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巻 頭 言 

                       廃棄物資源循環学会 廃棄物計画部会  

代表 中村恵子（健康・環境デザイン研究所） 

１．はじめに 

 東日本大震災から 2 年の 3 月 11 日、この日、震災以後、まちづくりへの発言を強

めている世界的建築家、隈 研吾氏による学士会講演会『震災とデザイン』を部員

の皆様と共に聴講した。氏によると、世界でも日本でも大災害の後、まちづくり、

建築の手法が変化するという。 

たとえば、50～60 万の死者が出たといわれる 1755 年のリスボンの大震災は、「神

様に守ってもらうのではなく、自分たちで守ろう」という意識改革をもたらし、フ

ランス革命、啓蒙主義へつながり、建築も 1784 年にビジオネールという建築家集団

が球形の建築を構想する等、コルビジェなど 20 世紀近代建築につながる萌芽がでた。 

日本でも関東大震災以後、圧倒的な木造づくりから、不燃性の鉄骨・コンクリー

ト造りの建築が増えていく。3.11 以後はどのように変化していくのかの解として「負

ける建築」というキーワードを提示された。即ち「自然に従順な建築」である。 

期せずして、昨年の巻頭言で私が述べた≪この震災で、日本国民は、地震・津波・

原発被災地の多くの人々と地域の犠牲の上に、本当に理解した。「日本列島の自然(と

りわけ地球内部活動)と共に生きること」をベースに政策を打ちださなければならな

いことを。≫と一致した。   

災害廃棄物処理ではどのような変化があるのだろう。当初、阪神淡路大震災での

経験を最大限生かしながら進めてきたが、時間がたつにつれ、広域で、津波堆積物

が多く、農漁村を襲ったこの震災は、阪神淡路大震災とは別物であるとの認識が広

まってきている。阪神淡路大震災を踏襲し、災害廃棄物処理を 3 年で処理完了の計

画で、広域処理方針なども出されたが、それが妥当だったのかの意見もある。この

事実を踏まえ、震災廃棄物対策指針、災害対策基本法も改正されるだろう。 

廃棄物計画部会では、平成 24 年度も「災害廃棄物処理計画」に取組んできた。部

会研究会、研究討論会、小集会を通じて、貴重なご意見が蓄積されてきて、全て今

年度活動報告書にまとめている。この報告書を、部員の皆様の研究、業務を通じ、

少しでも次なる災害に向け寄与できるよう、活用していただければ幸いである。 

１．廃棄物計画部会活動方針 

「住民のための廃棄物行政」展開の為に掲げている活動方針は、下記である。 

①  「グリーンイノベーション時代を見据え、３R の推進時に環境負荷と GHG 削減、

資源・熱エネルギー回収を実現する効率的な運営・コスト負担のあり方から、従

来の枠組みを問い直し、新たな廃棄物計画のあり方を提起できる活動」 

②  「3 月 11 日東日本大震災の災害廃棄物のような緊急課題に柔軟に対応する活動」 

今年度も活動方針②に則り、『災害廃棄物処理計画』に取組んできた。年会小集会、

研究討論会セッション、■話題提供■部会活動議論で構成される部会研究会を、

有機的に連携し、学会、部員の皆様の研究、仕事に有益になるように図っている。 
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２．平成 24 年度活動内容 

 「災害廃棄物処理計画」について、「①事前に準備する計画」「②発災後実施する

計画」「③復旧・復興とからめて実施する計画」にわけて検討する必要があると考え、

まず「①事前に準備する計画」に取組み、昨年≪秋の小集会≫で、≪地震列島日本

の「災害廃棄物処理計画」－過去から未来へ伝えるべきこと（1）事前編≫として、

山本氏を軸に大規模都市仙台市、支援した神戸市、業務を行った当部員国際航業井

土氏に事前準備必須事項を議論していただいた。 

今年度≪春の研究討論会≫でも引き続き「①事前に準備する計画」に取組み、日

本の大部分を占める小規模都市に焦点をあて≪地震列島日本の「災害廃棄物処理計

画」－過去から未来へ伝えるべきこと（２）事前編ー≫宮城県亘理町、支援した関

西広域連合、宮城県、国際航業の担当者に事前準備必須事項を議論していただいた。 

≪秋の小集会≫では、発災後「災害廃棄物処理実行計画」が策定、実施、運用さ

れている時期であり、「②発災後実施する計画」として、その実態と現時点での問題

点を探るために≪地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」－過去から未来へ伝える

べきこと（３）実施・運用編ー≫で、宮城県、名取市、当部員東北大学劉先生に意

見発表・議論していただいた。学会誌、議事録で既に公表されているように、時期

にかなった内容であると好評を得ている。 

 第１回から第４回研究会の■話題提供は、いずれも「災害廃棄物処理計画」を検

討したり、業務で行う場合に有益な情報、議論の素地になる話題を企画した。   

（１）24 年度春の研究討論会≪地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」 

   －過去から未来へ伝えるべきこと（2）事前編ー≫ 

（２）24 年度秋の小集会≪地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」 

   －過去から未来へ伝えるべきこと（３）実施・運用編ー≫ 

（３）研究会 第 1 回～第４回「話題提供」テーマ 

◆第１回研究会・幹事会 ７月 28 日 9 時～17 時 亘理町郷土資料館・図書館会議室   

■施設見学「亘理町仮設焼却施設」「一次集積場」視察 

■話題提供「今日の施設見学まとめ」 佐藤亘理町総務課長 

      「災害廃棄物処理計画実施・運用とリサイクル」 劉 庭秀氏 

      「生活者視点からみた災害廃棄物処理計画実施・運用」斎藤優子氏 

■部会活動議論「年会テーマと内容」 準備工程決定 

◆第２回研究会・幹事会 ９月 7 日 13 時～17 時半 臨海管路輸送施設会議室  

■施設見学「臨海地区ごみ管路輸送施設」見学 

■話題提供「釜石市災害廃棄物処理事業」臼井直人氏 

■部会活動議論「年会準備」論点確定・秋の小集会タイトル、パネラー、論点の

整理 実施行程表作成・25 年度部会活動について・学会誌特集号の部会担当 

◆年会企画セッション総会 10 月 23 日 仙台国際会議場ラフォーレ  

 ■年会企画セッションの総括 

 ■部会活動議論 「25 年度春の研究討論会」「25 年度活動計画案」「25 年度予算案」 
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◆第３回研究会・幹事会 １月 19 日 9 時～12 時 三田いきいきプラザ会議室Ｃ  

