を含む粗大ごみや不燃ごみの発生量は、発災直後

に平常時の数倍に達し、その後も高水準で移行した。組合ブロック全体の粗大ごみと不燃ごみの発

生量は年間 4,600ｔ程度になり、特に発災後の数か月は発生量が大きく増加すると推測される。そ

のため、平常時の収集運搬体制では、運搬能力が不足するおそれがある。 
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表 2-2-46 東日本大震災時の粗大ごみ・不燃ごみの発生状況 

（単位：t） 

 年度 4月 5月 6月 7月 8～翌年3月 合計 

粗大ごみ

処理施設

搬入量 

H22 156  154  154  131  1,529  2,124  

H23 1,231  832  377  259  1,900  4,600  

前年比 788% 541% 244% 197% 124% 217% 

※東日本大震災は平成 23 年 3 月 11 日に発生 

 

 

4.3 仮設トイレから発生するし尿等の発生量 

避難者数と原単位（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。 

組合ブロック全体の仮設トイレのし尿の発生量は 57.6kL/日であり、仮設トイレの必要基数は

477 基となった。 

 

表 2-2-47 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（東日本大震災規模） 
 

 
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 ①×②÷1,000 ①÷50 人 

多賀城市 12,000  2.41 28.9  240  

七ヶ浜町 6,143 2.41 14.8  123  

利府町 2,018 2.41 4.9  40 

松島町 3,719 2.41 9.0  74  

計 23,880 -- 57.6 477 

※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）の宮城県平均。 

※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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なお、仮設トイレ以外のし尿の発生量は組合ブロック全体で 7.6kL/日であり、浄化槽汚泥の発生

量は組合ブロック全体で 9.6kL/日である。これらの量は、災害時に自宅でトイレを利用する人が減

るため、平常時よりも少なくなる。 

 

表 2-2-48 仮設トイレ以外のし尿の発生量（東日本大震災規模） 

 

非水洗化 

人口 
総人口 避難者数 

災害発生後
の非水洗化 

人口 

1 人 1 日 

当たりの 

し尿発生量 

（L/日） 

災害発生 

時のし尿 

発生量 

（kL/日） 

① ② ③ ④ ⑤ ④×⑤ 

   
①－ 

③÷②×① 

  

多賀城市 1,050  62,444 12,000  848  2.41 2.0  

七ヶ浜町 535  19,279 6,143 365  2.41 0.9  

利府町 1,337  36,401 2,018 1,263  2.41 3.0  

松島町 901  14,893 3,719 676  2.41 1.6  

計 3,823  133,017 23,880 3,152  -- 7.6  

※浄化槽人口及び総人口、1 人 1 日当たりの浄化槽汚泥排出量の出典は、環境省一般廃棄物実態調査（平成

27 年度）。1 人 1 日当たりの浄化槽汚泥排出量は宮城県平均。 

 

 

表 2-2-49 浄化槽汚泥の発生量（東日本大震災規模） 

 

浄化槽人口 総人口 避難者数 

災害発生後
の浄化槽 

人口 

1人1日当た
りの浄化槽
汚泥発生量 

（L/日） 

災害発生時
の浄化槽汚
泥発生量 

（kL/日） 

① ② ③ ④ ⑤ ④×⑤ 

   
①－ 

③÷②×① 

  

多賀城市 305 62,444 12,000  246 1.98 0.5  

七ヶ浜町 106 19,279 6,143 72 1.98 0.1  

利府町 1,070 36,401 2,018 1,011 1.98 2.0  

松島町 4,694 14,893 3,719 3,522 1.98 7.0  

計 6,175 133,017 23,880 4,851 -- 9.6  

※浄化槽人口及び総人口、1 人 1 日当たりの浄化槽汚泥排出量の出典は、環境省一般廃棄物実態調査（平成

27 年度）。1 人 1 日当たりの浄化槽汚泥排出量は宮城県平均。 
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4.4 既存施設の処理可能量と評価 

 

災害廃棄物の要処理量と既存施設の処理能力を比較し、既存施設の処理可能量を評価した結果は、

表 2-2-50 のとおりである。 

既存施設のみでは処理能力が不足するため、他の施設で処理を行う必要がある。また、災害廃棄

物は平常時に処理しているごみと性状が異なるため、災害廃棄物の種類によっては既存施設で処理

できないものもあり、その場合は産業廃棄物処理施設で処理する必要がある。 

最終処分場は、平成 29 年度時点ではある程度の残余容量があるが、今後残余容量が減少すれば

災害廃棄物を埋立するのは困難となる。 

 

表 2-2-50 既存施設の処理可能量と評価 

施設 項目 数量 評価結果 

ごみ焼却施設 

①要焼却処理量 

災害廃棄物発生量の 18%（可燃物の割合）、

表 4-1 と表 4-9 より設定した。 

93,371 t 

能力不足のため、

既存施設のみで

は処理できない 

②処理可能量 

施設の余力 4,161 t/年×3 年と設定した。 

（表 1-17 より） 

12,483 t 

③処理できない量 

（①－②） 
80,888 t 

粗大ごみ処理 

施設 

④要破砕処理量 

災害廃棄物発生量の 18%（不燃物の割合）、

表 4-1 と表 4-9 より設定した。 

93,371 t 

能力不足のため、

既存施設のみで

は処理できない 

⑤処理可能量 

施設の余力 7,038 t/年×3 年と設定した。 

（表 1-19 より） 

21,114 t 

⑥処理できない量 

（④－⑤） 
72,257 t 

最終処分場 

⑦要埋立処分量 

災害廃棄物と津波堆積物の発生量の 2.8%と

設定した。 

26,751 t 

能力不足のため、

既存施設のみで

は処理できない 

⑧埋立処分可能量 

（表 1-21 より） 
29,503 t 

⑨処理できない量 

（⑦－⑧） 
0 t 

し尿処理施設 

⑩要処理量 

し尿と浄化槽汚泥の計（表 4-13～表 4-15） 
75 kL/日 

能力不足のため、

既存施設のみで

は処理できない 

⑪処理可能量 

施設の余力 23,829 kL/年÷365 日で設定 

（表 1-22 より） 

65 kL/日 

⑫処理できない量 

（⑩－⑪） 
10 kL/日 

※ごみ焼却施設と粗大ごみ処理施設の処理可能量は、処理期間を 3 年と仮定して設定した。  
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4.5 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 2-2-5 回収・引き渡しフロー 

  

表 2-2-51 東日本大震災時における思い出の品の取り扱い実績（多賀城市） 

①管理所管及び担当部署 交通防災課交通防犯係（遺失物として扱った） 

②保管及び展示場所、方法 、 

  期間など 

①展示場所 
①-1 大代地区公民館 

①-2 市民活動サポートセンター 

②展示室の面積 － 

③展示方法 施設内に置いた長机上に展示 

④展示期間 

①-1…H23.4.5～8.1 

①-2…H23.8.2～10.31 

H23.11.1～ 交通防災課で保管 

※期間・場所は随時広報誌へ掲載 

⑤関係する人員 ２名 

③取扱数量 

引き渡し（件） 確認できず（記録票データ確認取れず） 

残存数（件） 
確認できず（展示期間後、一定期間を経て処

分した） 

④修繕・復元 など 
修繕・復元は行わず、現状での汚れ落としをボランティアが実

施した。 

⑤取り扱い上の注意点 など 現金・貴金属等の貴重品については警察へ引き渡した。 

⑥その他の付随する必要な事務 
写真データ・リストにより管理。引き取りの際は、縦覧物引取

り票に必要事項を記入してもらったうえで引き渡しを行った。 

⑦今後の方針 など 同様の対応になるものと考えられる。 
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表 2-2-52 東日本大震災時における思い出の品の取り扱い実績（七ヶ浜町） 

①管理所管及び担当部署 七ヶ浜町役場総務課 防災対策室 

②保管及び展示場所、方法 、 

  期間など 

①展示場所 七ヶ浜町サッカースタジアム 

②展示室の面積 不明 

③展示方法 ビニールハウス床に並べていた 

④展示期間 不明 

⑤関係する人員 不明 

③取扱数量 
引き渡し（件） 不明 

残存数（件） 不明 

④修繕・復元 など 無し 

⑤取り扱い上の注意点 など  

⑥その他の付随する必要な事務  

⑦今後の方針 など 現在所有している分は、時期を見計らい処分する方向で検討 

 

 

【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り、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。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 2-2-53 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 2-2-6 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確認する。 

（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調整する。 

・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調整する。 

 

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、市町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・運営内容 

・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 2-2-54） 

 

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 2-2-54 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。 

・選定した候補地については、候補地とその周辺の状況を定期的に確認し、状況把握に努める。 

・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 

災害廃棄物発生量を基に、仮置場の必要面積を推計した。東日本大震災と同規模の地震・津波の

場合は、組合ブロック全体で約 25ha の仮置場が必要である。これは、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り、また、船舶等の重量や

容量が想定できない災害廃棄物を含んではいない。 

なお、仮置場での災害廃棄物の積み上げ高さは、5m として計算したが、津波堆積物の積み上げ

高さを 10m とした場合の仮置場の必要面積は、約 19ha となる。 

また、水害の場合の場合は、組合ブロック全体で約 0.2ha の仮置場が必要である。水害の場合は、

災害廃棄物の発生量が多くはないため、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。 

 

表 2-2-55 仮置場の必要面積 

（単位：ha） 

 地震・津波 水害 

多賀城市 9.1(7.8)  0.178  

七ヶ浜町 13.4(9.0)  0.001  

利府町 0.5(0.5)  0.007  

松島町 2.0(1.9)  0.040  

計 25.0(19.2)  0.225  

※( )内は、津波堆積物の積み上げ高さを 10m とした場合の仮置場の必要面積 

 

【仮置場の必要面積の推計方法】 

災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4を基に推計した。 

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 

見かけ比重は、「産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数」（公益財団法人 

日本産業廃棄物処理振興センター）を参考に、以下のとおり設定した。 

木くず 0.55（ｔ/ｍ3）、コンクリートがら 1.48（ｔ/ｍ3）、金属くず 1.48（ｔ/ｍ3）、

その他 1.00（ｔ/ｍ3） 

積み上げ高さ：5ｍ 

作業スペース割合：1 

 

・多賀城市の家電リサイクル対象家電、消火器、自動車は、平均重量を以下のとおり設定し、仮

置場の必要面積の推計計算に加えた。 

家電リサイクル対象家電 40kg、消火器 3kg、自動車 1,000kg 

・多賀城市の船舶、高圧ボンベ及び PCB 汚染物、松島町の漁船と廃油は、仮置場の必要面積の推計

では考慮していない。 

・自動車や家電 4 品目、腐敗性廃棄物（畳等）は、積み上げ高さを低く設定すべきであるが、災害廃棄

物の種類別の把握が各市町で異なっていたため、本計画基礎資料では 5m とした。 
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東日本大震災で設置された仮置場は、組合ブロック全体で 30 か所であり、敷地面積は 33.3ha

以上である。現在の仮置場候補地の敷地面積は約 10ha となっている。 

 

表 2-2-56 東日本大震災の仮置場と現在の仮置場候補地の敷地面積等 

 東日本大震災の仮置場 現在の仮置場候補地 

仮置場数 敷地面積 

(ha) 

候補地数 敷地面積 

(ha) 

多賀城市 16 21.9 3 3.6 

七ヶ浜町 3 8.2 1 4.2 

利府町 5 1.8 4 1.2 

松島町 6 1.4 以上 1 1.4 

計 30 33.3 以上 9 10.4 

 

 

東日本大震災で設置された各市町の仮置場の概要は、表 2-2-57～表 2-2-60 のとおりである。な

お、多賀城市と七ヶ浜町の災害廃棄物の一部は、宮城県が設置した二次仮置場に搬入され、仮設処

理施設で処理されている。 

 

表 2-2-57 東日本大震災の仮置場（多賀城市） 

名称等 敷地面積（ha） 開設期間 

1 中央公園 0.8 H23.3.12～H24.12.31 

2 あやめ園駐車場 0.9 H23.3.28～H25.3.31 

3 多賀城ＩＣ予定地 3.5 H23.4.15～H23.12.31 

4 遊水池 1.4 H23.3.28～H23.6.30 

5 高橋公園 1.9 H23.3.28～H25.4.30 

6 仙台港多賀城緩衝緑地(被災車両専用) 1.9 H23.5.13～H24.11.30 

7 桜木グラウンド(被災車両専用) 1.3 H23.4.11～H24.8.31 

8 雇用能力開発機構(被災車両専用) 0.7 H23.10.3～H24.12.31 

9 日産サービスセンター(被災車両専用) 3.8 H23.3.22～H23.8.22 

10 三陸道高架下 1.4 H23.4.1～H23.10.31 

11 北日本自動車学院跡 2.1 H23.6.1～H25.12.31 

12 東北ドック鉄工 0.8 H23.5.23～H23.12.31 

13 土地区画整理事業用地 0.1 H23.3.20～H25.3.31 

14 中南部下水道事務所中州 0.5 H24.3.14～H25.3.31 

15 水切り場 0.2 H23.5.10～H25.2.28 

16 トヨタ輸送仙台整備工場(被災車両専用) 0.6 H23.7.～H24.1 

計 21.9  

※最大時は 13 箇所、20.1ha 
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表 2-2-58 東日本大震災の仮置場（松島町） 

名称等 敷地面積（ha） 備考 

1 中央グラウンド 1.4 がれき等 

2 手樽海浜公園 不明 漂流物 

3 幡谷（台山） 不明 がれき等 

4 幡谷（明神） 不明 木材等がれき 

5 北小泉 不明 がれき 

6 磯崎長田港 不明 船舶 

計 不明  

 

表 2-2-59 東日本大震災の仮置場（七ヶ浜町） 

名称等 敷地面積（ha） 備考 

1 東北電力株式会社仙台火力発電所の灰捨て場 4.2  

2 七ヶ浜町菖蒲田浜字東原水田内 2.0  

3 菖蒲田浜町営住宅前 2.0  

計 8.2  

 

表 2-2-60 東日本大震災の仮置場（利府町） 

名称等 敷地面積（ha） 備考 

1 赤沼字浜田地内 0.2 漁港内 

2 赤沼字須賀地内 0.1 漁港内 

3 飯土井字長者前地内 0.3 現在使用不可 

4 青山１丁目地内 0.8 一部利用不可 

5 赤沼字丹波沢地内 0.4  

計 1.8  

 

 

東日本大震災の仮置場は、大震災以降に構造物等が建設され、今後は仮置場として使用できない土地が

ある。そのため、仮置場候補地については、今後も引き続き検討を行う必要がある。 
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第３節 大玉村 

１．総則 

1.1 計画の位置付け 

 

本計画基礎資料は、環境省「災害廃棄物対策指針」を踏まえ、「大玉村地域防災計画」、「一般

廃棄物処理基本計画」等との整合を図りつつ、災害廃棄物処理に関する基本的な考え方や処理方

策等を示すものである。 

 

1.2 基本的事項 

（1） 対象とする災害 

本計画基礎資料で対象とする災害は、地震災害、風水害（土砂災害）、火山災害とする。 

 

