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【平成 29年度活動報告】 

熊本地震より発生した災害廃棄物の現状と課題を探る研究集会 

～熊本市／戸島仮置場～ 

 

 12 月 9 日（土）に熊本地震より発生した災害廃棄物の研究を行うため、熊本市／戸

島仮置場にて施設研修会を行った。 

熊本市発注「熊本地震に伴う被災家屋解体廃棄物等処理業務」（以下「本業務」）

を実施している戸島仮置場を視察した。 

当学会九州支部／田中支部長の挨拶に始まり、熊本市震災廃棄物対策課／荒木技術

主幹兼主査、恒松主任主事の概要説明、バス車中からの各エリア及び施設の視察、質

疑応答を行った。車中からの説明は、本業務受注者の鴻池組・前田産業・前田環境ク

リーン・九州産交運輸・味岡建設 連合体（以下「鴻池連合体」）／南京副所長が対応

下さった。 

 

１．熊本市の被災家屋解体廃棄物処理について 

１）本業務概要 

  平成 28 年 4 月 14 日、16 日の熊本地震発生後、被災家屋解体廃棄物の処理にあたり、

プロポーザルでの業者選定を経て、12月より熊本市から鴻池連合体に本業務が委託さ

れている。（12月までは熊本県産業資源循環協会熊本市支部に委託） 

  

 

  この委託の処理予定数量 83万㌧（当初）は、発注時点（平成 28年 10月頃）での被

災家屋の解体件数を想定し、これをもとに算定したものである。平成 28年 6月に策定

した当初の処理実行計画では 80万㌧と推計していたが、その後、平成 28年 12月には

当初算入できていなかった事業所等の建物を踏まえるなどして 126万㌧、平成 29年 6

月には原単位の見直しのほか被災マンションを加え 147万 9千㌧と増加している。な

お、本業務の委託額は、仮置場の運営管理等（上記①②③⑤⑥）に係る固定費部分と

変動費（上記④にかかる部分。処理単価に処理実績を乗じて算出）で構成されている。 
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２）被災家屋の解体・搬入フロー 

り災の程度が全壊、大規模半壊、半壊と判定された（半壊以上の罹災証明書を得た）

被災家屋については、所有者からの市に対する解体申請に基づき、市が委託する解体

業者が解体。解体廃棄物は現場で分別ルールに従って分別され、解体業者により仮置

場に持ち込まれる。 

 

 

３）熊本市の仮置場 

  市内には５か所の仮置場を設置。今回訪問した戸島は、最も大規模かつ、受入品目・

処理量が多い（多いときは全体の 6～7割処理）とのこと。 

 

 







 

名称 震災前用途 

戸島 市最終処分場跡地 

(埋立完了) 

扇田 市最終処分場内の敷地 

(稼働中) 

熊本港 県所有地 

北部 民間最終処分場内の敷地 

新城南 民間物流倉庫跡地 
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２．戸島仮置場の概要



最終処分場跡地の赤枠部を舗装し、仮置き場として利用。トラックスケールは 5 台

（40t×2、60t×3）を設置。当初は、解体廃棄物の受入・分別を行いながらスペースの

やりくりをして舗装、仮設テント・機器等の設置を実施。現体制が完成したのは平成 29

年 6月とのこと。 

 

１）西ヤード

解体業者が持ち込む不燃系廃棄物を、品目ごとに分別・集積。大型物件解体開始後

は、キュービクルなども発生。 

２）中ヤード

家屋解体に伴い発生する廃木材、生木（幹、枝、根等）をチッパーで粉砕。木くず

の粉塵の飛散防止のため仮設テント設置し、また、チッパー粉砕部には上部より散水。 

３）北ヤード

  畳の破砕・圧縮梱包、可燃物破砕、下ごみ（家屋解体後の残渣）の選別を実施。畳

は破砕後に約 1m 角のキューブ状に圧縮梱包、セメント会社にて原燃料として活用し

ている（処理委託）。下ごみは仮設テントの中で振動篩により 3 段階で分別されてい

た。  
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３．まとめ

現地視察、施設の説明後に質疑応答が行われた。質疑応答の詳細は議事録のとおりで

あるが、熊本市では大規模な戸島仮置場の視察後の、「市保有の最終処分場やその跡地

があったので、なんとか対応できた。そうでなかったら仮置場の確保すら大変だったと

思う。遊休地が少ない関東、関西の大都市圏では、仮置場を確保することは非常に難し

いのではないかと思う。」との市のコメントにはその通りだと非常に参考になった。 

最後に、今回の施設研修開催に当たりご協力いただいた熊本市、鴻池連合体の皆様に

この場を借りて御礼申し上げます。 

 