 ■話題提供 「都市計画と災害廃棄物処理計画」 山下 実氏 

■部会活動議論「2６年度春の研究討論会テーマと内容」決定「活動報告書準備」

「次年度活動計画案」「次年度予算案」決定→学会本部に申請 

◆准研究会  3 月 11 日 18 時～20 時 学士会館 

 ■講演聴講 「震災とデザイン」 東京大学 隅 研吾教授 

◆第４回研究会・幹事会 ３月 30 日 9 時～12 時 三田勤労福祉会館   

 ■話題提供「災害廃棄物対策の計画」中村恵子氏 

■部会活動議論「Ｈ25 年度春の研究討論会論点、役割分担、準備」「」 

「活動報告書」「今年度の総括反省」「次年度活動計画」「次年度予算」「部会 HP」 

３．『災害廃棄物処理分別・実務マニュアル』分担執筆 出版 

  短期間で、当部会関西 G、関東 G の皆様の力を結集して分担執筆した当学会編著

の上記書籍が 5 月 10 日に初版発行された。 

４．新入会員の紹介 （入会日時順） 

  今年度の新入会員をご紹介致します。ご活躍されている方、フレッシュな方に

入会していただきました。部会活動が一層厚みを増してきました。 

○由田秀人氏 日本環境安全事業(株）取締役 

 ○西垣正秀氏 神戸環境クリエート(株） 

 ○鈴木和将氏 埼玉県環境科学国際センター  

５．平成 25 年度活動計画予定 

平成 23 年度、24 年度は活動方針②に取組んできた。②の取組を形に残す活動

を続けながら、平成 25 年度からは、活動方針①「グリーンイノベーション時代

を見据え、３R の推進時に環境負荷と GHG 削減、資源・熱エネルギー回収を実現

する効率的な運営・コスト負担のあり方から、従来の枠組みを問い直し、新たな

廃棄物計画のあり方を提起できる活動」の取組を開始することになった。まずは、

国民的緊急課題である、エネルギー政策と廃棄物処理施設の在り方をどう廃棄物

計画に反映していくかに、今年度は取組む。 

■部会員の皆様からの話題提供を募集：研究会で新テーマに寄与する話題募集 

■収益事業も考える：学会の要請に応じ検討開始 

参考≪これまでに出された研究会話題提供案リスト≫ 

【計画論】「ファンクショナルアプローチ 」 

【適正処理】中村恵子氏 「一般廃棄物と産業廃棄物の燃料化」 済 

           「廃棄物処理施設の位置づけ」 

【コスト】三品雅昭氏  「さいたま市の廃棄物会計」 

【コスト】「今年度の循環型社会形成予算」 

【処分】臼井直人氏「最新の最終処分場の動向」 

【資源化】 石井一英氏 「バイオマスの最新動向」 

【資源化】 橋本昭夫氏 「生ゴミの資源化」 
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≪H25 年度春の研究討論会≫ ５月 31 日  川崎産業会館  

 『地震列島日本の災害廃棄物処理計画―（４）復旧・復興編』 

■幹事会「研究討論会反省」「活動計画」「年会テーマと内容案」「学会誌編集」 

◆H25 年度第１回研究会・幹事会   ７月  東京？関西？    

■話題提供 案「廃棄物処理施設の位置づけとエネルギー回収」中村恵子氏 

■部会活動議論「年会テーマと内容」決定 

 行程表：7 月初 企画セッション設定と時間帯意思表示 

     7 月末 幹事・顧問で企画セッション概要案作成 

     8 月初 企画セッション概要案に部員の皆様の意見もらう 

     8 月 1０日締切 企画セッション 趣旨 パネリスト 概要文書 

「予算」学会から決定額通知→それに対応し「活動計画」「予算」修正案作成 

     →9 月の幹事会・研究会関東 G、関西 G の意見交換、決定 

◆Ｈ25 年度第２回研究会・幹事会    ９月   東京  

 ■話題提供 案「最終処分場とエネルギー回収」臼井直人氏 

■部会活動議論 

「年会準備」論点確定 

行程表：論点提示 9 月 12 日→10 月 12 日資料作成→11 月 2 日搬入 

役割分担確定：幹事会日時・場所、懇親会日時・場所 

「活動計画修正案」「予算修正案」「次年度研究討論会案」「活動報告書締切日」      

◆廃棄物資源循環学会発表大会 11 月 2，3，4 日 北海道大学工学部 

 ≪小集会≫ 11 月 3 日 テーマ案『廃棄物処理施設と熱・エネルギー回収』 

幹事会開催  

 ■部会活動議論  

「26 年度春の研究討論会について」「26 年度活動計画案」「26 年度予算案」 

◆Ｈ25 年度第３回研究会・幹事会 平成 26 年１月   東京 新年会  

 ■話題提供 「未定」 

■部会活動議論 

「26 年度春の研究討論会テーマと内容」決定、テーマと時間帯：12 月望提出 

行程表：中村代表が趣旨・企画案策定→意見交換→決定→パネリストに要請 

→パネリストからの受諾を経て２/18 まで学会報告。 

「活動報告書準備」「次年度活動計画案」「次年度予算案」決定→学会本部申請 

◆Ｈ25 年度第４回研究会・幹事会 平成 26 年３月   東京  年度終了会   

 ■話題提供 「未定」 

■部会活動議論「26 年度春の研究討論会論点、役割分担、準備」決定、 

「活動報告書準備」「今年度の反省」「次年度活動計画」「次年度予算」「部会 HP」 

 

 

 

 



《部員が力を併せ執筆した『災害廃棄物分別・処理実務マニュアル』》



１． 部会活動報告

１.１ 平成２４年度 廃棄物計画部会活動について

平成２４年度は、平成２３年３月に発生した東日本大震災に対する廃棄物計画

部会としての取り組みとして、昨年度に引き続き学会の年間行事を活用し災害廃

棄物の処理計画等について議論した。会合の日時、議題、参加者、開催場所は、

表１-１のとおりである。

表 1-1 平成２４年度 廃棄物計画部会 部会活動

日時 グループ 内容 参加者 開催場所

4月14日
（土）

関西 東南アジアにおける廃棄物問題について
青野、小泉、福岡、山本、池田、金子、花嶋、
半田（大工大院）

アーシン

合同

研究討論会（川崎市）

地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」
－過去から未来へ伝えるべきこと（2）事前編―

参加者94名

合同 反省会

中村代表、臼井、橋本、青野、片柳、田中、仲

地、西川、山下
葛畑（国際航業）、佐藤（亘理町）、津田（尼
崎市）、宮城（宮城県）

6月30日
（土）

関西 中小都市向け震災廃棄物計画の立案について 山本、金子、青野、田中、花嶋 アーシン

7月28日
(土)