（2） 本計画基礎資料における被害想定 

 

① 地震災害 

大玉村地域防災計画では、表 2-3-1 に示すとおり 4 種類の地震を想定している。 

 

表 2-3-1 大玉村地域防災計画で想定している地震 

地震名 マグニチュード 
大玉村での 

想定最大震度 

内陸部 

① 福島盆地西縁断層帯を震源とした地震 M7.0 6 弱 

② 会津盆地西縁断層帯を震源とした地震 M7.0 5 弱 

③ 双葉断層北部（塩手山断層）を震源とした地震 M7.0 5 弱 

海洋部 ④ 福島県沖を震源とした地震 M7.7 5 弱 

※出典：大玉村地域防災計画 

 

本計画基礎資料では、過去に発生した地震被害及び村で想定している想定地震のうち、震

度が最も大きく、大玉村に最大規模の被害をもたらすと考えられる福島盆地西縁断層帯を震

源とした地震を対象とする。 

なお、災害廃棄物発生量の推計で用いる被害想定は、村内の建築物を建築年代別にまとめ、

地震による建物全壊率及び半壊率の係数を乗じて、被災する建物数を推計した。地震におけ

る被害想定棟数は表 2-3-2 のとおりである。 

 

表 2-3-2 地震における被害想定棟数 

建築物 

被害棟数 

全壊 半壊 

住居 非住居 合計 住居 非住居 合計 

木造 112 棟 193 棟 305 棟 582 棟 856 棟 1,438 棟 

非木造 1 棟 14 棟 15 棟 6 棟 59 棟 65 棟 

合計 113 棟 207 棟 320 棟 588 棟 915 棟 1,503 棟 
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【参考】大玉村の建物数と推計に使用した建物全半壊率（大玉村の固定資産台帳による） 

 

大玉村の住宅に係る固定資産情報（平成 29 年 1 月 1 日） 

 棟数（住居） 棟数（非住居） 棟数 計 

木造建築物 計 3,765 2,963 6,728 

 

木造旧築年（1962 年以前） 489 1,330 1,819 

木造中築年①（1963 年～71 年） 437 590 1,027 

木造中築年②（1972 年～80 年） 640 321 961 

木造新築年①（1981 年～89 年） 486 280 766 

木造新築年②（1990 年～2001 年） 1,011 273 1,284 

木造新築年③（2002 年～） 702 169 871 

非木造建築物 計 203 1,121 1,324 

 

非木造旧築年（1971 年以前） 17 366 383 

非木造中築年（1972 年～80 年） 20 282 302 

非木造新築年（1981 年～） 166 473 639 

合 計 3,968 4,084 8,052 

 

計測震度による建物全半壊率（震度 6 弱（計測震度 5.9）） 

 
計測震度 5.9 

全壊率 全半壊率 

木造旧築年（1962 年以前） 9.7% 50.0% 

木造中築年①（1963 年～71 年） 8.2% 43.8% 

木造中築年②（1972 年～80 年） 3.6% 31.7% 

木造新築年①（1981 年～89 年） 0.9% 6.4% 

木造新築年②（1990 年～2001 年） 0.2% 1.8% 

木造新築年③（2002 年～） 0.0% 0.8% 

非木造旧築年（1971 年以前） 2.0% 10.8% 

非木造中築年（1972 年～80 年） 1.7% 8.2% 

非木造新築年（1981 年～） 0.4% 2.1% 

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 
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② 風水害（土砂災害） 

大玉村地域防災計画では、風水害の具体的な想定はなく、これまでに水害による大きな被

害は確認できなかった。 

そこで、本計画基礎資料では、大雨による土砂災害を想定し、土砂災害警戒等に指定され

ている区域の建物全てが大雨による土砂災害で全壊すると仮定して、災害廃棄物発生量の推

計を行った。本村における指定区域内の被害想定棟数は表 2-3-3 のとおりである。 

 

表 2-3-3 指定区域内の被害想定棟数 

指定区域 種類 被害棟数 

大山字宮ノ前 急傾斜地の崩壊 10 棟 

玉井字五里田 土石流 34 棟 

合計 44 棟 

 

【参考】過去の水害における被害状況 

 全壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

床上浸水 

（棟） 

床下浸水 

（棟） 

避難者数

（人） 

昭和 61年 8月 5日集中豪雨 0 0 1 16 0 

平成元年 台風 13 号 0 0 1 8 0 

平成 25年 8月 5日集中豪雨 0 0 3 14 2 
 

 

 

③ 火山災害 

大玉村地域防災計画では、安達太良山の噴火を想定している。火山災害における災害廃棄

物量の推計は困難なため、本計画基礎資料では火山災害により発生する火山灰や泥流による

影響の想定と降灰の処理方法について整理した。 

 

【参考】過去に発生した火山における被害状況等 

 安達太良山噴火の状況等（大玉村の被害は不明） 

・明治 33 年 7 月 17 日の噴火によって、当時火口内で硫黄採掘および硫黄精錬所で

働いていた人に甚大な被害が発生した。 

・火口の硫黄採掘所全壊、死者 72 名、負傷者 10 名、山林耕地被害 

・猪苗代町方面に火砕サージ（熱い火山灰や泥が混じった横なぐりの疾風）が発生し、

巻き込まれた人が死亡・負傷した。 
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（3） 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、風水害等によって発生する廃

棄物（表 2-3-4 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 2-3-4 の(11)

～(13)）である。 

 

表 2-3-4 災害廃棄物の種類 

種 類 説 明 

地震災害、風水害等によって発生する廃棄物（片付けごみ、解体廃棄物） 

 (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※1・

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、燃料タンク等）やピアノ等の市町村の一般廃

棄物処理施設では処理が困難なもの、石膏ボード等 

 

種 類 説 明 

被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

 (11)生活ごみ※2 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ（災害直後のものに限る） 

(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 

※1 クロム、銅、砒素化合物系木材防腐剤。シロアリ対策として木材に使用されている薬剤。 
※2 被害が軽微な地域から排出されるごみ 
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（4） 各主体の役割 

 

① 村の役割 

災害廃棄物は一般廃棄物に区分されることから、本村が主体となって以下の処理を行う。 

・避難所から排出されるし尿やごみの処理を速やかに開始する。 

・災害廃棄物（し尿・避難所ごみを除く）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。 

・本村が被災していない場合は、被災市町村からの要請に応じて、人材及び資機材の支援を

行う。 

・平常時には、安達地方広域行政組合及び構成市と災害時の対応について協議し、連携体制

を構築する。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。 

・平常時に住民が自ら処分しているものに関しては、災害時においても同様の処分方法をと

るものとする。 

・災害廃棄物の発生が抑制されるよう、平常時より努める。 

 

③ 安達地方広域行政組合の役割 

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

・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整備を図る。 

 

④ 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。 

・本村の行政機能が喪失する規模の災害が発生し、本村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。 

 

⑤ 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。 

 

 ⑥ 国の役割 

・災害時に、災害情報及び被害情報の収集・分析を行い、市町村や一部事務組合等が適正か

つ円滑・迅速な災害廃棄物の処理を実施するための支援を行う。 

・災害廃棄物対策行動計画に基づき、被災状況を把握し、災害廃棄物対策東北ブロック協議

会や D.Waste.Net 等を活用し、円滑な支援を行う。 
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（5） 処理期間の設定 

災害廃棄物の処理は、早期の復旧・復興に資するよう、できるだけ早く完了する。災害の規

模や災害廃棄物の発生量に応じて、適切な処理期間を設定し、大規模災害においても最長で 3

年以内の処理完了を目指すこととする。 

なお、処理期間について国の指針が示された場合は、その期間との整合性を図り設定する。 

 

 

（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、適正な処理を進めつつ、復旧・

復興の妨げにならないよう円滑かつ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、できる限り安達地方広域行政組合で処理を行う。安達地方広域行政

組合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、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。 
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（7） 災害廃棄物処理の流れ 

災害廃棄物処理の流れは図 2-3-1 のとおりである。災害廃棄物は、被災現場で分別した上で

仮置場へ搬入し、種類別に分別して集積・保管する。その後、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。 

 

 

図 2-3-1 災害廃棄物処理の流れ 

 

  

保管（種類別）

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処理

専門業者による危険・有害廃棄物の適正処理

自動車リサイクル法による処理

（初期分別）



128 

 

（8） 対象とする業務 

本村が、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 2-3-5 のと

おりである。ただし、時期区分の時間目安は、災害規模や内容によって異なる。 

発災後は、発災から数週間の対応が特に重要である。職員の安否確認、人命救助を優先する

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

構築等を行う。 

 

表 2-3-5 災害廃棄物処理に係る主な業務 

時期区分と特徴 災害廃棄物処理に関する業務  

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） 

・被害状況に応じた仮置場候補地の想定 

・住民への啓発・広報（災害時における廃棄物の排出方法等） 

・職員に対する教育訓練 

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等の撤去 

・被害状況の把握 

・仮置場の設置（必要と判断した場合） 

・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（仮置場の設置が必要

と判断した場合） 

・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 

   （～数週間程度） 

・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ヵ月程度） 

・進捗管理 

・仮置場の逼迫状況の把握（仮置場を設置した場合） 

・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、返還 

・仮設トイレの撤去 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

○人命救助が優先される時期 
体制整備、被害状況の確認、必要な資

機材の確保が行われる。 

○避難所生活が本格化する時期 
主に優先的な処理が必要な災害廃棄物

の処理が行われる。 

○人や物の流れが回復する時期 
災害廃棄物の本格的な処理に向けた準

備が行われる。 

○避難所生活が終了する時期 
災害廃棄物の本格的な処理が行われる。 
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なお、水害は地震と異なり、一般的に大雨等の事前の予兆があるため、大雨が予想される場合

は以下の準備を行う。 

・連絡体制の確認 

・停電や断水した場合の廃棄物処理の検討 

・仮置場の確保に関する関係部署との調整 

・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 

 

 

（9） 発災後における災害廃棄物処理実行計画の策定 

発災後は、必要に応じて、本計画基礎資料に基づき「災害廃棄物処理実行計画」（以下、「実

行計画」という。）を策定する。実行計画の策定は必須ではないが、災害廃棄物処理の基本方

針を示すものであり、処理業務の発注や補助金事務に係る資料として活用することができる。 

災害廃棄物の発生量や処理は、時間の経過とともに変化するため、継続的に見直しを行う。 

実行計画の位置づけについては表2-3-6のとおりである。 

 

表2-3-6 実行計画の位置付け 

計画名 本計画基礎資料 実行計画 

策定時期 発災前 発災後 

位置付け 被害想定に基づく計画 実際の状況に応じた計画 
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【参考】過去の災害における実行計画の策定及び改定時期と構成 

 

 

 

 

 

 

  

 常総市と熊本市の実行計画の構成は、次のとおりである。 

常総市の実行計画の構成（第 2版） 熊本市の実行計画の構成（第 3版） 

第１章 災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨 第１章 災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨 

１ はじめに １ 計画の目的 

２ 計画の位置づけ及び見直し ２ 計画の位置づけと内容 

３ 災害廃棄物処理の基本方針 ３ 計画の期間 

４ 対象地域 ４ 計画の見直し 

５ 処理の目標等 第２章 被害状況と災害廃棄物の量 

第２章 被災状況と災害廃棄物の量 １ 被害状況 

１ 災害廃棄物 ２ 災害廃棄物の量 

２ 避難所等からの廃棄物発生量 第３章 災害廃棄物処理の基本方針 

３ 災害廃棄物の総発生量 １ 基本的な考え方 

４ 災害廃棄物処理の実行体制 ２ 処理期間 

第３章 処理体制の確保 ３ 処理の推進体制 

１ 既存廃棄物処理施設の活用 第４章 災害廃棄物の処理方法 

２ 県内の周辺自治体施設の受入可能量 １ 被災家屋等の解体 

３ 災害廃棄物処理の基本方針 ２ 災害廃棄物の処理フロー 

４ 仮置場の設置及び管理 ３ 災害廃棄物の集積 

５ 処理運営体制 ４ 災害廃棄物の選別 

第４章 災害廃棄物の処理方法 ５ 災害廃棄物の処理・ 処分 

１ 処理対象廃棄物 ６ 広域処理 

２ 廃棄物の処理方法 ７ 進捗管理 

第５章 処理スケジュール  

第６章 実行計画の進捗管理 
 

 

  

平成27年9月関東・東北豪雨により発生した

災害廃棄物処理実行計画（常総市） 

＜策定及び改定時期＞ 

■平成27年11月17日 策定 （約2か月後） 

■平成28年9月23日 改定 （約12か月後） 

 

熊本市災害廃棄物処理実行計画 

＜策定及び改定時期＞ 

■平成28年6月14日 策定 （約2か月後） 

■平成28年12月13日 改定 （約8か月後） 

■平成29年6月9日 改定 （約14か月後） 

 

 

平成27年9月関東・東北豪雨における常総市 

 

平成28年4月熊本地震における熊本市 
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（10） 職員の教育・訓練 

本計画基礎資料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。また、安達地方広域行政組合とその構成市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福島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。 

 

【参考】教育・訓練の内容の例 

・過去の災害廃棄物処理の経験に学ぶ教訓 

・災害廃棄物処理に係る関連法令 

・災害廃棄物の分別、仮置場の管理に係る実務 

・災害廃棄物の処理方法 

・災害廃棄物処理実行計画の策定手順 

・災害報告書作成・補助金交付申請事務に係る実務 

 

  



132 

 

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 

災害時は、大玉村地域防災計画に基づき災害対策本部が設置され、厚生第 2 班に災害廃棄物の

処理に関する事務分掌が定められている。 

廃棄物処理に関する業務体制や主業務は図 2-3-2 及び図 2-3-3 のとおりである。 

廃棄物処理体制は、被害調査や人命救助、避難所運営等の被災者支援の業務が落ち着いた後に、

災害の状況や処理に応じて、他の部署から人的支援を受けるなどして、人員を確保し整える。 

災害対策本部や土木部局、安達地方広域行政組合等と情報共有し連携してその処理に対応する。 

 

 

図 2-3-2 廃棄物処理に関する業務体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-3 災害時の廃棄物処理に関する業務 

 

 

 

  

厚生第 2 班 

【大玉村地域防災計画における事務分掌】 

 ・災害廃棄物の処理に関すること。 

災害対策本部 

災害対策本部長（村長） 

災害対策副本部長（副村長） 

教育長 

消防団長 

本部員 

厚生部（健康福祉課長） 

ごみ処理 
避難所ごみ・生活ごみの処理、施設の

被害調査、代替処理施設の確保 等 

し尿処理 

仮設トイレのし尿の処理、処理施設と

の連携、施設の被害調査、代替処理施

設の確保 等 

災害廃棄物処理 
（ごみ、し尿を除く） 

発生量の推計、仮置場の選定・設置・

管理・運営、災害廃棄物の処理、環境

調査 等 

厚生第 2 班の事務処理分掌のうち廃棄物処理に関すること 

廃棄物処理総括責任者 
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災害廃棄物処理に係る業務の概要は、表 2-3-7 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。 