施設研修部会幹事 
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熊本市戸島仮置場Ｑ＆Ａ 議事録 
 

 

Ｑ１：仮置場について、扇田とここ戸島は処分場跡地、あとは元々どういう土地だった

のか？ 

また、土地を確保する時の住民への説明等対策というのは、どういう状況だった

か？ 

 

Ａ１：仮置場の敷地のうち、扇田は現処分場で、戸島と城南は処分場跡地である。 

城南仮置場は 0.5ha と非常に狭く、周辺に住宅も多かったので、新城南仮置場を作っ

た。この新城南仮置場は鴻池連合体が受注した後に、民間企業の物流倉庫が解体中で

土地が近々空くと市城南総合出張所から情報提供があり、ここを活用させてもらうこ

とになった。現在、当該民間企業から土地を借りている状況である。ここはまわりに

民家が数軒程度あり、しばらく災害廃棄物処理のための作業をすることを説明してい

る。 

北部仮置場は熊本市にある民間廃棄物処理施設の敷地内の土地である。この民間廃

棄物施設にはコンクリートガラ再生処理施設や管理型処分場があることから、こちら

で受けたものをより近くで処理できるということもあって、この民間業者と協議して

借りることになった。また、周辺自治会長に事前説明を行い、ご理解をいただいてい

る。 

熊本港仮置場は、熊本県の所有地で、県の港湾課、国交省の港湾部署から協力いた

だいて使えることとなった。こちらは入居企業、漁協などに対して事前説明を行い、

また、周辺地域の方々にも説明してご理解をいただいている。いずれにしても戸島、

扇田の熊本市がコントロール可能な仮置場の土地については、とにかく「使わざるを

得ない状況なので…」というような説明で地域の皆様にはご理解をいただいて、地震

が起きて直ぐ災害の片付けガレキを受けたようなところであった。 

粉塵の飛散、木くずの道路への落下などの苦情もあったが、市としてもそれらに対

応しながら事業を進めることで、大災害ということもあり、周辺住民の皆様には許容

していただき、大変ありがたい状況である。戸島仮置場を除き災害廃棄物仮置場を事

前に計画で位置付けしていたわけではなくて、やむを得ず設置せざるを得なかったと

いうのが実際のところである。  
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Ｑ２：ここの受託量は予定量 83 万トンとある。この業務を開始する前に当然現地調査を

して予定数量を把握したと思われるが、基本的な把握の方法として、個別にここか

らは何トン出そうだとか、細かく精査した積み上げなのか、それともざっと対象が

何万戸あるから、1戸当たりいくらとか、どのような考え方で算定されたのか？ 

 

Ａ２：今回は災害廃棄物処理実行計画を定めて、その中で推定量を出しており、現在は

同計画の第３版である。改定のたびにその推計量は増えている。当初の処理計画で

ある平成 28 年 6 月には 80 万トン、平成 28 年 12 月に算出（第 2 版）したのは 126

万トン、29年 6月現在（第 3版）は 147万 9千トンと推計している。 

推計方法は発災後 2 ヶ月ぐらいの時点では、被災建物棟数（半壊以上が申請対

象）、そのうちの解体棟数などを被害実態がわからない中で想定したものであった。

その後昨年の 12 月の時点では、当初よりも状況はわかってきている中での推計で、

大型の物件も加味するようにした。直近の 29年 6月に算出したものは、それまで処

理した量、件数の実績をもとに原単位（1 件当たり発生量）を想定、残り件数分を

引き伸ばしたものである。 

大型物件はまだその時点ではそれほど壊しておらず、マンションはまだ数件しか

解体していない。今のところはまだ確定はしていないが、10 件～20 件ぐらいが対象

になるのではないかと考えている。これらを踏まえて 147 万 9 千トンと推定したも

の。おそらく最終的には実績はこの計画の数字に近いものになると現時点でも考え

ている。 

 