関東 第１回研究会・幹事会
中村代表、臼井、橋本、三品
岡山、斎藤、劉、山下
佐藤（亘理町）

宮城県渡里町

9月7日
(土）

関東
第2回研究会・幹事会
 臨海副都心ごみ管路輸送施設見学
 釜石市災害廃棄物処理事業について

中村代表、臼井、橋本、三品、井土
岡山、片柳、劉、山下

東京都有明清掃工場

9月29日
（土）

関西 災害廃棄物量の推計方法と原単位について 山本、金子、青野、田中、花嶋 アーシン

平成24年度　企画セッション（仙台）

地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」
－過去から未来へ伝えるべきこと（３）実施・運
用編―

参加者104人

反省会・総会

中村、臼井、橋本、三品、井土、青野、片柳、

山下、仲地、岡山、斉藤、堀井、金子、市岡、
藤原（宮城県）、劉（東北大）、木村（名取
市）

12月15日

（土）
関西 研究討論会のテーマについて 青野、山本、金子、田邊、池田、福岡、花嶋 アーシン

1月19日
（土）

関東
第3回研究会・幹事会
都市計画と災害廃棄物処理計画について
春の研究討論会案について

中村代表、臼井、橋本、三品、井土、青野
西川、片柳、小崎、山下、鈴木

港区三田いきいきプ
ラザ

3月9日
（土）

関西 リスクの把握と回避について 金子、小泉、青野、池田、田村、福岡、花嶋 エックス

3月30日
（土）

関東
第4回研究会・幹事会
今年度の活動および次年度の活動計画等について

春の研究討論会について

中村代表、臼井、橋本、三品、井土
片柳、山下、小崎

港区勤労福祉会館

合同
10月23日
（火）

5月31日
（火）

仙台国際センター

川崎市産業振興会館



１.２ 研究会 議事録

１．２．１ 第 1 回 廃棄計画部会 研究会議事録

開催日時：平成 24 年 7 月 28 日（土）仙台駅 9:40 集合⇒亘理駅 17:30

開催場所：宮城県亘理町

参加者（敬称略）：

中村（健康・環境デザイン研究所）、臼井（大成建設）、岡山（名古屋大学）、齋

藤（東北大学） 三品（さいたま市）、橋本（治）（東京都）、劉（東北大学）、山

下（東京建設コンサルタント） 特別参加 佐藤氏（亘理町）   以上 ９名                    

1. 研究会・幹事会の内容

① 亘理町 仮設焼却施設等見学

③  亘理町一次集積場 仮設住宅 視察

④ 亘理町郷土資料館にて 研究会・幹事会

２．亘理町二次仮置場視察（災害廃棄物処理業務（亘理名取ブロック（亘理処理

区））

宮城県は仙台市以外を４ブロッック（気仙沼、石巻、宮城東部、亘理名取）

に分けて県が業務を発注、亘理町は亘理名取ブロック（名取市、岩沼市、亘

理町、山本町）で、大林・戸田・鴻池・東洋・橋本・深松・春山特定業務共

同企業体という大林 JV 企業体が二次仮置き場での災害廃棄物の処理を行って

いる。大林 JV 企業体の遠藤所長に処理状況の概要を説明していた だき、場内

を視察した。説明の内容等は別紙資料－１に添付した。

３．第 1 回研究会・幹事会

場所：亘理町郷土資料館・図書館会議室

時間：１４時から１７時３０分

（１）中村代表挨拶

  亘理氏の佐藤様、本日は大変親切に施設等の案内をしていただきありがとう

ございました。研究会でも総括として佐藤様にお話をまずしていただきます。今

年の秋の小集会は災害廃棄物処理計画の実施運用をテーマとしており、関連して

本日は新メンバーの東北大学の劉先生と佐藤さんに話題提供をお願いしました。

（２）平成 23 年度 第５回研究会(3/17)議事録確認⇒議事録を各自後で読んでい

ただくこととした。



   今回議事録作成者（橋本・青野⇒ 臼井 ）

（３）亘理町佐藤総務課長「今日の施設見学まとめ」

  案内をしていただいた佐藤総務課長から本日の亘理町における災害廃棄物の

処理状況視察の総括として、話をしていただき、質疑応答を行った。話の内容等

は別紙資料－２に添付した。

（４）話題提供

東北大学劉先生より「災害廃棄物処理計画実施・運用とリサイクル」と題し、

東北大学の齋藤さんより「生活者視点から見た災害廃棄物処理計画実施・運用」

と題して話題提供をしていただいた。内容は劉先生と斉藤さんが実際に現地に行

き、行政の担当者等から話を聞いた内容を整理していただいたもので、 大変興味

深い内容であった。

内容の詳細等を別紙資料－３に添付した。

（５）部会活動議論

１）研究討論会の総括

アンケート結果および反省会の議事録について説明

２）秋の小集会について

秋の小集会（企画セッション）は仙台で行われる学会の研究発表会（１０

月２２日から２４日）の２３日（火曜日）１０時４５分から１２時１５分

の予定

   タイトルは≪地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」－過去から未来へ伝

えるべきこと（３）実施・運用編―≫として、話題提供者の人選中

  劉先生に話題提供できるかどうかお聞きしたところ、日程が合えば可能と

のことであった。

また、名取市に積極的な方がいらっしゃるということで劉先生から紹介し

ていただくこととした。

３）今後の活動予定

（６）次回予定 平成 24 年 9 月 8 日（土） 14： 30～ 17： 00 予定

場所は東京都 有明清掃工場内 管路システムサブステーション会議室

（管路システムの見学も行う）

（７）懇親会

   18 時より仙台駅前パルコ９階「すし波奈仙台パルコ店」にて懇親会を開催

   劉先生、斉藤さん、岡山先生、山下さんに参加していただき、中村代表、

橋本さん、臼井で研究会に続いて、活発な意見の交換を行い、研究会とは

一味違った有意義な時間となった。



１．２．２ 第 2 回 廃棄計画部会 研究会議事録

開催日時：平成 24 年 9 月 7 日（土）

開催場所：東京都 有明清掃工場内 管路システムサブステーション

参加者（敬称略）：

中村（健康・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所）、井土 (国際航業)、臼井（大成建設）、岡山（名