 

表 2-3-7 災害廃棄物処理に係る業務概要 

担当 業務概要 

廃棄物処理総括責任者 ・災害対策本部及び他部署との連絡調整 

・職員配置 

・県、国及び他自治体との連絡調整 

・災害関連情報の収集・集約 

・支援要請（県、国、他自治体、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 ・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、処分の手続き 

・処理施設の余力算定、代替処理施設の確保 

し尿処理 ・収集運搬車両の算定及び手配 

・避難所等の仮設トイレのし尿の収集運搬、処理の手続き 

・処理施設の余力算定、代替処理施設の確保 

・農業集落排水処理施設との連携 

災害廃棄物処理（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 

・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） 
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2.2 情報収集・連絡 

 

【災害時】 

災害時に本村が収集する情報は表 2-3-8 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 2-3-8 収集する情報 

分類 情報確認内容 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 

・農業集落排水処理施設の被災状況 

村災害対策本部 支援内容、連絡

手段の検討 

避難状況 ・避難所と避難者数 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 

・安達地方広域行政組合の被害状況 安達地方広域行

政組合 

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 

仮置場 

（設置の場合） 

・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、防災無線（地上系無線、移動系無線、中継用無線）、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 

本村が、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。 

本村が他の地方自治体と締結している協定は、表 2-3-9 のとおりである。ただし、以下の協

定は包括的な支援協定であり、災害廃棄物処理のための協定ではない。 

 

表 2-3-9 本村が締結している他自治体との災害時における支援協定一覧 

協定の名称 主体 協定の内容 

福島・宮城・山

形広域圏災害時

相互応援協定 

福島市、二本松市、桑折町、伊達市、

国見町、川俣町、大玉村、本宮市、

白石市、角田市、蔵王町、七ｹ宿町、

大河原町、村田町、柴田町、川崎町、

丸森町、相馬市、南相馬市、新地町、

飯館村、名取市、岩沼市、亘理町、

山元町、米沢市、長井市、南陽市、

高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、

小国町 

(1)食糧、飲料水及び日用品などの生活必需物

資の提供 

(2)応急対策及び復旧に必要な物資、資機材等

の提供 

(3)応急対策及び復旧に必要な職員の派遣 

(4)その他前 3 号に掲げるもののほか、特に

要請のあった事項 

郡山市・本宮

市・大玉村災害

相互応援協定 

郡山市、本宮市、大玉村 (1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその

供給に必要な資機材の提供 

(2)被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急

復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4)救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請があ

った事項 

大玉村及び北塩

原村災害時相互

援助に関する協

定 

大玉村、北塩原村 (1)救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(2)食糧、飲料水及び生活必需物資並びに供給

に必要な資機材の提供 

(3)被災者の受け入れ 

(4)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復

旧に必要な資機材及び物資の提供 

(5)ボランティアの斡旋 

(6)前各号に掲げるほか、特に要請のあった事

項 

福島県大玉村及

び山形県小国町

災害時相互応援

に関する協定 

大玉村、山形県小国町 (1)食糧、飲料水及び日用品などの生活必需物

資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復

旧に必要な資機材及び物資の提供 

(3)被災者の受け入れ 

(4)災害応急対策等に必要な職員の派遣 

(5)ボランティアの斡旋 

(6)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあ

った事項 
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協定の名称 主体 協定の内容 

福島県大玉村、

茨城県美浦村及

び茨城県茨城町

災害時相互応援

に関する協定 

大玉村、茨城県美浦村、茨城県茨城

町 

(1)食糧、飲料水及び日用品などの生活必需物

資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復

旧に必要な資機材及び物資の提供 

(3)被災者の受入れ 

(4)災害応急対応策に必要な職員の派遣 

(5)ボランティアの斡旋 

(6)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあ

った事項 

原子力災害時に

おける日立市民

の県外広域避難

に関する協定 

茨城県日立市、福島県内 17 市町村

（福島市、会津若松市、郡山市、い

わき市、須賀川市、喜多方市、二本

松市、田村市、伊達市、本宮市、桑

折町、国見町、大玉村、磐梯町、猪

苗代町、三春町、小野町） 

日本原子力発電東海第二原発の過酷事故

に備え、茨城県日立市の全市民（約 18 万 3

千人）の避難先として、福島県 17 市町村と

の間で締結した協定 

 

（2） 事業者との連携 

大量の災害廃棄物が発生した場合、安達地方広域行政組合の処理施設で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ことが可能である。福島県を通じて、一般社団

法人福島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。 

福島県が締結している事業者との協定は表 2-3-10 のとおりである。 

 

 

表 2-3-10 事業者との協定一覧（福島県が締結している協定） 

協定の名称 団体等名 協定の内容 

大規模災害時における災害廃棄物の処理

等の協力に関する協定書 

(一社)福島県産業廃棄物

協会 

災害時における災害廃棄物

の撤去、収集・運搬、処理・

処分 

大規模災害時におけるし尿等の収集運搬

の協力に関する協定書 

福島県環境整備協同組

合連合会 

災害時におけるし尿等の収

集運搬 

大規模災害時における建築物等の解体等

に伴う災害廃棄物の収集運搬等に関する

協定書 

（一社）福島県解体工事

業協会 

災害時における災害廃棄物

の撤去、収集・運搬、処理・

処分 

災害時における応急対策業務の支援に関

する協定 

（一財）福島県建設業協

会（各支部） 

災害時における応急対策業

務の支援 

災害時における浄化槽の緊急点検等に関

する協定 

（公社）福島県浄化槽協

会 

災害時における浄化槽の緊

急点検、応急対策・復旧等 

  



137 

 

【参考】災害時の事業者との連携における特記事項 

・廃棄物処理法第 15 条の 2 の 5 第 2 項では、処理する非常災害のための応急措置として、処理す

る廃棄物の性状が同様であれば産業廃棄物処理施設において一般廃棄物の処理をする場合、特例

として処理を開始した後の届け出でよいことが規定されている。 

・し尿処理においては早急な対応が必要となるため、災害時は被害状況に応じて福島県環境整備協

同組合連合会等に協力を要請する。 

・発災直後においては、がれき類等の撤去、運搬などの面で地元建設業者団体等との連携が重要で

あり、本村の土木部局と予め道路啓開の実施手順や方法についての協議を行うなど、発災前から

連携体制を構築する必要がある。 

 

（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。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。 

 

【参考】D.Waste-Net の機能及び役割 

 
出典：災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の展開について（平成 28 年 12 月 13 日） 

 

（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となる。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。 
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（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支援

者に提供する。また、支援者に対し、具体的支援内容と被災市町村の組織体制を明確に伝える。 

災害廃棄物処理に係る広域的な相互支援体制の全体的イメージは図 2-3-4 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

図 2-3-4 災害廃棄物処理に係わる広域的な相互支援体制 
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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

廃棄物の分別方法や仮置場の選定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

ると同時に、住民が日頃から分別の徹底や責任ある行動を習慣付けることが大切である。 

 

【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、資源ごみの収集の可否等 

・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、違法処理行為等の禁止 

・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。 

 

【参考】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、ローカルテレビ、ラジオ、新聞 

 

【平常時】 

（3） 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各自保管、交通に支障をきたさな

い場所での災害廃棄物の保管、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や処理に時間がかかり他の処理への影響等がある。） 

・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、違法処理行為等の禁止 

 

（4） 広報手法 

ホームページ、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。 

また、平常時より災害時の効果的な広報手法を検討し、決定しておく。 
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３．災害廃棄物の処理 

3.1 し尿及び生活ごみ・避難所ごみ 

（1） し尿の処理 

災害時における避難所等のトイレ対策は、健康管理や衛生対策を進める上で非常に重要であ

る。災害時には、停電や断水、上下水道配管の損傷等により水洗トイレが使用できないおそれ

があり、仮設トイレのし尿が多く発生することが想定される。 

 

① 仮設トイレのし尿の発生 

仮設トイレのし尿発生量及び仮設トイレの必要基数は表 2-3-11 のとおりである。 

仮設トイレのし尿の発生量は、仮設トイレの利用者数（避難者数）に発生原単位を乗じて

推計する。最大規模の災害時におけるし尿発生量は 3,730Ｌ/日であり、仮設トイレ必要基数

は 44 基と想定される。 

 

表 2-3-11 仮設トイレのし尿発生量と仮設トイレの必要基数の推計 

①仮設トイレの利用者数（避難者数） 2,194 人 

②発生原単位（1 人 1 日当たりのし尿排出量） 1.7Ｌ/人日 

③仮設トイレのし尿発生量（①×②） 3,730Ｌ/日 

④仮設トイレ必要基数（①÷50 人） 44 基 

※仮設トイレの利用者数は避難者数とした。避難者数は、住宅の被害棟数と 1 世帯当

たりの人数から推計した。 

住宅の被害棟数：701 棟（全壊 113＋半壊 588） 

大玉村の 1 世帯当たりの人数（平成 29 年 3 月末現在）：3.13 人/世帯 

※発生原単位の出典は一般廃棄物実態調査（平成 27 年度） 

※仮設トイレの必要基数は、「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 内閣府（防災担当）」を参考に、避難者 50 人当たり 1 基とした。 

 

 

・仮設トイレは、適正な数を設置する必要がある。避難者だけではなく、断水等により水洗ト

イレが使用できなくなった在宅住民が仮設トイレを利用する場合があることも考慮する。 

・水害の場合は、浄化槽が水没し、トイレが使用できないおそれがある。 

・仮設トイレの調達は、時間がかかる場合がある。発災直後は、携帯トイレや簡易トイレ等も

利用し、適正に処理を行う。 
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② し尿の処理 

【災害時】 

・仮設トイレのし尿は、平常時の方法で処理することを基本とする。簡易トイレや携帯トイレ

は、焼却処理を行う。 

・避難者数及び避難所の設置数・場所に基づき、収集ルートを決定し、収集運搬を迅速に開始

できるようにする。 

・本村のし尿の収集運搬は、安達地方広域行政組合の許可業者が行っており、安達地方広域行

政組合と調整し、収集運搬車両数が不足する場合は、県へ支援要請を行う。 

・水害では、くみ取り式の便槽や浄化槽が水没し、槽内に雨水や土砂等が流入することがある。

そのため、便槽や浄化槽の所有者が速やかにくみ取り、清掃、周囲の消毒を行うように周知

する。 

・処理施設の被災等により、し尿の処分ができない場合は、県へ支援要請を行う。 

 

【平常時】 

・避難所の仮設トイレから排出されるし尿の収集ルートの想定のため、避難所の数及び場所を

把握する。なお、安達地方広域行政組合の収集運搬車の保有台数及び容量は、表 2-3-12 のと

おりである。 

・収集運搬車両の調達方法を確認する。 

・災害時における収集運搬業者への連絡方法を確認する。災害時は、避難所の開設・閉鎖、避

難者数、道路被害・復旧状況等が日々変化するため、収集運搬業者と頻繁に連絡をとる必要

があることから、災害時における連絡方法を決定しておく。 

 

 

 

表 2-3-12 安達地方広域行政組合の収集運搬車（バキューム車） 

 直営 委託 許可 

台数 0 台 0 台 23 台 

容量 0kL 0kL 71kL 

出典：環境省一般廃棄物処理実態調査（平成 27 年度） 
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（2） 生活ごみ・避難所ごみの処理 

災害時には、壊れた家具や食器等を排出するため、一時的に生活ごみの排出量が増えること

がある。 

また、避難所では、非常食の容器等のごみが多くなり、簡易トイレ等の使用により平常時と

は異なるごみが発生する。 

 

① 生活ごみ・避難所ごみの発生 

1） 生活ごみ 

東日本大震災後のごみの発生状況は表 2-3-13 のとおりである。 

東日本大震災では、地震被害における片付けごみとして壊れた家具や食器、がれき等を含

む「不燃系ごみ」の発生量が平常時の倍以上となり、発生後しばらくは高水準で移行した。 

特に発災後の数か月は、ごみの発生量が大きく増加すると推測され、収集運搬の大幅な遅

延や、受入が困難な状況となるおそれがある。 

なお、生ごみを中心とした「燃えるごみ」においても、発生量は増加しているが、これは

他地域からの避難者を受け入れたことも一因にある。 

 

表 2-3-13 東日本大震災後のごみの発生状況 

 処理実績 平成 22 年度比 

H22 H23 H24 H25 H23 H24 H25 

可

燃

ご

み 

二本松市 10,750 11,772 13,289 13,922 110% 124% 130% 

本宮市 6,222 6,754 7,414 7,769 109% 119% 125% 

大玉村 1,383 1,532 2,296 2,170 111% 166% 157% 

3 市村合計 18,355 20,058 22,999 23,861 109% 125% 130% 

不

燃

ご

み 

二本松市 935 2,471 1,662 1,319 264% 178% 141% 

本宮市 1,115 2,547 1,908 479 228% 171% 43% 

大玉村 195 669 547 832 344% 281% 427% 

3 市村合計 2,245 5,688 4,117 2,631 253% 183% 117% 

※平成 23 年 3 月 11 日発災 
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2） 避難所ごみ 

避難者数に発生原単位を乗じて推計した避難所ごみの発生量は、表 2-3-14 のとおりである。

最大規模の災害時における避難所ごみの発生量は 1,466kg/日と想定される。 

 

表 2-3-14 避難所ごみの発生量の推計 

①避難者数 2,194 人 

②発生原単位（1 人 1 日当たりのごみ排出量） 668g/人日 

③避難所ごみ発生量（①×②） 1,466kg/日 

  ※避難者数は、住宅の被害棟数と 1 世帯当たりの人数から推計した。 

※発生原単位は、一般廃棄物実態調査（平成 27 年度）の粗大ごみと事業系を除いた排出量実績

と、国勢調査（平成 27 年度）の人口を用いて算出した値である。 

 

・避難所において分別を行うことは、その後のスムーズな処理へと繋がるため、可能な限り

分別を行う。また、腐敗性廃棄物（生ごみ）、感染性廃棄物（注射針、血の付着したガー

ゼ）についても、避難所での感染症を防ぐため、分別・管理をする必要がある。避難所ご

みにおける種類別の管理方法は表 2-3-15 のとおりである。 

・ごみの保管場所を定め、ダンボールやごみ袋、ラベリング用品（ペン、ガムテープ、紙）

等を用いて、避難者が分別できるようにする。 

 

表 2-3-15 避難所ごみにおける種類別の管理方法 

種類 発生源 管理方法 

腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 ハエ等の害虫の発生が懸念される。袋に入れて分

別保管し、早急に処理を行う。 

段ボール、包装用紙等 食料の梱包等 分別して保管する。新聞等も分別する。 

医療廃棄物（注射針、血の

付着したガーゼ等の感染

性廃棄物） 

医療行為 ・保管のための専用容器の安全な設置及び管理 

・収集方法にかかる医療行為との調整（回収方法、

処理方法等） 

 

 

 

 

 

(2) 生活ごみ・避難所ごみの処理 

【災害時】 

【仙台市内の避難所の様子】 

 