Ｑ３：パンフレットの業務範囲の内容において、廃棄物の運搬処理、最終処分も含めて、

業務委託の範囲と理解していいか？ 

また、処理費用も含めて受託業者側ということか？ 

 

Ａ３：通常、廃棄物処理法により一般廃棄物は再委託できないことになっているが、今

回のように非常災害に位置付けられた場合は、再委託できることになっている。 

今回、受託業者は鴻池連合体だが、そこから更に民間運搬業者、処分業者へ再委託

という形態である。ただし、一部可燃物の焼却は福岡市、北九州市、飯塚市と自治

体にご協力いただいている。（有料） 

当初 83 万トンで 156 億円だったが、そのうち運搬と処分の部分は、廃棄物の量は

不確定であるため所分量に応じて支払う形として、単価で契約している。今は量が

増えているので、金額も総計で膨らむ傾向である。 
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Ｑ４：水の関係についていくつか教えてもらいたい。①一日の散水の使用量は？ ②一

部上澄みは再利用すると聞いたが、そのリサイクル率は？ ③残ったものは下水と

して放流するのか？ ④汚泥は乾燥して、最終的に処分されるのか？ 

 

Ａ４：基本的に場内の水は沈砂池に集まり濁水処理した上で散水に再利用するというフ

ローで行っている。再利用しなかった分は、公共水域に放流している。汚泥はそれ

ほど発生していないため、汚泥はまだ浚渫していない。再使用の水の量は、散水車

3 台で場内を廻って散水している。粉塵対策として場内の道路や搬入搬出の動線な

どに散水している。１日に散水車（4ｍ3）14～15 台分を水槽から給水しているので、

１日当たりの散水量は 60ｍ3程度である。 

 

Ｑ５：廃棄物の中で有価物が発生して、それである程度利益にまわるという効果はある

のか？また、それはどれくらいか？ 

 

Ａ５：金属くずに関しては有価物として売却するようにしている。売却金額は委託費用

から差し引くので、費用圧縮の効果はある。現在は、月当たり約 1,000 トン弱ぐら

い金属がスクラップとして出ている。 

 

Ｑ６：バイオマスは売却対象でなく処理委託か？ 

 

Ａ６：木くずは売却できるという想定ではなかったので、基本的に処理を委託している。

基本的には、セメント原燃料、バイオマス発電燃料、パーティクルボード原料化な

ど様々なリサイクル処理を行っている。 

 

Ｑ７：熊本市には、これまで災害廃棄物対策マニュアルがあって、マニュアルのここが

使えた、ここが使えなかったというようなところがあれば、その点を聞かせてもら

いたい。 

 

Ａ７：我々は初めて大災害の膨大な廃棄物を処理してきたが、マニュアルの保管の高さ

基準などを踏まえて管理に努めてきたが、当初は、入ってくる量が尋常ではなかっ

たので、それを参考にしようにもなかなかそのとおりにはいかないという部分もあ

った。 

また、木屑のチップが発酵して熱を持つので、それをしっかり管理するために、

危機感を覚えながら、マニュアルの取扱を参考にしたというところはある。 

あとは仮置場の面積はどれぐらい必要かというのを参考にしたいと思ったが、実

態としては、利用できる場所が限られる中で、「もう確保できる所はとにかく確保

しないといけない」といったところだった。マニュアルに従って広さを考えるのな

ら、災害発生前に、場所をあらかじめ確保しておかないと難しいと思う。今回の熊
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本地震で、最もこれがなくてはならない、あってなんとかなったというのは、まさ

にこの戸島仮置場である。現在、稼動している５つの仮置場のうち最も広い仮置場

であり、規模としては全体の半分ほどある。多い時は６～７割程度受け入れていた

ので、ここが無ければ、廃棄物を受け入れるのに非常に困窮する状況だったと思わ

れる。熊本市は政令指定都市ではあるが、この戸島仮置場のように郊外に仮置場と

して活用できそうな広い土地があった。最終処分場跡地という熊本市環境局で何と

か運用できる場所を持っていたのは大きかったと感じている。 

熊本市よりも大都市、例えば九州では北九州市、福岡市など、そのほか関東や関

西の大都市は大変ではないかと感じる。関東の自治体の方が見学に来られたとき、

戸島仮置場のような広さの仮置場を確保することは難しい、土地が見当たらないと

言われていたのが印象的であった。仮置場の確保は必須ではあるが、なかなか難し

いのだろうと感じた。 

 