古屋大学）、片柳（環境管理ｾﾝﾀｰ）、三品（さいたま市）、橋本（治）（東京都 ）、劉

（東北大学）、山下（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）以上 ９名

                                                       

1. 臨海副都心ごみ管路輸送施設（サブステーション）見学

臨海地区のごみ管路システムは、総工費３３２億円で１９９５年に運転を開始

した。現在は、管路総延長 16.4ｋｍの世界でも最大規模のシステムとして約７０

棟のオフィスビル、商業ビル、高層集合住宅から１日１０トン程度のごみを有明

清掃工場に真空輸送している。

見学は、ビデオにてシステムの概要を把握した後、ごみの流れに沿って施設見

学を行った。想像していたよりも規模が大きかった。また、竣工後１７年を経過

している割には施設全体がきれいであった。

見学後の質疑応答では、ごみ質やリサイクルの状況、コストなどのほかに、環

境影響や安全性などの質問が出された。ごみ質は、管路輸送単独の調査は行われ

ていないが、目視では、紙ごみやプラスチックが多く、不燃物が混入しているこ

とが確認されている。また、従来、管路輸送のメリットと考えられてきた、密閉

性、常時排出可能などがごみの減量化やリサイクルの進展を妨げているのではな

いかとの意見も出された。

コストについても、補修、運転作業、維持管理に多大の費用がかかり高額にな

っていることが説明された。総合的には環境面から評価されている。

２．第 1 回研究会・幹事会

場所：東京都 有明清掃工場内 管路システムサブステーション会議室

時間：１４時３０分から１７時３０分

（１）中村代表挨拶

（２）平成 23 年度 第１回研究会(7/28)議事録確認

（３）話題提供

臼井氏より「釜石市災害廃棄物 処理事業 （混合廃棄物）」について 実際に災害

廃棄物の中間処理を行っている状況について話題提供をしていただいた 。

釜石市は岩手県（津波堆積物も合わせて約 525 万トン）の 16%（災害廃棄物 53

万トン、津波堆積物 29 万トン）の災害廃棄物量が推定されている (H24.7)。この



うち約 28 万トンと推定されている混合廃棄物を平成 26 年 3 月までに処理を行う

事業である。処理を行っている二次仮置場は釜石市の北端、大槌町に近い片岸町

にあり、ここで 350t/日の破砕・選別ラインを２ライン設置して処理を行ってい

る。釜石市は旧清掃工場を改修してがれき専用の溶融炉（ 109t/24h）を持ってお

り、処理した可燃物はここで溶融している。コンがら、木くず、スクラップとい

うリサイクル品は地元業者が別事業として受注している。片岸での処理はスクリ

ーンにより一次および二次選別を行い、そのオーバー分を手選別でコンがら等と

可燃物に分けている。鉄類は磁選機で除去している。二次選別後のトロンメルア

ンダー分（20mm アンダー）は風力選別機で重量分と軽量分に分けている。

可 燃 物 及 コ ン ガラ 等 の リ サ イ ク ル 品 以 外 で は 不 燃 物 を 三菱 マ テ リ ア ル 等 のセ

メント原料として搬出している。

環境測定としては騒音、粉じん、仮置き可燃物内部温度、搬入物の放射線量等

を測定しており、月毎の定期調査では敷地境界における放射線量、粉じん、騒音、

アスベスト、選別物の組成、放射能濃度等を測定している。

（４）部会活動議論

１） 平成 24 年度 秋の企画セッションについて

・タイトル：《地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」

－過去から未来へ伝えるべきこと（３）実施・運用編―》 とする。

・話題提供は下記の方々にお願いし、了解を得ている。

１．藤原 成明氏：宮城県環境生活部 震災廃棄物対策課処理推進第一班技術補

佐（班長）

宮城県の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について

２．木村 敏 氏：名取市生活経済 部 次長兼クリーン対策課長

名取市の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について

３．劉 庭秀 氏：東北大学大学院 国際文化研究科 国際環境システム論講座

准教授

被災市町村の災害廃棄物処理ヒヤリング調査から見えてくるもの

・発表の順番：劉先生⇒木村さん⇒藤原さんの順番に変える。

・発表用パワーポイント：下記論点をベースとして 10 月 5 日 (金曜日)までに中

村・臼井宛に送付していただく。

・論点 ：災害廃棄物処理計画の実施・運用にあたり何がうまくいって、何が

うまくいかなかったかという視点を論点とする。

・パネルディスカッション（コーディネーター：井土さん）

  「次の災害が起きた時、災害廃棄物処理実行策定にあたりどのようなアドバ

イスをしたいか」をパネルディスカッションの初めの質問とする。パネリス



トとのやり取り後、最後の質問を「どのような災害廃棄物処理実行計画を策