・避難所ごみは、通常処理を基本とする。 

・避難者数及び避難所の設置数・場所に基づき、収集ルートを決定し、収集運搬を迅速に開

始できるようにする。 

・本村の生活ごみの収集運搬は、安達地方広域行政組合と調整して行う。なお、収集運搬車

両数が不足する場合は、県へ支援要請を行う。 
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・避難所ごみの収集運搬は、開設後 3 日以内に行うことを目標とする。 

・処理施設の被災等により、避難所ごみ・生活ごみの処分ができない場合は、県へ支援要請

を行う。 

 

【平常時】 

・避難所ごみの収集ルートを想定するため、避難所の数及び場所を把握する。なお、安達地

方広域行政組合の収集運搬車台数及び容量は表 2-3-16 のとおりである。 

・収集運搬車両の調達方法を確認する。 

・災害時における収集運搬業者への連絡方法を確認する。災害時は、避難所の開設・閉鎖、

避難者数、道路被害・復旧状況等が日々変化するため、収集運搬業者と頻繁に連絡をとる

必要があることから、災害時における連絡方法を決定しておく。 

 

表 2-3-16 安達地方広域行政組合の収集運搬車（ごみ収集車） 

 直営 委託 許可 

台数 0 台 21 台 85 台 

容量 0 t 50 t 215 t 
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3.2 災害廃棄物（生活ごみ・避難所ごみ・し尿を除く） 

（1） 災害廃棄物発生量の推計 

 

【災害時】 

① 災害廃棄物発生量の推計のための被害情報の把握 

・建物の全壊・半壊棟数等の被害状況を把握する。 

・県や専門機関から提供される情報を活用する。 

 

② 災害廃棄物発生量の推計方法 

建物被害棟数の情報と災害廃棄物の発生原単位を用いて、災害廃棄物発生量を推計する。 

災害廃棄物発生量  ＝ 建物の全壊及び半壊棟数     × 各発生原単位 

水害の場合は、さらに以下の方法で推計した発生量を加える。 

災害廃棄物発生量  ＝ 建物の浸水世帯数（床上・床下） × 各発生原単位 

 

③ 災害廃棄物発生量の見直し 

災害廃棄物発生量の推計は、災害情報、被害情報、発生原単位を適切に更新することによ

り、段階に応じてその精度を高めて管理する必要がある。災害廃棄物発生量の見直しにおけ

る流れは図 2-3-5 のとおりである。 

建物の被害棟数の情報は、時間の経過とともに変化する。トラックスケールでの計量、仮

置場内の測量等による実績値を用いて、発生量の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：災害廃棄物対策指針 

図 2-3-5 災害廃棄物発生量の見直し 

  

災害廃棄物処理の進捗管理 

   災害情報   被害情報 

実績値による見直し 

 

実際の津波浸水範囲 

   浸水深など 

  被害情報   発生原単位 

事前に設定した原単位 

 

災害廃棄物量（実績）の管理 
 

発生量の推計 

 発生原単位 

 

事前に設定した原単位 

＝ × × 

実際の被害棟数 

 

  計測値（重量） 

  発生原単位 
  津波浸水範囲 

浸水深など（衛星写真） 
 

 

実際の解体棟数 

 

   災害情報 

発
災

情
報 

 データのアップデート 

 

被害棟数 
（実態） 

発生量（実績値） 

 

トラック台数 

発生量 災害情報 被害情報 発生原単位 

発生前 

○日後 

○箇月後 

 被害情報 

 被害想定 

   災害情報 

内閣府のハザード情報 
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【平常時】 

被害想定に基づき推計した災害廃棄物発生量は表 2-3-17 のとおりである。 

地震で発生する災害廃棄物の量は、大玉村地域防災計画において村内に最大規模の被害をも

たらすと想定されている福島盆地西縁断層帯を震源とした地震の被害棟数（全壊・半壊）（表

2-3-2）と発生原単位等により推計した。発生量は約 7 万 2 千トンである。 

水害で発生する災害廃棄物の量は、土砂災害警戒等に指定されている区域の建物が全壊する

と想定した被害想定棟数（表 2-3-3）と発生原単位等により推計した。発生量は約 5 千トンで

ある。 

なお、発生原単位については、災害廃棄物処理指針等を基に設定した表 2-3-18 を用いた。 

 

表 2-3-17 災害廃棄物の種類別発生量 

（単位：t） 

 地震 水害 

木くず（柱角材） 3,889  278 

コンクリートがら 36,514  2,611 

瓦 931  66 

金属類 4,753  340 

可燃物 12,837  918 

不燃物 12,694  908 

畳 124  9 

廃家電製品（家電 4品目） 155  11 

石膏ボード 112  8 

計 72,009  5,149 

 

表 2-3-18 災害廃棄物の種類別の発生原単位 

（単位：t／棟） 

災害廃棄物の種類 全 壊 半 壊 

木くず（柱角材） 6.318  1.242  

コンクリートがら 59.340  11.660  

瓦 1.500  0.300  

金属くず 7.722  1.518  

可燃物 20.860  4.100  

不燃物 20.629  4.054  

畳 0.200  0.040  

廃家電製品（家電 4 品目） 0.251  0.050  

石膏ボード 0.180  0.036  

計 117.000  23.000  

※全壊と半壊の発生原単位は、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、瓦、畳、家電 4 品目及び石膏ボードについては災害廃棄物対策指針等に記載されていないため、以下の資

料を基に設定した。 

・瓦、石膏ボード及び畳：「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。 
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災害廃棄物対策指針で示されている発生原単位及び種類別の割合は表 2-3-19、表 2-3-20 の

とおりである。 

 

表 2-3-19 災害廃棄物の発生原単位 

建物被害等 発生原単位 

全 壊 117 t/棟 

半 壊 23 t/棟 

床上浸水 4.60 t/世帯 

床下浸水 0.62 t /世帯 

出典：災害廃棄物対策指針 

 

表 2-3-20 東日本大震災（地震＋津波）の処理実績に基づく種類別割合 

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 

 

【参考】水害により発生する災害廃棄物の種類別割合 

 水害（床上・床下浸水）で発生する災害廃棄物の種類別割合は以下のデータがあり、可燃物の割

合が高くなっている。これは、水害（床上・床下浸水）では屋根瓦やコンクリートは通常は発生し

ないためである。 

 本計画基礎資料では、土砂災害警戒等に指定されている区域の建物が全壊すると想定し、表 3-9

の原単位を用いた。 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害（水害）の種類別割合 

種類 割合 

可燃物 38.6% 

不燃物 9.1% 

コンクリートがら 4.3% 

金属 2.6% 

柱角材 16.8% 

危険物・有毒物 0.5% 

思い出の品・貴重品 0.1% 

廃家電類 1.9% 

土砂 26.1% 

出典：市町村災害廃棄物処理計画策定マニュアル 

   （平成 28 年 3 月 埼玉県清掃行政研究協議会） 

※常総市の災害廃棄物の組成調査 
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（2） 災害廃棄物処理の方法 

 

災害廃棄物の種類別の処理方法は図 2-3-6 のとおりである。 

災害廃棄物の処理は、環境負荷の低減や資源の有効利用の観点から、可能な限りリサイクル

を進め、焼却処理量及び最終処分量の削減に努める。 

 

 

図 2-3-6 災害廃棄物の種類別の処理方法 

 

 

災害廃棄物の種類別の処理方法について、基本的な考え方を表 2-3-21 に示す。 
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表 2-3-21 災害廃棄物処理の考え方 

種類 処理の考え方 

木くず ・家屋の柱や倒木は、リサイクル材としての価値が高いため、極力リサイクルに努

める。 

・合板くずや小片木くずは、サーマル原料等により極力リサイクルに努める。 

・木くずを破砕すると、発酵し易くなるため、破砕しない状態で保管するためのス

トックヤードの確保が必要となる。 

・再生利用先の受入条件の調整が必要である。 

・木くずは、水に濡れると腐敗による悪臭が発生し、リサイクルが困難となる場合

があるため、保管の方法や期間には注意が必要である。 

コンクリート

がら等 

・破砕処理をする。 

・極力土木資材等としてのリサイクルに努める。 

 ・瓦：極力土木資材等としてのリサイクルに努める。リサイクルできないものは埋

立処分する。 

 ・ガラス・陶磁器くず：極力土木資材等としてのリサイクルに努める。リサイクル

できないものは埋立処分する。 

 ・スレート板：石綿が含有されているおそれがあるため、シート掛け等して石綿が

飛散しないように保管する。リサイクルできないものは埋立処分する。 

・土砂混じりがれき：ふるい選別等により土木資材、セメント原料等としてのリサ

イクルに努める。 

金属くず ・売却を基本とする。 

可燃物 ・布団・カーペット類：切断後、焼却処理を行う。 

 ・プラスチック類：極力セメント原燃料等にリサイクルし、リサイクルできないも

のは焼却処理する。 

不燃物 ・破砕選別後、極力リサイクルに努め、残さは埋立処分する。 

腐敗性廃棄物 ・水害で発生する腐敗性廃棄物は、汚水を含み重量が増加する。水に濡れると悪臭

が発生するため、優先的に処理を行う。 

・畳：仮置場から優先的に搬出後に切断等を行い、セメント原燃料等にリサイクル

し、リサイクルできないものは焼却処理する。水に浸かった畳は、発酵し温度上

昇や発火のおそれがあるため、仮置場内での保管に注意し、優先的に処理する。 

・食品：食品･飼肥料工場等から発生する原料及び製品等は、所有者が優先的に焼

却等の処理を行う。 

廃家電製品 ・エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の 4 品目は、家電リサ

イクル法に従い、所有者が引き取り業者へ引き渡すことを原則とする。4 品目以

外の電気製品については、破砕して金属等のリサイクルに努める。 

・水害で発生する泥が付着した廃家電製品は、リサイクルが困難となる場合がある

ので、洗浄等することでリサイクルに努める。 

廃自動車等 ・自動車は自動車リサイクル法に従い、所有者が引き取り業者へ引き渡すことを原

則とする。 

有害廃棄物 ・農薬・化学薬品、石綿含有廃棄物、感染性廃棄物等は分別して保管し、専門の事

業者で処理を行う。 

・PCB 廃棄物は、PCB 特別措置法に従い適正に処理を行う。 
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その他処理が

困難な廃棄物

等 

・危険物：消火器、ガスボンベ類、油類は、分別して保管し、専門の事業者で処理

を行う。 

・石膏ボード：汚れがないこと、板状であること（製造番号等が識別できること）

が望ましい。仮置場において雨等で濡れないよう保管してリサイクルに努める。 

・太陽光発電設備（家庭用）：感電に注意して取扱い、リサイクルに努める。 

・混合廃棄物：可燃物、不燃物、細かいコンクリート片、土砂、金属等を含むため、

できるだけ選別処理することでリサイクルに努める。 

※災害廃棄物の処理の主体は基本的に市町村だが、所有者等が処理するものもある。 

 

また、水害等で発生する土砂の処理について、参考に示す。土砂は廃棄物ではないが、水害等

により多量に発生する場合があり、その処理が問題となる。 

 

【参考】広島市における土砂の処理実績 

○啓開作業 

 道路啓開などによる土砂は、近隣の空き地や公園などを 1 次仮置場として、運搬し保管した。道路が

狭く、10 トンダンプ車が入れない地区は、主に 2 トンダンプ車等で被災地に入り、被災地に近い河川

敷等を積替場として利用した。 

 

○被災ごみの収集運搬 

 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、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。 

【課題】 

 今回と類似した土砂や岩石を多く含む災害が発生した場合に備え、下水道局などの土木部局と

環境局との役割分担を明確にして置く必要を強く認識した。 

 また、災害の規模や種別、発生場所によって、災害廃棄物の種類が異なり、対応方法を検討協

議する必要性も実感した。 
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○土砂混じりがれきの処理 

 

（１）粗選別 

 1 次仮置場において保管している土砂混じりがれきは、油圧ショベル（スケルトンバケット）及び

手選別により粗選別を行った。 

（２）一次分別 

 粗選別後の土砂混じりがれきは、中間処理施設内の処理ゾーンに搬入し、振動スクリーンにより、3

種類（①オーバー材（100 ㎜超～200 ㎜）、②ミドル材（40 ㎜超～100 ㎜）、③アンダー材（40 ㎜以下））

に分別した。 

（３）二次分別 

 ・オーバー材は、手選別ヤードに撤きだし、人手で種類ごとに分別を行った。 

 ・ミドル材は、がれき類の処理ゾーンに搬入して、他のがれき類とともに処理を行った。 

 ・アンダー材は、土のう袋の繊維質や木片が多くふくまれていたため、大型扇風機及び手選別用のベ

ルトコンベアを設置して、風力及び手選別により、土砂から混入物の除去を行った。 

 

○リサイクル等 

 発生した災害廃棄物処理にあたっては、大量の土砂混じりがれきをいかに適切に選別し、大半を占め

る分別土砂を埋立材として再生するかということが大きな課題となった。 

 通常の災害廃棄物処理では、土砂の分別には「トロンメル」を利用する場合が多いが、本災害で発生

した土砂の主成分が「真砂土」であったため、振動スクリーンを採用した。この判断により、精度の高

い分別が実現できた。 

 区分 処理方法 

リ
サ
イ
ク
ル 

分別土砂 埋立材として利用 

金属類 再生金属原料として売却 

非塩素系可燃物（紙類、プラスチック類、木片

等） 

固形燃料化、セメント原燃料化 

処
分 

塩素系可燃物（塩ビ管等） 焼却処分 

残渣（瓦、レンガ等） 廃棄物埋立処分場で埋立 

 

 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 
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【参考】大島町における土砂の処理実績 

 土砂等は南部二次仮置場へ運搬し、そこで選別処理を行った上で、隣接している南部砂利採掘跡地の

自然回復事業の資材として利用し、流木は、被災現場又は北部二次仮置場から土砂を搬入した車両の帰

り車へ積み込み、北部二次仮置場へ搬入した。 

 

 南部二次仮置場及び北部二次仮置場において災害廃棄物と選別された土砂は、南部二次仮置場に隣接

する南部砂利採掘で自然回復事業の資材として利用した。 

 災害発生前から島内の建設工事等で発生した土砂は、工事現場で選別して搬入していたが、土砂災害

によって発生した土砂の被災現場における選別作業は、近隣に民家があることから粉じん対策をとらな

ければならない必要性を鑑み、南部砂利採掘場跡地まで運搬し、この場所で選別のうえ、資材として活

用した。 

 また、北部二次仮置場の選別作業により発生した土砂は、災害廃棄物が除去されていることを踏まえ

て、直接、南部砂利採掘跡地で資材として活用した。なお、土砂再利用先として、旧泉津、南部し尿池、

割目火口跡の自然回復事業及び国民宿舎下及び弘法浜の復旧工事にも搬入された。 

 

出典：大島町災害廃棄物処理事業記録 
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（3） 仮置場 
 

仮置場は、大量に発生した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。 

仮置場の区分及び特徴は表 2-3-22 のとおりである。 

 