Ｑ８：鴻池連合体には、処理技術の中でこれまで確立してきた技術と違って、何か工夫

したという点があれば、教えてほしい。 

 

Ａ８：現場の方では鴻池連合体が今年の 1 月からこちらの仮置場の管理をしているが、

当初の 2 月頃にはとてもテントの施工に着手できるような状態ではなかった。この

中で廃棄物を減らしつつ、私どもが技術提案した内容に持っていくのが大変だった。 

当時 1～3 月にはまず業者を確保しなければならないし、再委託業者と契約をしな

ければならないし、それから搬出先も確保しなければならない時期だった。そうで

ないと、運搬車を用意しても搬出先がない。そうは言っても、その時期に毎日戸島

だけで 1,000 台ぐらいの搬入があっていた。自転車操業のような中で、少しずつス

ペースを作りながら、できた所を直ぐに舗装し、テントを設置するなどして、今の

施設の状況に完成したのが 6月末だった。 

当初、想定していなかったのは、自治体の焼却炉については、ごみピットへの投

入扉が 10t 車向けにはできておらず、10t 車での投入が非常に難しいこと。ダンプで

きたとしても、車両の開口部に廃棄物がひっかかってしまうトラブルもあった。そ

こで、可燃物を破砕したりすることを始めた。それが当初の変更点、工夫した点で

ある。 

また、廃プラスチックはかなり嵩張るので、搬出時には破砕、減容化して、一回

にできるだけ多く運べるようにして出すというようなことをした。 

圧縮梱包については、東日本大震災の際も鴻池組が実施していたので、ここでも

当初から導入する計画であった。 

テントの中で行っていた粉塵対策（特にテントＣの木くず破砕処理）については、

見学時には稼動していなかったが、当初ベルトコンベアから出る箇所に散水してい

たが、強風時にはあまり効果がなかったので、上方から破砕機の破砕する入口部分

にどんどん散水する工夫をした。そうするとほとんど埃が出ず、最良な方法という
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のが分かった。その散水量やノズルの向きを重機オペレータがキャビンの中からリ

モコンで変えられるものもあり、使いやすい。 

 

Ｑ９：戸島仮置場はもともと土地の跡地利用の計画はあったのか？ 

 

Ａ９：市の計画としては、パークゴルフ場、グランド、多目的広場としての活用のほか、

九州電力に訓練場として貸している所がある。多目的広場では、利用を広く公募し

てしたが、幸い何も使っていなかったので、今回は、仮置場として活用することが

できた。 

ここは、熊本では長い歴史のある春の植木市を開催する会場であった。（もとも

と熊本市内の白川河川敷で開催していたのをここ 10 年ぐらいこちらの会場に移して

開催していた。）しかし、このような状況で使えなくなったので、昨年と今年はま

た別の場所に変えて開催していただいている。震災という状況であり、今は仮置場

として使用している。 

パークゴルフ場は非常に人気があって、昨年の 4 月 16 日の災害以降、直後の 2 ヶ

月間は、生活ごみステーションを一次仮置場として災害ごみを収集した関係もあっ

て一部生活ごみもこちらに入ってきて、臭気もあったが、皆さんマスクをしてパー

クゴルフをされていた。 

今後、今回の仮置場業務が終了したあと、この場所をどうするのかは、今回この仮

置場があって何とかなったという経緯があることを踏まえつつ、よりよい利活用を考

える必要があると思っている。 

 

Ｑ10：埋立地の跡地がこういう形で使えてよかったということであるが、仮置場にする

時にいろいろな施設を配置するということで汚水も出てきたと推察される。埋立地

の水処理施設を今回活用したという状況はあったか。 

 

Ａ10：こちらの埋立地は昭和 54年まで使用していたが、埋立て終了後には最終覆土してい

る状態である。現在は全部アスファルトで舗装されているが、被災当初はそれがない

状態だったので、いくらか浸透していたと思われる。今のように水が表層を流れてい

く状態ではなかった。むしろ舗装したことによって雨水の存在が目立ち、雨水対策を

して散水に使うという状況になった。 

ここはもともと水処理施設がない最終処分場なので、浸出水をバキュームで集め

て処理にまわしているが、汚水が増えるようなことは特になかったのではないかと

思う。 

以上 

 