定すればよいですか」で閉めたい

⇒例えば議論の内容を計画を策定する項目（処理主体、市町村の処理体制、権限・

責任・役割分担・・・・）に対応した内容でまとめる。

２） 平成 25 年度 研究会活動計画について

「H24 年度修正研究会活動計画及び H25 年度研究会活動計画案」について中村代

表より説明

・次回の幹事会・総会について、今回は、企画セッションの日程（ 10 月 23 日 10:45

～）に合わせて研究発表会に参加する部会員が多いため、前日開催は難しい。企

画セッショ ン後の反 省会で幹 事会・総 会 を行う。反 省会（幹 事会・総 会）は 12

時 30 分過ぎより 13 時 30 分頃の予定、場所は後日連絡（臼井が探す）

・総会では次年度の計画、次年度の予算、活動報告書原稿締切、 H25 春の研究討

論会を議題とする。

・活動報告書の原稿締め切りは平成 25 年 3 月 22 日の予定とする。

・平成 24 年度の研究会は企画セッション開催後、平成 25 年 1 月に第 3 回、3 月

に第 4 回を行う。第 3 回の話題提供は東京建設コンサルタントの山下さんに、第

4 回は日本学術会議で中村代表が講演した内容をお願いする。

・平成 25 年度春の研究討論会は《地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」過去か

ら未来に伝えるべきこと(4)復旧・復興編》としてパネリスト・話題提供者として

環境省、県（岩手県？）、自治体、研究者（都市計画関連）、コンサルで検討する。

⇒秋の企画セッションの結果を踏まえて計画する。シリーズと しては復旧・復興

で最後となるが、シリーズ全体をまとめる必要がある。まとめは平成 26 年度では

どうだろうか？

・平成 25 年度の研究会は平成 24 年度と同様に４回とし、第 1 回（7 月）を東京

で行うか関西で行うかは今後検討する。秋の企画セッションは 11 月 2,3,4 日に予

定されている学会の研究発表会会場である北海道大学工学部で行われる。テーマ

は今後詰めていくが、代表が新体制の活動方針で示した②緊急事態に柔軟に対応

するとして取組んできた災害廃棄物処理計画のシリーズを終え、活動方針①に移

行し、様々な課題がある中で、優先順位と して、国民的関心の高いエネルギー政

策と廃棄物処理計画を検討する必要があると代表は考えている。たとえば「廃棄

物処理施設と熱、エネルギー回収」のようなテーマも候補である。今年秋の小集

会、来年春の研究討論会の議論の経緯を見て決定する。



３） 学会誌特集号の部会担当について

・廃棄物計画部会が平成 25 年度の学会誌特集号の部会担当となり、特集号の原稿

執筆を行う

・ 学 会 担 当 者 は 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 編 集 委 員 会 編 集 事 務 局 の 鍜 冶 さ ん

(edit@jsmcwm.or.jp)

・テーマ案「災害廃棄物処理計画」に決定。環境省、県、市町村、コンサル、ゼ

ネコン等７人程度の方に執筆を依頼したらどうか？

詳細がまだ不明

⇒研究会開催後鍛冶さんから以下の内容のメールがありました。

①担当学会誌の号数

第 24 巻第 6 号（平成 25 年 11 月末発刊予定）

②廃棄物計画部会担当者

2 名

③執筆者

6 名から 9 名

④執筆者原稿締切日

2013 年 9 月末日

⑤一人当たり原稿文字数

全体で 40～ 60 ページ程度

例えば、8 名であれば一人 6～ 7 ページ、和英要旨で 1 頁分以外で 2300×5＝ 11500

文字（図表含む）また、事例のみの原稿であれば、要旨を省い た体裁で 4 ペー

ジ程度、フルペーパーと併せて企画することもある。

⑥原稿執筆者への依頼手続き

7 月末に編集事務局から正式に依頼書を送付する。

直前の編集委員会までに、企画案をご提出、連絡先を報告する。（期限は時期が

来たら連絡する）

（５） 次回の研究会の予定について

次回は 10 月 23 日（火曜日）12:30 より（企画セッション開催後）総会を行う。

第 3 回研究会は 1 月 15 日（火曜日）開催の予定、場所は未定

以上



１．２．３ 第 3 回 廃棄計画部会 研究会議事録

開催日時：平成 25 年 1 月 19 日（土）

開催場所：港区三田いきいきプラザ   ２階 Ｃ会議室

時間：９時から１２時

参加者（敬称略）：

青野（エックス都市）、井土(国際航業)、臼井（大成建設）、片柳（環境管理ｾﾝ

ﾀｰ）、小崎（住金セメント）、鈴木（埼玉県環境衛生センター）、中村（健康・環境

ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所）、西川（エックス都市）、橋本（治）（東京都環境公社）、三品（さ

いたま市）、山下（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）以上１１名

                                                       