表 2-3-22 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 

※仮置場には集積スペースだけでなく、作業スペースも確保する必要がある。 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 
 

図 2-3-7 のとおり、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。 
 

 

・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する。 

・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

める。 

・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 

図 2-3-7 仮置場の分別配置の例 
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【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）平常時に想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、地域ごとの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、村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 

・表 2-3-23 のとおり、仮置場の管理を実施するため、職員の配置や事業者等への業務委託をす

る必要がある。 

 

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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【参考】仮置場設置時の留意点 

仮置場を設置する場合は、以下に留意する。 

・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る。 

・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する。 

・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

を設置する。 

・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する。 

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

・仮置場では火災のおそれがあり、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する。 

・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る。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 

 

 

表 2-3-23 仮置場の管理 

飛散防止策 ・粉じんの飛散を防ぐため、散水を適宜実施する。 

・ごみの飛散防止のため、覆い（ブルーシート等）をする。 

・仮置場周辺への飛散防止のため、ネット・フェンス等を設置する。 

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う。 

・殺虫剤等薬剤の散布を行う。 

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 以上とする。 

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る。 

・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

監視員を配置し、確認・説明を行う。 

・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する。 

・夜間の不適切な搬入や安全確認のため、パトロールを実施する。 

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）を行う。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

を把握する。 

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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【平常時】 

① 仮置場候補地の選定 

・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

を検討する。 

・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。 

 

 

② 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すると、必要

な仮置場面積は、表 2-3-24 のとおりである。 

 

表 2-3-24 仮置場の必要面積 

想定する災害 
地震 

（発生量約 72 千トン） 

水害 

（発生量約 5 千トン） 

仮置場面積 約 25,000m2 約 1,300m2 

※水害の仮置場面積は、発生する全ての災害廃棄物を仮置場に搬入すると仮定して推計した。 

 

【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 ：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃物 1.1（ｔ/ｍ3） 

積み上げ高さ ：5ｍ以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～1 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4 

 

・災害廃棄物全量が仮置場に搬入されて一時的に保管することを仮定する場合の必要面積

は、以下のように簡易に考えることもできる。 

 面積＝災害廃棄物の発生量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 
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【参考】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。 

 ・土壌汚染のおそれがあるため、農地はできるだけ避ける。 

 ・水害による災害廃棄物は、汚水を発生するおそ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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（4） 分別の徹底 

災害廃棄物の分別は極めて重要である。分別の徹底は、処理期間の短縮や最終処分量の削減、

処理費用の削減につながる。 

 

【災害時】 

① 被災家屋からの搬出時における広報 

・仮置場での分別を徹底するためには、仮置場に搬入される前（被災家屋等からの搬出時）の

分別が特に重要となる。被災者に対して、同じ袋に複数の種類の災害廃棄物を混合して入れ

ないこと等、分別について周知する。 

・高齢者や障害者等の損壊家屋等から災害廃棄物を排出・運搬するには、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災害廃棄物の分別について周知する。 

 

② 仮置場での分別配置図の配布、看板の設置  

・仮置場内の配置が分かりやすいよう配置図を事前配布または入口で配布する。 

・仮置場内の分別品目ごとの看板を作成し、設置する。 

 

【参考】熊本地震における分別の徹底 

  

（左）分別配置図（西原村）、（右）看板の設置（大津町） 

 

 

③ 仮置場での分別の指導 

・分別品目ごとに、数名の作業員を配置し、車両からの荷降ろしを手伝い、分別配置の指導を

行う。 

・同じ袋に複数の種類の災害廃棄物が入っている場合は、袋から出して分別を行うよう持ち込

み者に依頼するとともに、作業を手伝う。禁忌品等がある場合は持ち帰るよう依頼すること

で、仮置場内の廃棄物毎の区分けを徹底する。 

・火災防止のため、ガスボンベ、灯油タンク等の危険物は他の災害廃棄物と分けて保管する。 
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（5） 収集運搬 

 

災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに収集運

搬体制を確保し、災害廃棄物を収集することが重要である。 

 

【災害時】 

① 収集運搬車両の確保 

・被災地の状況を把握して、車両を手配する。大型車の方が運搬効率は良いが、小型車でな

いと通行できない道路もあるため注意する。 

・収集運搬車両等が不足する場合は、近隣市町村や県へ支援要請を行う。なお、被害想定に

より推計した災害廃棄物量に対する収集運搬車両の必要台数は表 2-3-25 のとおりである。 

② 収集運搬方法の決定 

・収集運搬能力や交通事情等を踏まえ、災害廃棄物を仮置場へ搬入する方法を決定する。収

集運搬の方法及びその概要、特徴等は表 2-3-26 のとおりである。 

・災害廃棄物の仮置場への搬入は、被災者自身が行うことを基本とする。仮置場に災害廃棄

物を搬入することができない被災者は、地域のコミュニティーやボランティア等の協力の

もと、仮置場へ搬入する。 

表 2-3-25 がれき等の収集運搬車両の延べ必要台数 

 災害廃棄物 

発生量 

4 トン車 

（3 トン積載車） 

10 トン車 

（8 トン積載車） 

地震 72,009 24,003 9,001 

水害 5,149 1,716 644 

 

表 2-3-26 災害廃棄物の収集運搬方法の例 

 市町村による収集・仮置場への搬入 被災者による仮置場への搬入 

 

概

要 

・被災者が、災害廃棄物を市町村の指定場

所に分別して搬出する。 

・市町村が収集運搬車両ごとに品目を定め

て収集し、仮置場に搬入する。 

・被災者が、自ら調達した車両等を利用して

仮置場へ搬入し、分別しながら荷下ろしを

行う。 

 

 

 

特

徴 

・ 

留

意

点 

【特徴】 

・被災者の負担が小さくなる。 

・仮置場の設置数を抑制できる。 

・収集段階で分別ができる。 

【留意点】 

・収集運搬員・作業員数を要する。 

・収集運搬計画を立てる必要がある。 

・収集段階で確実な分別をするために、収

集運搬員・作業員へ災害廃棄物の収集運

搬に関する教育が必要となる。 

・収集運搬能力が不足すると、路上に災害

廃棄物が溢れて交通に支障をきたす事態

がある。 

【特徴】 

・短期間に被災地から災害廃棄物を搬出でき

る。 

 

【留意点】 

・搬入車両により、渋滞を招くおそれがある。 

・被災者の利便性のため、仮置場の設置数を

多くする必要がある。 

・被災者の負担が大きくなる。 

・仮置場作業員が不足すると、分別の徹底が

難しくなる。これにより、多量の混合廃棄

物が発生するおそれがある。 
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避難所ごみ・し尿の収集運搬車両は、平常時に緊急通行車両登録を行うことで、災害発生時

の手続きを円滑に進めることが出来る。 

 

 

 

【平常時】 

① 収集運搬に係る車両の確保・連絡体制 

・本村及び事業者が所有する廃棄物収集運搬車両の台数を把握する。また、パッカー車だけ

ではなく、平積み車両の台数も把握する。 

・収集運搬に係る連絡体制について、関係事業者の一覧表を作成し、随時更新・共有する。 

 

② 収集運搬方法の検討 

・収集運搬能力や交通事情等を踏まえ、災害廃棄物を仮置場へ搬入する方法について検討す

る。本村が収集し仮置場へ搬入する場合に、被災者が災害廃棄物を排出する場所について

も検討する。 

・効率の良い収集運搬ルートを検討する。 

 

 

  

  

【参考】災害時の緊急通行車両の事前届出 

大規模災害発生時には、迅速な災害応急対策に必要な交通路を確保するため、一般車両の通行

を禁止又は制限する緊急交通路が指定されることがある。 

この緊急交通路を走行出来るのは、緊急通行車両等や規制除外車両のみとなる。 

事前届出制度とは、災害発生前に緊急通行車両や規制除外車両として必要な審査を行うもので

あり、災害発生時の証明書・標章交付の際の手続を優先的かつ簡略化するものである。 

出典：緊急通行車両・規制除外車両事前届出の申請手続き（福島県警察本部 交通部 交通規制課） 
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大玉村地域防災計画では、災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の輸送を

行うため、各拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送道路等を指定している。県指定の緊急輸

送道は表 2-3-27 に、村指定の緊急輸送道路は表 2-3-28 に示すとおりである。 

 

表 2-3-27 県指定の緊急輸送道路 

種別 路線名 区間 

国 道 ４号 大山字堂ケ久保（二本松市堺）～大山字壇（本宮市堺） 

一般県道 石筵・本宮線 玉井字水口（本宮市堺）～玉井字町（町・宮ノ前線） 

大玉村道 町・宮ノ前線 玉井字町（石筵・本宮線）～玉井字星内（大玉村役場） 

 

表 2-3-28 村指定の緊急輸送道路 

種別 路線名 区間 

一般県道 石筵・本宮線 玉井字町尻（村道町・宮ノ前線）～玉井字細田（玉井小学校） 

一般県道 大橋・五百川停車

場線 

玉井字寺久根（県道石筵・本宮線）～玉井字大橋（本宮・土湯温泉

線） 

一般県道 須賀川・二本松線 大山字馬尽（村道神原田・馬尽線）～大山字諸田向（村道大山・松

沢線） 

主要地方道 本宮・土湯温泉線 大山字玉貫（国道 4 号）～大山字大皿久保（二本松市堺） 

村 道 町・宮ノ前線 玉井字星内（大玉村役場）～大山字神原田（本宮・土湯温泉線） 

村 道 大壇線 玉井字大壇（県道大橋・停車場線）～玉井字大壇（玉井小学校） 

村 道 神原田・馬尽線 大山字馬尽（県道須賀川・二本松線）～大山字谷地（大山小学校） 

村 道 町尻・当地内線 玉井字町尻（県道石筵・本宮線）～大山字藤ノ木（北部ふれあいセ

ンター） 

村 道 大山・松沢線 大山字玉貫（国道 4 号）～大山字諸田向（村道大山・松沢線） 

村 道 安達太良線 大山字大皿久保（二本松市堺）～玉井字長久保（アットホームおお

たま入口） 

村 道 アットホームおお

たま線 

玉井字長久保（村道安達太良線）～玉井字長久保（アットホームお

おたま） 

村 道 的場 4 号線 玉井字的場（村道町・宮ノ前線）～玉井字的場（大玉中学校） 
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（6） 処理・処分 

① 処理・処分 

・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。 

・災害廃棄物は、既存の廃棄物処理施設での処理を行い、処理しきれない場合には、県内の

市町村の支援による処理及び県内の事業者による処理を行う。 

・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出来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。 

・処理方法や処理業務の発注については、生活環境に支障が生じないよう廃棄物処理法等の

関連法令に従い、適正に処理することを基本とし、再生利用の推進と最終処分量の削減、

処理スピード及び費用の点を含めて総合的に検討し、決定する。 

 

② 仮設処理施設 

・既存処理施設を最大限活用しても目標期間内に災害廃棄物を処理できない場合、仮設処理

施設を設置することが考えられる。 

・ただし、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）が組織されたこともあり、災

害廃棄物が広域処理される事が多くなっていることから、県外の施設についても積極的に

活用し、本村では、仮設処理施設は設置しないことを基本とする。 

・特に、焼却施設は複雑なプラントシステムであり、膨大な費用と労力が必要となるため、

本村単独で設置するのは困難である。そのため、仮設焼却施設が必要となるような大規模

災害の場合は、県への事務委託により、県が主体となって設置することが考えられる。 

 

【参考】平成 28 年熊本地震における主な県外広域処理の実施状況 

平成 28 年熊本地震では、海上輸送や鉄道輸送も利用され、三重県や神奈川県等の遠方

で処理されている。 

 

熊本市 混合廃棄物 

（6 月 10 日～8 月 8 日 計約 1 万 7 千トン） 

三重県の民間廃棄物処理施設 

木くず 

（9 月 16 日～ 日量約 20 トン） 

神奈川県川崎市の一般廃棄物

処理施設 

大津町 瓦くず 

（8 月 4 日～18 日 計約 650 トン） 

福岡県のセメント工場 

出典：環境省災害廃棄物対策情報サイト 
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③ 処理フロー 

 

・可燃物は既存施設で処理し、不燃物やコンクリートがら等は最終処分量を削減するため、

資材としての再生利用を検討する。 

・一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設等を活用する処理フローを作成する。（図

2-3-8）なお、施設の余力や受入状況等を考慮する。 

・本計画基礎資料では、平成 24 年度建設副産物実態調査結果（東北地方版）（国土交通省）

を基に設定した表 2-3-29 を用いて災害廃棄物処理フローを作成した。なお、焼却残渣率

（16%）は、平成 26 年度一般廃棄物処理実態調査における安達地方広域行政組合の結果

を基に設定した。 

 

 

図 2-3-8 災害廃棄物処理フロー（地震） 

 

表 2-3-29 種類別の資源化等の割合 

 焼却処理 資源化 埋立処分 

①可燃物 100% － － 

②畳 100% － － 

③不燃物 0.4% 32.7% 66.9% 

④金属くず － 100% － 

⑤石膏ボード － 92.8% 7.2% 

⑥廃家電製品 － 100% － 

⑦コンクリートがら － 99.9% 0.1% 

⑧瓦 － 92.8% 7.2% 

⑨柱角材 12.6% 87.4% － 

         

72,009 トン ①可燃物 12,837 トン トン

②畳 124 トン 13,502 トン (15.8%）

③不燃物 12,694 トン トン

④金属くず 4,753 トン

⑤石膏ボード 112 トン 原料・燃料

⑥廃家電製品
　（家電4品目）

155 トン セメント原燃料 49,903

⑦コンクリートがら 36,514 トン 建設土木資材

⑧瓦 931 トン

⑨柱角材 3,889 トン トン

切断
破砕
選別

焼却量

埋立処分

既存焼却施設

資源化量

焼却残渣量

13,502

2,133

10,737

トン

埋立処分量 8,604トン
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【参考】安達地方広域行政組合の余力 

 ○もとみやクリーンセンター（焼却処理施設） 

   平成 27 年度の処理実績は、約 2 万 5 千トンであり、施設の計算上の年間処理能力を上

回っているため、災害廃棄物を処理する余力はないと推測される。 

 ○もとみやクリーンセンターリサイクルプラザ（破砕処理施設） 

   平成 27 年度の処理実績は、約 1 千トンであり、施設の計算上の年間処理能力を下回っ

ているため、災害廃棄物を処理する余力はあると推測される。 

 焼却処理施設 破砕処理施設 

①施設処理能力（トン/日） 80 16 

②年間処理日数（日） 280 296 

③計算上の年間処理能力（トン/年）（①×②） 22,400 4,736 

④平成 27 年度処理実績（トン/年） 25,478 1,162 

⑤余力（トン/年）（③－④） 0 3,574 

   ※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 

考慮して設定した。 
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（7） 適正処理が困難な廃棄物等への対応 

 

【災害時】 

① 危険物・有害廃棄物、処理困難な廃棄物 

・消火器、高圧ガスボンベ等の危険物や、農薬・薬品類、廃石綿等の有害廃棄物を生活環境

保全及び作業環境安全の観点から、他の災害廃棄物と分けて収集し、専門機関、専門処理

業者へ委託して適正に処理する。（表 2-3-30） 

 

表 2-3-30 危険物・有害廃棄物・処理困難な廃棄物等の処理方法・留意点 

危険物・有害廃棄物等 処理方法 取扱上の留意点 

消火器  既存のリサイクル回収システム（特定窓口、特

定引取場所）等への引取依頼・資源化 （日本

消火器工業会）  

分別保管  

LP ガスボンベ  専門業者による回収処理（全国 LP ガス協会）  分別保管  

高圧ガスボンベ  専門業者による回収処理 （高圧ガス保安協会、

地方高圧ガス管理委員会）  

分別保管、所有者が判明した場

合は所有者へ返却  

燃料タンク（灯油等）  取扱店、ガソリンスタンド等へ引取依頼  分別保管、漏出防止  

有機溶剤（シンナー等）  取扱店、許可業者等に引取依頼  分別保管、漏出防止  

バッテリー  リサイクル取扱店へ引取依頼  分別保管  

農薬・薬品類、農機具 取扱店、許可業者等に引取依頼  分別保管、移替等禁止  

感染性廃棄物  専門業者、許可業者による回収処理  分別保管  

PCB 含有廃棄物（トラ

ンス、コンデンサ等）  

PCB 廃棄物は、PCB 特別措置法に従い、保管

事業者が適正に処理 

分別保管、破損漏洩防止 

PCB 含有不明の場合は、含有

物として取扱う 

廃石綿等、石綿含有廃棄

物 ※ 

原則として仮置場へ搬入せず、直接溶融処理ま

たは管理型最終処分場に搬入 

災害廃棄物対策指針技術資料 1-20-14 石綿の

処理を参照。 

石綿含有廃棄物を仮置場で一

時保管する場合は、密封して梱

包材の破損防止を徹底  

太陽光発電設備 日照時は発電により感電のおそれがあるため取扱時は注意する。具体的には、

災害廃棄物対策指針技術資料 1-20-7 その他の家電製品を参照。 

廃自動車 被災自動車の処分は、原則として所有者が行う。自動車リサイクル法のルート

で処理を行う。災害廃棄物対策指針技術資料 1-20-8 参照。 

※石綿が含まれているかどうか不明な場合は、検査をする必要がある。 

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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② 思い出の品等 

貴重品及び思い出の品の回収・引き渡しフローは図 2-3-9 のとおりである。 

・思い出の品として例えば、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、これらを確認した場合は、村が保管し、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。 

・思い出の品等は、損壊家屋等の解体時に原則として所有者が立ち会い、解体業者が回収に

努める。仮置場に搬入された場合は、仮置場の作業員が回収に努める。 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：災害廃棄物対策指針 技術資料 1－20－16 

図 2-3-9 回収・引き渡しフロー 

 

【参考】東日本大震災における事例 

 貴重品や所有者にとって価値があると思われる位碑、アルバム等の思い出の品等は、平成 23年 3

月に環境省が発出した「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」に従い、

市町村及び警察が連携し、可能な限り所有者に引き渡すようにした。 

 解体撤去又は仮置場での中間処理の際に、所有者等が不明な有価物（株券、金券、商品券、小銭、

貴金属等）を発見したときには、透明な袋に入れ、発見日時・発見場所・発見者氏名を記入し、速や

かに警察に届けた。所有者が明らかでない金庫、猟銃等は、速やかに警察に連絡し、引取を依頼した。  

仙台市など、回収された写真、アルバム、賞状などの思い出の品を展示し、返却を行った自治体も多

かった。 

   

出典：東日本大震災により発生した被災 3県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物処理の記録 

 

【平常時】 

・有害物質取扱事業所について PRTR 制度（化学物質排出移動量届出制度）等の情報を活用する。  

思い出の品の展示・返却 （出典：仙台市 HP） 
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（8） 火山災害により発生する火山灰とその影響 

 

① 被害想定 

安達太良山は活火山である。安達太良山火山ハザードマップにおける被害想定は表 2-3-31

のとおりである。 

 

表 2-3-31 安達太良山における噴火の被害想定 

区分 内容 

火口場所 沼ノ平 

噴火の規模 マグマ噴火（短期的な噴火１回分の想定量 600 万 m3） 

被害の原因 

積雪がない場合（春～秋

期） 

降灰後の土石流、大きな噴石、小さな噴石、火山灰（降

灰） 

積雪がある場合（主に冬

期） 

大きな噴石、小さな噴石、火山灰（降灰）、融雪による火

山泥流 

被害の程度 

積雪がない場合（春～秋

期） 

噴石：火口場所より 4km 圏内 

降灰後の土石流の浸水高：50cm 未満 

積雪がある場合（主に冬

期） 

噴石：火口場所より 4km 圏内 

融雪による火山泥流の浸水高：50cm 未満～2m 以上 

 

1）降灰後の土石流（山に積雪がない場合） 

安達太良山に積雪がない場合の、噴火における被害想定図は図 2-3-10 のとおりである。 

噴火によって山の斜面に火山灰が多く積もると、地表面が火山灰で覆われ、雨水が地面の

中へしみ込みにくくなる。そのため、少量の降雨であっても、地面にしみ込まなかった雨水

が谷底に急速に集まり、一気に増えた水かさによって土石や樹木が押し流される土石流が発

生しやすくなる。 

 
出典：安達太良山火山ハザードマップ 

図 2-3-10 安達太良山の噴火における被害想定図（山に積雪がない場合） 
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2）融雪による火山泥流（山に積雪がある場合） 

安達太良山に積雪がある場合の、噴火おける被害想定図は図 2-3-11 のとおりである。 

山に雪がある時期に噴火が起きると、噴出物の熱で火口の周囲の雪が短時間に融ける「融

雪による火山泥流」が発生しやすくなる。噴火による雪融け水が急に谷底に集まり、一気に

増えた水かさによって土石や樹木を大量に押し流す。 

特に雪の多い真冬に噴火が起きると、非常に大量の雪が融けるため火山泥流の量も非常に

多くなり、下流での被害も大きくなる。 

 
出典：安達太良山火山ハザードマップ 

図 2-3-11 安達太良山の噴火における被害想定図（山に積雪がある場合） 

 

 ② 火山灰の特徴 

・火山灰は、水を含むと互いにくっつき、密度を増し、コンクリート状となって重くなり、

家屋を倒壊させる事がある。 

・大量の火山灰は、河川の河床を上げ、河川の氾濫、土石流の発生等を誘発する。 

・農作物や牧草等に付着するとなかなか排除することができず、大量の火山灰が堆積すると

草木が枯れ、農業や畜産物に甚大な被害をもたらす。 

・その他にも火山灰は、自動車のエンジンフィルターを詰まらせたり、スリップを誘発する

など、車両の走行に影響を与える。 

・火山灰は電気を通す性質を持つため、濡れた火山灰が電線などに付着することでショート

を起こし、停電が起きる可能性がある。 

・浄水場の取水口のフィルターが目詰まりを起こすことで、断水に繋がる可能性がある。 

（出典：横浜市防災計画、市川市富士山噴火による降灰対応計画より抜粋）  
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 ③ 主な対策 

気象警報などの情報収集・伝達における違いはあるものの、震災時の体制・対策に準じて

対応する。 

【参考】降灰対策用物資の例 

降灰対策用の物資として、震災用の備蓄物資等に加えて以下の物資を備蓄しておくことで災

害時の対応を円滑に進めることが可能となる。 

 ・防塵マスク、粉じん対策用ゴーグル 

 ・清掃用具（ほうき、塵取り） 

 ・ごみ袋 

 ・折りたたみリヤカー 等 

出典：千代田区地域防災計画（概要）（平成 26年修正） 

 

 ④ 火山灰の処理 

噴火により大量に火山灰が発生した場合の処理の流れは図 2-3-12 のとおりである。 

宅地内の降灰については、住民が自らその除去に努め、村が指定する降灰置場に搬出され

たものについて収集・運搬・処分を行う。 

 

 出典：大規模火山災害対策への提言【参考資料】（広域的な火山防災対策に係る検討会）  

図 2-3-12 火山灰処理の流れ 

 

1）火山灰仮置き場の確保 

噴火により火山灰が発生した場合は、道路やその他施設等の火山灰の除去作業を行い、地

域内及び近隣に一時的に集積する仮置き場用地が必要となる。仮置き場用地を確保するにあ

たる主な要件等は以下のとおりである。 

要
件 

・平坦な場所（火山灰の移動、流出を防止する） 

・河川や水路等から一定程度離れた場所（二次被害を防止する） 

・ダンプトラックの往来が可能な場所（後日、処分場へ移動させることを念頭にいれる） 

・公有地、公共施設（私有地への集積は地権者の合意が必要） 

 (例)大型駐車場、公園、公共グランド、遊休地 など 

留
意
事
項 

・用地の現状復旧や処分場への運搬がしやすい工夫（シート等の敷節） 

・風による飛散の防止（シート等で覆う） 

・降雨による流出防止（排水高の設置） 

・火山灰盛土の崩壊防止（盛土高 5m 以下）等 

 

  出典：大規模火山災害対策への提言【参考資料】（広域的な火山防災対策に係る検討会）  
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2）火山灰処分場の確保 

火山灰仮置き場に集積した火山灰は村が収集・運搬し、火山灰処分場に搬入する。火山灰

処分場は火山灰の総量、運搬距離、運搬方法等を考慮し選定する。 

要
件 

・二次被害を回避するため住宅、河川等に隣接しない場所 

・多量の火山灰を捨てることが可能な空間を有する場所 

・ダンプトラックの往来が可能な場所 

・公有地（私有地の場合は地権者と代償措置などについて合意が必要）  

 (例)建設発生土等の土捨て場、砕石場跡地、採鉱跡地、原野 など 

留
意
事
項 

・風による飛散（表面を土などで物理的に覆う） 

・降雨による流出防止（素堀り側溝、雨水集水池等の設置） 

・火山灰に付着した火山ガス成分による汚濁水の流出（素掘り側溝、雨水集水池等の設置） 

 
 

  出典：大規模火山災害対策への提言【参考資料】（広域的な火山防災対策に係る検討会）  

【参考】火山灰処理の法令上の取り扱い 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における「廃棄物」に該当しない。 

・「土壌汚染対策法」の対象外となる。 

・「海洋汚染防止法」における「廃棄物」に該当し、海洋への廃棄は原則禁止である。 

・土砂として、各施設管理主体、市町村の判断で土捨て場等で処分されるべきものだが、処分

方法について条例等で規定されている場合はそれに従う。 

※毒性のガス成分（HF,HCl,SO2,H2S,CO2,CO等）が付着している場合があり、サンプル調査等

により化学的性質を確認する等の留意が必要である。 

※大量の降灰があった場合などにおいて、「環境大臣が緊急に処理することが必要と判断した

場合」は、海洋への廃棄が認められる可能性がある。 

※火山灰の主成分（桜島火山南岳火山から放出）は、ケイ素（25~30%）、アルミニウム（7～9%）

などの元素、火山ガス成分のフッ素、塩素などのハロゲン元素や硫黄などの他に、銅、亜鉛、

鉛、カドミウム、水銀等の微量重金属元素が含まれている。 

出典：大規模火山災害対策への提言（参考資料） 平成 25年 5月 16日 広域的な火山防災対

策に係る検討会 等 

⑤ 火山灰と廃棄物に係る事例等 

・桜島（鹿児島市）では、火山灰は「捨て土」扱いで処理されている。 

・鹿児島市では、除灰作業の中で混入する空き缶などの量が多い場合は、手作業で取り除い

ている。 

・宮崎県では、噴石によって周辺家屋の太陽光温水器や太陽光パネルが破損する被害があっ

た。 

・火山灰対策として、ごみ処理施設では、機器の保護のため、外部からの吸気口にフィルタ

ーを設ける場合がある。 
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（9） 損壊家屋等の解体撤去（公費解体） 

本村が解体撤去を行う場合の手順の流れは図 2-3-13 のとおりである。 

損壊家屋等は私有財産であるため、その処分についても原則として所有者が実施することと

なるが、通行上支障がある場合や倒壊の危険性のある場合については、所有者の意思を確認し

た上で、適切な対応を行うものとする。 

過去に阪神淡路大震災や東日本大震災、平成 28 年熊本地震において、国が特例の財政措置

を講じた例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：災害廃棄物対策指針 
図 2-3-13 本村が自ら解体撤去を行う場合の手順例 

 

 

【災害時】 

・現地調査による危険度判定や所有者の意思を踏まえて、損壊家屋の公費解体を行うか決定す

る。 

・例外的に公費解体・撤去を行う場合は、地図情報等で整理した上で、倒壊の危険性のある損

壊家屋等を優先的に撤去する。 

・台帳等を利用して石綿の使用情報や危険物の混入状況等について、損壊家屋等の所有者等か

ら情報を集約し、作業環境の安全を保つため、損壊家屋等の解体や災害廃棄物の撤去を行う

関係者へ周知して、関係者へのばく露を防ぐ。また、他の廃棄物への混入を防ぐ。なお、石

綿の飛散防止に関する注意点は、表 2-3-32 のとおりである。 

・高圧ガスボンベ（LP ガス等）、太陽光発電設備等についても、損壊家屋等の解体や災害廃棄

物の撤去を行う関係者へ注意を促す。  

建物の危険度判定 
・り災証明書 

解体申請窓口の 

設置 
申請の受付 

申請方法の公報 申請方法の広報 

解体事業の発注 解体事業者の決定 

解体対象建物の 

整理 

解体の優先順位の 

検討 

解体事業者への 
指示・連絡 

建物所有者の立会 
（最終確認） 

解体 解体状況の確認 
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表 2-3-32 石綿の飛散防止に関する注意点 

木造 ・ 結露の防止等の目的で吹付け材を使用している場合があるため、木造建築

物においては、「浴室」「台所」及び「煙突回り」を確認する。 

・ 非飛散性であるが、屋根・天井・壁の成型板も確認する。 

鉄骨造 

 

・ 耐火被覆の確認を行う。 

・ 書面検査で石綿の不使用が確認されない場合、耐火被覆が施工されていれ

ば鉄骨全面に施工されている可能性が高いので、棒等を使用して安全に配

慮して試料採取・分析確認を行う。 

鉄骨造及び鉄筋

コンクリート造 

・ 機械室（エレベータ含む）、ボイラー室、空調設備、電気室等は、断熱・吸

音の目的で、石綿含有吹付けの施工の可能性が高いので確認する。 

・ 外壁裏打ち、層間塞ぎ、パイプシャフト、エレベータシャフト、最上階天

井裏等も注意する。 

建築設備 ・ 空調機・温水等の配管、煙突等の保温材・ライニング等を可能な範囲で把

握する。 

出典：災害廃棄物対策指針 

 

 

 