（１） 中村代表挨拶

今年初めての研究会で若い新人が入会した。

昨日、学術研究部会の交流会があり、研究討論会の形が変わるという話が合った。

今年も積極的な活動を行いたい。

（２）話題提供：都市計画と災害廃棄物処理計画（山下氏）

・都市計画とは：インフラ、生活安全のための計画、狭い意味では土地利用、都

市施設に関する計画を定め、規制、誘導

・都市計画の策定：区域⇒配置方針⇒土地利用計画⇒道路、公園等の都市施設計

画

・メニュー：方針⇒都市計画区域マスタープランにより目標、方針

（市町村は市町村マスタープラン）

・土地利用はとしては区域計画（都市計画法第７条）、地域計画（都市計画法第８

条）がある。

・都市施設の計画の中に廃棄物施設：汚物処理場、ごみ焼却場という表記のみ

都市計画運用指針（Ｈ１８．１１）汚物処理場、ごみ焼却場およびその他の廃

棄物処理施設の計画について記されている。

・考え方：都市計画決定を行うことが望ましい。法的連携、部局の連携が望まれ

ている。

・留意事項：基本的考え方：都市計画運用指針①配置②区域③位置

・どこに設置するのが望ましいか：都市供給処理施設計画標準（案）がまだ生き

ている。

・災害計画と都市計画を考えた場合、防災も重要な課題となる。

・災害廃棄物計画はその上位計画である地域防災計画を保管する個別計画



・都市計画と災害：都市計画マスタープランが２０年後の町を目指すのであれば、

災害に備えるという意味は、被害想定に基づいた震災復興想定をマスタープラ

ンで行っておくこと？

・災害廃棄物処理計画と都市計画の連携

《話題提供に関連した議論》

・鈴木：それぞれの部署が単独で動いており連携が悪い。どのようにすべきか悩

んでいる。

地球温暖化等では調整会議があり、連携した動きができている。

災害廃棄物も調整会議のような枠組みが必要では。基本的な方針が決まらないま

まで行われる会議が多く、自分たちの部署の都合だけの会議になりその部署の目

的が会議の目的となっている。それぞれの部署のあり方等が調整できる会議がな

い。

・西川：昭和 35 年の指針が大きく影響を及ぼしているのは実態だが 2002 年の日

本都市計画学会で都市計画マニュアルの改訂版が出され、昭和 35 年の古いに指針

よる計画策定をやめようという動きがあった。温暖化に関連しては、焼却施設は

悪者となっているが、広域化を行い、エネルギー供給施設として見直そうとして

いる。

・災害廃棄物の処理に関し、焼却施設がエネルギー関連施設として見直されてい

る。避難場所としての機能等もある。国からの号令も必要。エネルギー施設とし

ての焼却施設は県に一つあればよいと思っていたが、小さな市町村まで持ってお

り、維持管理も難しい中で老朽化しているところが多い。

担当者間での話は出ているが、大きな方針が出てこない。

・制度つくりも大切：意思決定者はだれかが大きな問題、課長クラス・部長クラ

スを集め、そこでの協議結果の位置づけが問題。権限移譲が大事。制度つくりが

不足。部長クラスはコンセプト的な判断で決まる、イニシアチブをとれる市長が

居り、会議にその人が入っていれば、その方向に動く。行く。

会議のやり方⇒政策決定に直接かかわる会議が必要、制度設計が必要、

○学会の在り方⇒積極的に政策に関与する活動

最終処分場：都市計画の中に位置づけられていない。

○小崎さん：セメント会社⇒都市計画の中に民間会社の役割等を考慮しての連携

が必要では

２０３５年の人口将来予想、都市計画の位置づけとしてどう考えるかをきちんと

すべき、

広域の処理場があるができたときの状況と変わってきており、人口の増減、発生



量の予測をどのように見て計画に結び付けるかが難しい。

○今までは希望的な人口で計画を立てていた。近年は実現可能な範囲での計画策

定に変わっている。災害廃棄物はリスク、最小値で計画を立てるのは難しい。

○単独の市町村では難しいところがある。

橋本さん：都市計画研究室：大学の研究では話が少し違った研究をしている。

井土さん：余熱利用があるとマンション棟が張り付き、街ができているところが

ある。適地選定の考え方が変わってきている。風評だけの話で事業が進まないと

ころもまだある。

（３）部会活動議論

１） 平成２５年度 研究討論会について

○昨日、研究部会意見交換会が開催された

・平成２５年度 研究討論会は日程が変わる動きがある。

・企画趣旨に関しての話は出なかったが、作成しておく必要がある。

・小集会の内容、テープをおこした結果を会員の皆さんに送った。

・小集会：１０４人、評判よかった。

・小集会では第 3 の仮置き場が提示され、大変興味深かった。

・次の研究討論会の議論に当たり、第３仮置き場をキーワードとして考えたらど

うか。

企画趣旨案を作成した。復旧・復興に使われる資材に関心があるのではという

ことで国土交通省、岩手県、市町村、研究者かコンサルということでパネラー を

お願いしている。

国土交通省と市町村の方が決まっていない。岩手県では廃棄物特別対策室の松

本様、研究者では東北大学の久田先生から協力したいとの返事をいただいている。

・国土交通省は、使う立場としての話を聞けたらと思い、適任ではと考えている。

亘理の佐藤さんから四国地方整備局の方を紹介してもらい山本さんが適任者を探

してくれるという話になっている。

・市町村としては亘理の佐藤さんの熱意を感じており、もう一度出てもらっても

よいのではと思っている。亘理では、工業団地の用地に復興資材として仮置きし

ている事例を見せてもらっている。

・今後、議論の論点をまとめ、その論点に合わせてＰＰＴ等を作っていただく。

議論の内容については、青野さんがまとめた概要を添付しましたので参照してく

ださい。

２）学会誌特集号の執筆について

6 名から９名の執筆者ということなので、①環境省②県③市町村④コンサル⑤ゼ



ネコン⑥広域支援⑦研究者⑧住民からという枠で、今まではパネラー等で発表し

ていただいた方ではと考えている。

３）活動報告書の作成について

3 月 22 日（金曜日）を原稿の締め切りとする。学会への発送は 4 月 1 日を予定し

ている。

４）平成 24 年度収支および平成 25 年度活動予算案

平成 24 年度の収支は予算残金が 761 円とほぼ予算通りの支出であった。

平成 25 年度の予算案は平成 24 年度予算案とほぼ同額を要求する。

５）平成 25 年度 研究会活動計画について

次回が平成 24 年度最後の研究会で、開催は 3 月を予定

平成 25 年度の活動計画案については資料を各自で見て、意見等がある場合にはメ

ールで

６）部会ＨＰについて

なるべく早く新しい形に修正し、内容を更新したい。

ＨＰ作成が得意の方がいたら協力してほしい。

７）講演会について

社団法人学士会主催の講演会「震災 とデザイン：東京大学 隈 研吾教授」

3 月１１日（月）夕食会が開催される。締め切りは 2 月 1 日、会員外でも参加可

能：申し込みは中村代表より、希望者は中村代表へ

（４） 次回の研究会の予定について

次回は 3 月 30 日（土曜日）午前中：関西との合同研究会ができるかを検討

  

以上



１．２．４ 第 4 回 廃棄計画部会 研究会議事録

開催日時：平成 25 年 3 月 30 日（土）

開催場所：港勤労福祉会館 和室、三田いきいきプラザ B 室

時間：９時から 12 時、 13 時から 15 時

参加者（敬称略）：

井土(国際航業 )、臼井（大成建設）、片柳（環境管理ｾﾝﾀｰ）、小崎（住金セメン

ト）、中村（健康・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所）、橋本（治）（東京都環境公社）、三品（さ