【平常時】 

・税務部局や建設部局等と連携して、罹災証明、解体申請、解体事業発注、解体状況の確認等

についての手順や手続きを整理するとともに、庁内の連携体制を整える。 

・家屋等の解体撤去をする場合は、思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提とし

て、保管場所や管理方法を検討する。 

・石綿の使用状況について、公共施設の管理者等から情報を収集し災害に備える。 
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3.3 環境保全対策・環境モニタリング・火災防止 

災害廃棄物の処理は、被災者の健康や生活環境の保全に配慮して適正に進めることが必要であ

る。 

 

【災害時】 

（1） 解体撤去現場における環境保全対策・環境モニタリング 

必要に応じて、石綿の飛散状況や騒音・振動に関する環境モニタリングを実施する。また、

事業者に対して、解体撤去または積替保管作業に伴う粉じんの発生防止、重機作業に伴う騒

音・振動防止に係る環境保全対策を実施するよう指示する。 

 

（2） 収集運搬における環境保全対策・環境モニタリング 

仮置場への収集運搬車両の通行による粉じんの発生、積載している災害廃棄物の飛散や落

下防止策を講じるよう収集運搬業者へ指示する。また、交通渋滞に伴う騒音・振動により、

住民の生活環境に影響が生じないよう状況を把握し、必要に応じて収集運搬ルートの見直し

を実施する。 

 

（3） 仮置場における環境保全対策・環境モニタリング 

必要に応じて仮置場敷地境界や仮置場周辺で大気、水質等の環境モニタリングを実施する。

また、以下のような環境保全対策を実施する。 

・臭気や害虫が発生した場合、消毒剤等の薬剤の散布を専門機関（福島県ペストコントロー

ル協会等）に相談して実施する。 

・石綿含有廃棄物が仮置場内に持ち込まれた場合は、シートによる被覆、またはフレキシブ

ルコンテナバッグ等に封入して保管する。 

 

（4） 仮設処理施設における環境保全対策・環境モニタリング 

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、二次仮置場内に仮設処理施設を設置した場合、仮設処理施設の稼働に伴う排

ガス、排水等の環境モニタリングを実施する。 

事業者に対して、災害廃棄物の保管や仮設処理施設の稼働に伴う生活環境保全に係る対策

の実施及び廃棄物の適正処理を指示する。 

 

（5） 仮置場における火災防止 

仮置場における災害廃棄物の保管等に際して、モニタリング及び火災防止対策を実施する

とともに、可燃物はできる限り早く仮置場から搬出し、処理を実施する。なお、火災防止に

おける主な対策については、表 2-3-33 及び図 2-3-14 のとおりである。 
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表 2-3-33 火災防止対策の例 

項 目 主な内容 

集積における

火災防止対策 

発火や温度上昇を防止するため、可燃物の積み上げ高さを 5m 以下（畳等の腐

敗性廃棄物は 2m 以下）、一山あたりの設置面積を 200m2以下（腐敗性廃棄物

は 100m2 以下）とする。また、火災が発生した場合の消火活動や延焼防止の

ため、積み上げられる山と山は 2m 以上離して集積する。 

目視によるモ

ニタリング 

定期的に可燃物内からの煙の発生等について目視により確認する。 

モニタリング

と火災防止対

策 

定期的に可燃物表層から 1m 内部の温度測定を実施し、温度が 60℃を超過し

ないよう、週 1 回は可燃物の切り返しを行い、放熱する。80℃以上の場合は

切り返しや掘削により酸素が供給されて発火に至る可能性があるため、切り返

しは行わないようにする。ガス抜き管を設置する場合は、堆積する初期に設置

するか、切り返し時に設置するようにする。 

自衛消防対策 消火栓、防火水槽、消火器の設置、作業員に対する消火訓練を実施するよう努

める。 万一火災が発生した場合は、消防と連携し、迅速な消火活動を実施す

る。 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 

 

 

図 2-3-14 可燃性廃棄物を並べて配置する場合 

 

 

【平常時】 

災害廃棄物処理における環境保全対策の主な内容は、表 2-3-34 のとおりである。災害時に配

慮する必要がある環境保全対策及び環境モニタリング、火災防止について理解を深める。 

 

表 2-3-34 災害廃棄物処理における環境保全対策 

場所等 環境影響 対策例 

解体 

現場 

大気 ・解体工事に伴う粉じんの発生 ・散水、仮囲い 

・解体作業による石綿含有廃棄物

（建材等）の飛散 

・散水、目視による石綿分別の徹

底、作業環境・敷地境界での測

定監視 

騒音 

振動 

・重機作業に伴う騒音振動の発生 ・低騒音型重機の使用 

・仮囲い、防音シートを設置 

収集 

運搬 

大気 ・運搬車両の排ガス、粉じんの発

生 

・災害廃棄物の飛散・落下 

・車両のタイヤ洗浄 

・荷台カバー 

 

2ｍ以上 

発火防止、温度上昇防止 
消火活動用 

延焼防止 

発火防止、 

温度上昇防止 

可燃性廃棄物 

腐敗性 

廃棄物 
2ｍ以下 

5ｍ以下 
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仮置場 大気 ・重機の作業による粉じんの発生 

・強風等によるごみの飛散 

・散水、運搬車両のタイヤ洗浄 

・仮囲い、防塵ネットの設置 

・災害廃棄物保管による有害ガス、

可燃性ガスの発生、火災発生 

・積上げ高さ制限、設置間隔の確

保、危険物の分別、消火器設置 

・石綿含有廃棄物の保管による飛

散 

・フレキシブルバッグで分別保管、

作業環境・敷地境界での測定監視 

騒音 

振動 

・車両通行、重機作業に伴う騒音

振動の発生 

・低騒音型重機の使用 

・仮囲い、防音シートを設置 

臭気 

衛生 

・災害廃棄物の保管、破砕選別処

理に伴う臭気の発生、臭気に伴

う害虫の発生 

・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤・殺虫剤の散布 

その他 

(土壌・ 

水質) 

・降雨等による二次被害 ・遮水シートを敷設 

・雨水排水溝 

・水たまりを埋める 

・シート敷設、アスファルト舗装

等 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成  
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3.4 処理業務の進捗管理 

 

【災害時】 

（1） 計量等の記録 

・災害廃棄物の仮置場への搬入・搬出量を車両の台数や計量器等で計量し、記録する。また、

解体家屋数、処分量等の量を把握し、進捗管理を行う。 

・災害廃棄物を仮置場から搬出する際は、管理伝票を用いて処理量、処理先、処理方法等を把

握する。 

 

（2） 災害廃棄物処理の進捗管理 

・災害廃棄物処理の進捗管理に係る人員が不足する場合は、事業者への進捗管理業務の委託を

検討する。 

 

（3） 協議会の設置 

・必要に応じて、災害廃棄物の処理を円滑に推進するための関係者による協議会を設置し、処

理の全体調整、進捗管理を行う。 

 

（4） 災害報告書の作成 

・災害廃棄物の処理と並行して、災害廃棄物処理に係る国庫補助申請の準備をする。補助金の

事務を円滑に進めるため、災害廃棄物の数量や仮置場の写真、作業日報（作業日、作業者数、

重機種類・台数、運搬車両種類・台数等を記載）、事業費算出の明細等を整理する。（表 2-3-35） 

（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 6 月を参照） 

・県や国から補助金に関する情報を入手する。また、併せて本村の意向や状況を伝える。 

 

表 2-3-35 記録の種類  

段 階 記 録 

仮置場の搬入・搬

出における記録 

・搬入・搬出重量及び車両台数、種類別・積載量、発生元の地域、搬出先等 

・車両 1 台ごとの写真、日ごとの作業員数・施工状況写真 

・災害廃棄物の集積面積・高さによる推計量の変化 

処理における記録 
・種類別処理方法別（焼却、リサイクル、最終処分）の処理前・処理後の数

量 

 

【平常時】 

・災害廃棄物処理に係る国庫補助申請で必要となる報告書の作成等について、必要な知識の習

得に努める。 
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４．災害廃棄物対策の推進・計画の進行管理 

平常時から災害廃棄物処理に係る備えを進め、県・他市町村・事業者・住民の連携により災害

廃棄物の円滑かつ迅速な処理を通じて早期の復旧復興につなげるとともに、環境負荷の低減、経

済的な処理を実現する。 

 

（1） 計画による実行力の向上 

・本計画基礎資料を通じて庁内及び県、他市町村、事業者、住民とともに災害への備えの重要

性を共有し、それぞれの行動につなげるよう働きかける。 

・災害時の優先業務を検討・整理し、災害時の行動の強化を図る。 

 

（2） 情報共有と教育・訓練の実施 

・これまでの災害廃棄物処理の経験を継承し、経験を生かしていくことで、今後の災害廃棄物

処理に係る対応力の向上につなげる。 

・県、他市町村、事業者等の関係者との情報共有・コミュニケーションを図り連携を強化する

とともに、目的に応じた効果的な教育・訓練を定期的に実施する。 

 

（3） 進捗管理・評価による課題の抽出 

・災害廃棄物処理に備えた体制を構築していくため、県や事業者その他の関係機関・関係団体

との連絡を密にする。教育・訓練履修者の数や仮置場候補地の選定等の進捗状況を毎年確認

するとともに、県等と課題を共有し、評価・検討を通じて対応能力の向上を図る。 

・災害時の初動期から復旧・復興期までの行動を記録し、災害廃棄物処理における課題の抽出

を行う。 

 

（4） 計画の見直し 

・環境省の災害廃棄物対策指針の改定や、大玉村地域防災計画における被害想定の見直し等を

踏まえて本計画基礎資料の見直しを行うことにより、計画の実効性を高める。 

・必要に応じて、災害廃棄物処理に関する市町村間の協定や事業者との協定の締結等の検討を

行う。 

・災害廃棄物処理の課題や経験を踏まえ、本計画基礎資料の見直しを行う。 
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５．初動期の行動計画 

5.1 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。初動期に対応する事項は表 2-3-36 のとおりである。 

 

表 2-3-36 初動期における対応事項 

項目 対応事項 

初
動
体
制 

・職員の参集、処理対応可能な人員の把握 

・大玉村災害対策本部の設置 

・災害廃棄物に係る連絡窓口の開設及び周知（組織内部向け、住民向け、支援先向け） 

・大玉村災害対策本部、庁内関連各部署との連絡体制の確立（連絡先の把握）、情報交換 

・国（東北地方環境事務所）、福島県、民間事業者・団体、協定締結自治体、その他関係諸

機関（全国都市清掃会議、国立環境研究所等）等、外部で調整を必要とする相手先との連

絡体制の確立、情報交換 

廃
棄
物
処
理 

・し尿、避難所ごみ、災害廃棄物の発生量推計 

発生量推計に必要な情報収集と記録を行う（避難者数、建物被害棟数の把握） 

・処理施設の被災状況の確認 

・処理施設までの収集運搬車両通行ルートの被災状況の確認 

・処理施設の施設が被災した場合の処理先の確保 

・収集運搬車両の被災状況及び収集運搬に関する支援要請が必要か確認 

・収集運搬計画の作成 

・有害物質等を含む廃棄物が発生するおそ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 

・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） 

・ごみの分別区分、排出方法、収集方法の検討（避難所ごみの対応も含む） 

・避難所用ごみステーションの設置検討及び対応 

・農業集落排水処理施設の被災状況確認 

・仮設トイレ、資機材の必要基数の把握及び不足分の調達 

・仮設トイレ設置計画の作成 

仮
置
場 

・仮置場候補地の状況の現地確認及びアクセス経路の確認 

・ブルーシート、鉄板、ネット等の資機材の調達 

・仮置場の開設、必要面積の推計 

受
援 

・支援を受ける必要がある内容の確認 

・支援先との連絡・調整（村との協定に基づく支援等） 

・災害廃棄物処理に関連するボランティア等の対応 

そ
の
他 

・公共施設、上下水道、ガス等の被災・復旧状況 

・避難所の開設状況 

・住民向け広報の実施、住民からの問合せ対応 

 



180 

 

また、廃棄物処理に係る事務の大部分は安達地方広域行政組合に移行しており、村は廃棄物の

収集運搬及び処分を直接行っていない。 

そのため、大規模災害時に村単独で廃棄物処理の対応を行うことは困難であり、安達地方広域

行政組合及び組合の構成市（二本松市や本宮市）の連携により処理を進める。 

なお、本村の被害状況により、二本松市や本宮市、福島県に支援要請を求める場合が考えられ

る。支援要請の想定については表 2-3-37 のとおりである。 

 

表 2-3-37 安達地方広域行政組合、二本松市、本宮市及び福島県へ支援要請案 

 村単独で対応すべき事項 
組合及び隣接 2 市へ 

支援の要請が考えられるもの 

福島県へ支援の要請 

が考えられるもの 

（１）村の被害が小さく、災害廃棄物の発生量も少ない場合 

 ・平常時の体制で対応 【安達地方広域行政組合】 

・平常時の体制で対応 

 

（２）村の被害が大きく（ただし、隣接の二本松市と本宮市は被害がわずか）、大量の災害廃棄物が発

生すると見込まれる場合 

 ・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 

・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 

・支援者のための活動拠点の確

保 

【安達地方広域行政組合】 

・災害廃棄物の収集運搬と処分

（組合の収集能力や処理能力

が不足する場合は、組合が委

託先の確保について協力を行

う） 

・情報提供と技術支援 

・人的支援 

・仮置場の提供 

【二本松市、本宮市】 

・資材等の提供、調達と設置 

・支援者のための活動拠点の提

供 

（３）村及び隣接の二本松市と本宮市の被害が大きく、各市村で大量の災害廃棄物が発生すると見込ま

れる場合 

 

（２）と同じ 

【安達地方広域行政組合】 

・災害廃棄物の収集運搬と処分

（組合の収集能力や処理能力

が不足する場合は、組合が委

託先の確保について協力を行

う） 

・情報提供と技術支援 

・人的支援 

・仮置場の提供 

・仮設トイレの提供、調達と設

置 

・災害廃棄物の収集運搬と処分 

（安達地方広域行政組合が対応

できない場合は県が委託先の

手配を行う） 

・支援者のための活動拠点の提

供 

【二本松市、本宮市】 
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5.2 初動体制の確立 

（1） 対策組織の設置 

災害時には、廃棄物処理の体制を確立するため、以下の対応を行う。 

・職員の参集により、人員配置を調整（被災により参集不可の場合がある。） 

・災害廃棄物対策班の連絡窓口（厚生第 2 班）の開設及び周知 

・大玉村災害対策本部及び庁内各部署との連絡体制の確立 

・外部との連絡体制の確立（国、県、民間事業者、協定締結自治体、その他関係諸機関等） 

・支援の要請及び受入の連絡調整体制の整備 

 

（2） 状況確認 

速やかな災害廃棄物処理を実施するため、被災状況や避難所の開設状況、避難者数について

の確認・調整等を行う。 

【参考】被災状況の確認における項目 

住居、廃棄物処理施設、仮置場候補地、許可業者及び業者の施設・収集運搬車両、有害物質

等を含む廃棄物が発生するおそれのある事業所、道路、上下水道、電気、ガス、公共施設 等 

 

5.3 廃棄物処理 

災害時に発生する廃棄物は、災害に直接起因して発生する廃棄物と、被災者や避難者の生活に

伴い発生する廃棄物があり、それぞれの処理を行う。 

 

（1） し尿処理 

災害時には、農業集落排水処理施設が使用できなくなることが想定されるほか、避難所から

発生するし尿に対応するため、農業集落排水処理施設の被災情報や避難者数を把握し、仮設ト

イレを設置する。あわせて計画的な収集体制を整備する。 

 

① 仮設トイレ及び資機材の必要数量の把握と調達 

・仮設トイレの必要性及び必要基数を把握するため、住民の避難状況、上下水道の被災状況

及び復旧の見通しについての情報を把握する。 

・情報に基づき、避難所及び使用不能となった在宅住民に対し、仮設トイレの設置の必要性

を検討する。 

・把握した仮設トイレの必要人数から、必要基数等を試算する。 

 

【参考】仮設トイレ等の必要数量の試算目安 

仮設トイレ：仮設トイレ需要者数 50 人に 1 基 

トイレットペーパー：1 人 1 日あたり 9ｍ×3 日分 

（簡易トイレの場合：汚物処理袋を簡易トイレ使用者 1 人 1 日あたり 5 回分×3 日分） 

  

出典：避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（内閣府）、帰宅行動シミュレーション結果

に基づくトイレ需給等に関する試算について（内閣府） 
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・仮設トイレが不足する場合は、他の自治体やレンタル業者等へ調達・支援の要請を行う。 

・仮設トイレの調達に加えて、衛生的な環境を維持するため、消臭剤等についても併せて調達

する。 

・必要な情報収集を行った後、仮設トイレの設置計画を作成する。 

② 仮設トイレの設置 

仮設トイレは、夜間の照明やし尿収集車両の動線、収集車のホースが届く位置等を勘案し

て設置する。また、使用方法、し尿収集の予定日、故障や異常時の連絡先などを明示した文

書を仮設トイレに貼付しておく。 

トイレットペーパー、消臭剤、清掃用具等の消耗品については、必要数を把握・調達し、

仮設トイレ設置場所へ配備する。 

③ し尿・浄化槽汚泥量の把握 

し尿・浄化槽汚泥の必要収集量は、避難者数や平常時の収集量を基に推計を行う。時間の

経過に伴い、被災状況の把握や避難者数、仮設トイレの設置状況を踏まえてより正確な情報

が得られるようになれば、それを基に推計の見直しを行う。 

④ し尿・浄化槽汚泥の収集方法（収集運搬計画の作成） 

し尿・浄化槽汚泥の収集は、通常時の体制を基本とするが、設置された仮設トイレからの

し尿の収集もあるため、収集車両の配置が適切に行えない場合は、他の自治体、関係団体等

への支援要請により、収集体制の確保を図る。 

なお、し尿の収集については、貯留量に余裕のない仮設トイレからの収集を最優先とする。 

以上の内容を踏まえて、し尿・浄化槽汚泥の収集運搬計画を作成する。 

 

（2） ごみ処理 

① 家庭ごみ（避難所に避難する必要がない住民の生活ごみ） 

発災後に生じる家庭ごみについては、平常時と同様の排出方法とする。ただし、多量に排

出される場合や収集・処理に支障が生じる場合は、一時的に排出可能な品目を制限するなど、

対応を検討する。 

② 避難所ごみ 

発災後、避難所に避難している住民の生活に伴い排出するごみについては、初期の段階で

は家庭ごみと同様の分別が困難となることが予想される。よって、避難所から発生する資源

物の分別が困難な場合は、可燃ごみ、不燃ごみと簡素な分別区分とし、速やかな処理体制の

確保を図る。 

発災後概ね 2 週間を経過するところまでには、表 2-3-38 のような分別区分で回収できる

ように努める。 
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表 2-3-38 災害時の分別区分の案 

 

 
平常時 

災害時 

発災後 2 週間以内 発災後 3 週間以降 

家庭ごみ 家庭ごみ 避難所ごみ 家庭ごみ 避難所ごみ 

ご
み
収
集
の
対
応 

燃やせるごみ 回収 

基本は平時と

同様である

が、収集体

制・処理能力

等の、問題か

ら対応が困難

な場合は、一

時的に排出品

目の制限を行

う場合もあ

る。 

回収 回収（ステーション、避難所） 

破砕するごみ 

（金属を含むもの） 
回収 回収 回収（ステーション、避難所） 

プラスチック製容

器包装 
回収 回収（分別困

難であれば燃

やせるごみ） 

回収 

ビニール・プラスチ

ックごみ 
回収 回収 

資
源
ご
み 

布類 回収 回収 回収 

紙類 回収 回収 回収 

ペットボトル 回収 回収 回収 

あき缶類 回収 回収 回収 

びん類 回収 回収 回収 

埋立ごみ 

（ガレキ・ガラス） 
回収 回収 回収 

使用済乾電池 回収 回収 回収 

粗大ごみ 

回収 

（有料収集、

施設へ持込） 

基本的に発生

を見込まない

（排出者の自

己責任で処

理） 

回収 

（有料収集、

施設へ持込） 

基本的に発

生を見込ま

ない（排出者

の自己責任

で処理） 

処理困難物 
販売店等対応 販売店等対応 販売店等対応 

家電 4 品目 

パソコン メーカ等対応 メーカ等対応 メーカ等対応 

水銀を含む体温計

や温度計等 
公共施設の専用回収箱にて回収 

医療廃棄物 販売店等対応※ 

※医療関係機関等の医療行為に伴い発生する廃棄物と在宅医療に伴い発生する廃棄物で異なる。 

 

③ ごみの収集方法（収集運搬計画の作成） 

災害時には、平常時より多くのごみが発生することから、平常時とは異なる状況が想定さ

れる。被災状況や避難所の開設場所を踏まえて、収集開始日、収集品目、収集頻度等につい

ての調整を行い、必要に応じて速やかに住民に対する広報を行う。 

災害時は、速やかな回収体制の構築に努め、家庭から排出される廃棄物は、平常時と同じ

回収することとし、避難所から排出される廃棄物は専用の回収ルートを設定する。 

収集車両の手配にあたっては、安達地方広域行政組合もとみやクリーンセンターと調整を

行う。 
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（3） 災害廃棄物処理（生活ごみ・避難所ごみ・し尿を除く） 

① 有害物質等を含む廃棄物の対応 

有害物質等を含む災害廃棄物が発生した場合、その処理は専門の業者に処理を委託する必

要がある。専門の処理業者等が引き取りに来るまでの間、以下の環境保全対策を行う。 

・他の災害廃棄物への混入、汚染を防止するため、通常の災害廃棄物とは別に仮置き、一

時保管を行う。保管場所は、コンクリート等で塗装された場所、かつ風雨に曝されるこ

とがない屋内とする。屋内が難しい場合は、底部に遮水シート、上部は仮設テント、ビ

ニールシート等で雨水対策を実施する。 

・運搬の際は、密閉した容器に入れるなど、二次的な漏出、飛散が起こらないようにする。 

・取扱時には、曝露防止や、安全対策のため、マスクやメガネ、肌を露出しない服装等と

する。 

 

② 仮置場の設置、管理体制の確立 

災害発生後、多量の災害廃棄物の発生が見込まれ、仮置場が必要と判断した場合は、早急

に仮置場を開設する。仮置場を開設するにあたり、以下の対応を行う。 

・分別区分を示す立て看板、必要となる資機材を調達する。 

・分別配置図と車両動線を検討する。 

・仮置場の管理・指導に必要な人員を確保する（常時複数の人員が必要）。 

・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。 

 

【参考】仮置場の開設にあたって必要なもの 

必要となる資機材の種類 ・廃棄物の下に敷くシート 

・仮置場の周辺を囲むフェンス、飛散防止のためのネット 

・分別区分を示す立て看板 等 

仮置場の管理・指導の人員 ・仮置場の全体管理 

・車両案内 

・荷降ろし、分別の手伝い 

・夜間の警備（不法投棄防止) 等 
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第３章 課題と今後検討すべき事項                    
 

対象団体の計画基礎資料作成を通じて明らかになった課題と、対象団体が来年度以降に検討すべ

き事項について示す。 

 

１．盛岡広域 8市町 

(1) 冬季の災害廃棄物処理 

盛岡広域 8 市町は、冬季の積雪や道路の凍結が多く、災害廃棄物の処理に支障が出ることが

想定される。また、凍結により仮設トイレの利用に支障がでることも考えられる。冬季の対応

について検討する必要がある。 

 

(2) ブロック内の連携 

盛岡広域 8 市町は、現在複数あるごみ焼却施設を統合し、平成 41 年稼働の新しいごみ焼却

施設を計画しており、今後もさらなる連携の強化が求められている。 

盛岡広域 8 市町の連携については、様々な分野で検討が進んでおり、災害廃棄物対策につい

ても相互支援の内容や協定締結の検討、情報共有、意見交換等を進める必要がある。 

また、盛岡市の規模は、盛岡広域 8 市町の中で突出しており、盛岡市で大きな被害が発生し

た場合は、ブロック内の連携だけでは処理が困難なことが考えられる。また、盛岡市の被害が

大きい場合は、岩手県庁の機能も大きく損なわれているおそれがあり、そのような事態に備え

た検討も必要となる。 

 

(3) ごみ処理施設・し尿処理施設の運営・運転企業との連携 

盛岡広域 8 市町内では、ごみ処理施設・し尿処理施設の運営や運転を委託している場合があ

る。災害時の施設の復旧や運営管理は、運転を委託している企業の協力が欠かせないため、委

託先の企業を含めた災害時の組織体制や指揮系統、行動計画を検討する必要がある。 

 

(4) 仮置場候補地の選定 

今後の災害に備え、仮置場候補地の選定を進める必要がある。防災部局との連携が必要とな

る。 

 

(5) 災害廃棄物処理計画の策定 

盛岡市は平成 29 年度に災害廃棄物処理計画を策定予定である。盛岡市以外の市町は、来年

度以降に計画基礎資料を参考に災害廃棄物処理計画を策定することになる。災害廃棄物処理計

画は地域防災計画に明記されていない内容を記載することから、防災部局等の関係部局との調

整、検討が必要となる。 
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２．宮城東部衛生処理組合ブロック 

(1) 被害想定の見直し 

宮城県災害廃棄物処理計画では、宮城県地震被害想定調査に関する報告書（平成 16 年 3 月）

の被害想定のデータが引用されているが、宮城東部衛生処理組合ブロックの建物被害想定は、

東日本大震災の建物被害と比較するとかなり少ない棟数となっている。本ブロックは、東日本

大震災で甚大な被害を受けていることから、宮城県地震被害想定調査の被害想定をそのまま採

用するのは難しい。 

また、東日本大震災以降は、最新の耐震基準で建設された建物が増加し、また、海岸堤防は

東日本大震災以前の堤防高よりも高くなっていること、住宅の高台移転が進んだ地域もあり、

今後、東日本大震災クラスの地震が発生しても被害は少なくなることも考えられる。 

今後、市町が災害廃棄物処理計画を策定する際には、上記の点を考慮し、場合によっては被

害想定の見直しを検討する必要がある。 

 

(2) ブロック内の連携 

東日本大震災では、ブロック内で仮置場に使用する土地を他の市町に提供することはあった

が、それ以外の災害ではブロック内で支援をすることはなく、各市町で対応していた。ブロッ

ク内での相互支援の経験や実績が少ないため、今後も定期的に会合を開催し、支援内容の検討

や情報共有、意見交換等を行う必要がある。 

 

(3) ブロック外の自治体との相互支援協定の締結 

宮城東部衛生処理組合では、塩竈市の施設と相互支援協定を締結している。よって、施設が

稼働不能となった場合は、塩竈市の施設に処理を依頼できるが、塩竈市の施設は規模が小さい

ため災害廃棄物を処理する余力は少ない状況にある。 

また、宮城県「館」防災に関する相互応援協定では、塩竈市に加え、黒川地域行政事務組合

の構成市町村とも協定を締結しているが、黒川地域行政事務組合の施設も規模が小さいため、

大量の災害廃棄物の処理は困難であると考えられる。 

今後、県内の他の市町村との相互支援協定も検討し、災害時に実際に活用できる協定とする

必要がある。 

 

(4) 仮置場候補地の選定 

本ブロックは、東日本大震災で多くの仮置場が設置されたが、現在では仮置場として利用で

きない土地がある。今後の災害に備え、仮置場候補地の選定を進める必要がある。 

 

(5) 地域防災計画や災害対策本部との関係 

地域防災計画では、災害廃棄物処理について具体的に記載されていない。また、災害時には

市町の災害対策本部が設置されるため、廃棄物の担当課がどのタイミングでどのように行動す

るのか検討する必要がある。 

 

(6) 災害廃棄物処理計画の策定 

計画基礎資料を参考に災害廃棄物処理計画を策定する。  
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３．大玉村 

(1) 安達地方広域行政組合とその構成市との連携 

平常時の廃棄物の収集運搬及び処分は、安達地方広域行政組合が行っており、大玉村は直接

行っていない状況にある。また、廃棄物担当職員数も少ないことから、災害時の対応が遅れる

ことも想定される。今後は、安達地方広域行政組合とその構成市村で定期的に会合を開催し、

相互支援内容の検討や情報共有、意見交換等を行い、災害廃棄物処理の対応力を高める必要が

ある。 

 

(2) 事業者との連携 

福島県は産業廃棄物協会等の廃棄物関連団体と協定を締結しており、大玉村は福島県を通じ

て災害廃棄物処理の要請をすることは可能である。しかし、災害時に円滑かつ迅速に処理を行

うためには、大玉村、または安達地方広域行政組合の構成市村で廃棄物関連団体と協定を締結

することも考えられる。福島県や廃棄物関連団体の意向を確認し、協定締結について検討する

必要がある。 

 

(3) 仮置場候補地の選定 

大玉村は、仮置場として利用可能な土地が少ない状況にある。今後の災害に備え、仮置場候

補地の選定を進める必要がある。 

 

(4) 適正処理困難物の処理 

大玉村は農業が盛んであるため、災害時には農薬や農機具が廃棄物として排出されることが

想定される。これらの廃棄物が大量に排出された場合の処理方法について検討する必要がある。 

 

(5) 災害廃棄物の運搬 

災害廃棄物の仮置場への搬入は、被災者自身や地域コミュニティ、ボランティアによる運搬

を想定しているが、運搬方法について検討を進める必要がある。 

大玉村は廃棄物の運搬車両を保有していない。災害時には、安達地方広域行政組合の委託・

許可業者に運搬を依頼することが考えられるが、収集車が不足すると、村民自ら災害廃棄物を

運搬しなければならない場合が増加し、村民の負担が大きくなる。 

 

(6) 計画の見直し 

大玉村の計画基礎資料は、災害廃棄物処理計画としての内容を網羅しており、計画として利

用することが可能である。 

上記(1)～(5)等の検討を行い、災害廃棄物処理計画の実効性を高め、必要に応じて計画の見

直しを行い、継続的改善を図る必要がある。 

 