いたま市）、山下（東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）以上８名                   

資料：

資料 0-1 「災害廃棄物対策の計画－事前の災害廃棄物処理計画（詳細版）

と発災後の災害廃棄物処理実行計画 」

資料 0-2 災害対策基本法の一部を改正する法律案の概要

資料 0-3 （新）震災廃棄物対策指針の策定

  資料 1  平成 25 年度 春の討論会について

  資料 2  平成 24 年度の研究活動について

資料 3  平成 25 年度の研究予定について

資料 4,5 平成 24 年度予算執行状況と平成 25 年度予算について

（１） 中村代表挨拶

・平成２３年度、２４年度と活動方針の②「 3 月 11 日東日本大震災の災害廃

棄物のような緊急課題に柔軟に対応する活動」の基づき、「災害廃棄物処理

計画」に取組んできた。次回の研究討論会でシリーズ最終回とするが、そ

の準備も兼ね、本日は「災害廃棄物処理計画」に関する知見の総まとめを

皆様と共有します。

・日本学術会議安全工学シンポジウムが昨年７月５日にあり、計画部会員が

分担執筆した『災害廃棄物分別・処理実務マニュアル』の紹介と、事前の

「災害廃棄物処理計画(詳細版)」と発災後の「災害廃棄物処理実行計画」

策定手順の紹介を行った。

・発表論文は、今年度の活動報告に携載予定である。

・今年度も活動計画通り、研究会、研究討論会、小集会を開催し、皆様と共

に有意義な時間を持てたことを喜ばしく思います。「災害廃棄物処理計画」

については、引き続きまとめに向け努力を続け、 次年度は、活動方針の①

に沿い「廃棄物処理施設とエネルギー回収」にテーマを移します。今後も

皆様共々楽しく研究活動を進めていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。



（２）話題提供について

「災害廃棄物対策の計画－事前の災害廃棄物処理計画（詳細版）と発災後の災害

廃棄物処理実行計画」（中村代表）

・『災害廃棄 物分別・処理 実務マニュ アル 』に整理し た事前 の「災害廃 棄物

処理計画(詳細版)」発災後の「災害廃棄物処理実行計画」策定手順

・小集会・研究討論会≪「災害廃棄物処理計画」 事前編（１）、（２）実施・

運用編（３）≫でパネリストが発表した意見のレビューが行われた。

・また 、「震災 廃棄物対 策指針の 改定」 と今国会と 次の国会 以降に「 災害対

策基本法改正案」が提出されることが紹介された。

《話題提供後の議論》

片柳：現在の問題が実務マニュアルに載せられていない。今後、計画策定に

盛り込むことが仕事となる。

三品：さいたま市では、10 枚くらいの資料で災害時の実務マニュアルを作成

している。

   今後は担当として何をやるのかという資料を作って行きたい。

片柳：災害廃棄物処理は、市町村に 限界があるため、県が関与しなければな

らない。

   基本法で議論すべきである。

臼井：神戸と東日本では、廃棄物の捕らえ方が違う。

神戸は産廃扱いで、東日本は一廃扱いであった。

   災害廃棄物は、産廃や一廃と分け て考える必要がある。

井土：廃棄物処理法の枠組みを変える必要がある。災害のレベル別に国 が処

理主体を国直轄か、県直轄か、市町村かを判断し、早期に報道発表す

る必要がある。

臼井：行政内でも対応を取る必要がある。

三品：埼玉県では、さいたま市と川口市は独自で、その他の市町村は県が行

うことにしている。

   今後は、県の偉いさんに話しをしていきたい。

山下：マッチングをどこが行うかが問題である。全て流された市町村にどん

な情報を流すのか、自治体間で助け合うことが必要である。

  橋本：東京都は、事業継続性（ＢＣＰ）を考えている。工場ではペラ１枚で

やれるように準備している。個人名を入れることは、役所内では問題

ないが、取扱が難しい。

  臼井：ＢＣＰは、ゼネコンも取り組んでいる。



（３）学会誌の取りまとめについて

  ・学会誌は、「災害廃棄物処理計画」とテーマを決めているが、ここにきて「震

災廃棄物対策指針改定」と「災害対策基本法改正」が出てきたので、どの

ようにこれを入れるか。

  ・環境省、国土交通省、総務省の担当者に、改正点と「災害廃棄物処理計画」

の関係の解説を執筆していただくのはどうか？或いは 、国として１本化す

る。

  ・県は、宮城県の宮城さんか藤原さん 、岩手県の松本さんのうち、どなたか

に、研究討論会の発表を聞いた後で決定する。

  ・市町村は、亘理町の佐藤さん（確定）にお願いする。

  ・コンサルは、国際航業の井土（確定）とする。

  ・広域支援は、関西広域連合の津田さん（確定）にお願いする。

・研究者は、「災害廃棄物処理計画」については、今、吉岡先生が一番詳しい

のでしょうか？

もう少し検討する必要がある。

（４）平成 25 年度 研究討論会について

・討論会では、災害廃棄物を処理したものを再生資材として復旧・復興に使

用するために

実績ベースで「品質と量」「仮置き場」「使用先」「コスト・事業主体（お金）」

を論点に話してもらう。

・上記論点の話を基に、今後「災害廃棄物処理 実行計画」にどう盛り込むべ

きかを話してもらう。

・原稿は、４月 20 日までに提出してもらう。

  ・当日の役割は、出席者が確認出来次第決定する。

  ・垂れ幕、名簿、アンケートは、井土が用意する。

  ・コーディネーターは、臼井さんが行う。

  ・関係者の集合時間は 11 時 45 分とし、１２時３０分迄、打合せ兼昼食、 反

省会を 15 時から 30 分程度実施する。

  ・事前打合せと反省会は２階のレストランカフェマイムとし、予約は三品さ

んにお願いする。

（５）平成 24 年度研究活動について

・今年は、災害廃棄物処理計画の最後とし、第７期その４とする。

（６）平成 25 年度活動予定について

・来年は、８期としてテーマを「廃棄物処理施設とエネルギー回収」に切り

替えていく。



・放射性廃棄物の話は避けて通れない。除染後は必ず処分しなければならな

い。

・この話題については、山下さんの新職場での仕事の状況をどんどん発信し

てもらう。

・次回の小集会は、田中先生、石井先生、橋本さん、埼玉県の鈴木さんをパ

ネラーと予定する。

（７）平成 24 年度活動報告書作成について

  ・鋭意まとめ中である。

（８）平成 24 年度予算執行状況と平成 25 年度予算について

・予算は前年度と同じ金額で提出している。

・事務局からの回答は、来ていない。

（９）その他（韓国視察について）

  ・劉先生より、韓国視察の提案 をいただいていて、是非実現したい。

  ・７月まで動きが取れない人が多い。次回研究討論会で 再度予定を確認する。

(10)「災害廃棄物処理計画」のまとめ

  ・今までの「災害廃棄物処理計画」の取組をどうまとめるか、Ａ４、１枚程

度にまとめて次回の研究討論会までに各自提出する。   

（ 11）次回の研究会の予定について

  ・次回は 5 月 31 日（金）研究討論会で集合し、7 月の研究会日程は、その時

に決める。どうまとめるか、Ａ４１枚程度にまとめて各自提出する。

以上



１.３ 春の研究討論会

廃棄物資源循環学会の平成２４年度春の研究討論会は５月３１日（木）と６月

１日（金）に例年とおり川崎市産業振興会館で開催された。廃棄物計画部会では、

２日目の午前中（６月１日）に「地震列島日本の『災害廃棄物処理計画』－過去

から未来へ伝えるべきこと（２）事前編」という題目で討論会を行った。

企画した意図は以下のとおりである。

「３．１１東日本大震災以後、日本の風景が変わった！」と言われている。戦

後、豊かな生活を目指して着実に築きあげてきた街を、地震と津波が「がれきの

山」に変えた。

この震災による地震・津波・原発被災地の多くの人々と地域の犠牲の結果、日

本の国民は「日本列島の自然 (とりわけ地球内部活動 )と共に生き続けなければな

らないこと」をベースに政策を打ちださなければならないことを本当に理解した。

そして暮らしを成り立たせるエネルギー政策も「廃棄物問題」から考えなければ

ならないことも。この心象が日本の風景を今までと異なるものに見せている。

震災後 2年目となり、がれき処理も本格化しつつある。しかし、がれきは集積

されたものの、未だに家の基礎だけが野原の中に残っているという情景が見られ

る。昨年度の小集会では、政令都市仙台市の災害廃棄物処理の実際を発表してい

ただき、『災害廃棄物処理計画』を事前に準備する際に必須な事項について議論

した。今回の研究討論会では、昨年度の議論を反映しつつ、日本の大部分をしめ

る中小規模市町村で『災害廃棄物処理計画』を事前に作成する場合に必須な事項

は何かを被災した町、県、後方支援を行った関西広域連合、コンサルタントの当

事者からご意見をいただき議論した。

●パネリスト構成と各テーマ

代表挨拶 中村恵子 (健康・環境デザイン研究所 )

コーデイネーター 臼井直人（大成建設 環境本部）

１．「災害廃棄物処理の実際と事前必須事項」 佐藤仁志氏（亘理町 総務課長）

２．「後方支援からみた事前必須事項」津田 毅氏

（尼崎市環境市民局 公害対策課長 関西広域連合宮城チーム）

３．「災害廃棄物処理における県の事前必須事項」宮城英徳氏

（宮城県環境生活部 震災廃棄物対策課 技術統括）

４．「コンサルタントからみた事前必須事項」葛畑秀亮氏

（国際航業株式会社 東日本事業本部 資源循環推進グループ長）



地震列島日本の『災害廃棄物
処理計画』

－過去から未来へ伝えるべきこと 事前編－

「災害廃棄物処理の実際と事前必須事項」

宮城県亘理町総務課長 佐藤 仁志

災害廃棄物処理計画の内容

第 編 震災対策編

第 章 災害予防対策 第 節 廃棄物対策

第 章 災害応急対策

第 節 障害物の除去 （都市建設課・町民生活課）

第 節 廃棄物処理活動 （町民生活課）

第 編 風水害対策編

第 章 災害予防対策 第 節 廃棄物対策

第 章 災害応急対策 第 節 廃棄物処理活動

東日本大震災における亘理町内津波親水区域図

亘理町の面積

７３．２１

東日本大震災での災害廃棄物等

廃棄物発生量の予測・・・・・ 万７千トン

通常年の廃棄物排出量の 年分

事業費の算出・・・・推定 億円 推測、当初

組織体制づくり・・・（津波大震災対応）

災害対策本部での特別体制 初動期

・処理計画班 撤去計画等

・撤去班 障害物等含む

《宮城県亘理町の場合》

災害廃棄物処理特別対策体制

《全体協議及び方針決定は災害対策本部で実施》

●大津波による災害廃棄物
１．災害廃棄物撤去・運搬業務担当 （地元業者優先）

発注者等の指示等打合せ会（朝・夕実施）

・・・・・ 都市建設課（チ－フ、課長）

２．被災現場の総指揮・解体指示・立会い・

被災自動車の撤去業務担当 （国交省発注業者・

県外派遣職員）

・・・・・ 企画財政課（チ－フ、課長）

３．外部渉外担当・・（チ－フ、町民生活課長）

４．財源確保担当・・（チ－フ、企画財政課長）

●地震による災害廃棄物
５．一般廃棄物処理担当・・（チ－フ、町民生活課班長）

がれき撤去業務発注状況

契約方法

１．委託業務・・・・被災家屋の解体、収集運搬、震災廃棄物の

分別・処理行為、仮置場の造成等

２．工事請負契約・・・・・被災家屋の解体、仮置場の造成等

二次処理におけるプラント設備

○一次処理的業務（町発注）・・・・すべて「災害応援協定」を

締結している町内の建設・土木業で構成する

と「随意契約」により発注（初年度のみ）

○平成２４年度からは指名競争入札等で実施

事業費が１億円以上の場合、特定共同企業体等の指名

(2)

•

2 20
3

20
23

2 13

3 26

( )

•

•
•

•

2011

《小規模市町村》

一次仮置き場

1

2

( 20 3 )

2011.3.11

126
( 120 )

360 ( )

( )
( )

( )

亘理町地域防災計画 平成 年 月版 では

表示

東日本大震災での亘理町の場合

浸水区域

?

浸水面積 ４８％

「災害防止

協議会」



津波による災害がれきの飛散状況

《捜索活動を重視した
対策で用いた手法》

災害等廃棄物処理に対する宮城県との協力体制

災害等廃棄物処理事業の内容及び宮城県と亘理町

との役割分担

災害等廃棄物の撤去及び仮置場への運搬（委託）

災害廃棄物の主な分別区分

災害等廃棄物のリサイクル及び処分（委託）

•

2011.4.10

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(1)
(2)

•

被災地での東側に設置（海側）

基本的には、被災地からは出さない方法
で一次仮置き場を設置する。

できるだけ、公共的施設を最優先とした。

都市公園（陸上競技場、野球場等）、町有林（海岸

防砂林）及び一部民地の借上げ

・ 設置箇所 ３箇所に設置・・・・

町有地（公共施設等） 約５３．３㌶

民間からの借上げ 約１４．１㌶

一次仮置き場の確保について
１ がれき撤去作業立会い業務
１ 亘理町・東京都中野区職員等 ・・・・・ ①町役場集合 ②各地区現場で自衛隊・消防隊・警察隊と作業エリアの打ち合わせ

２ 町内業者・町外業者社員等 ・・・・・・ ①芦名組事務所集合 ②各地区現場で作業エリアの打ち合わせ

３ 作業エリア内では、下記の旗の色を確認する

赤旗 すべてを撤去（家屋・外のがれきもすべて、 ただし、家屋の基礎は可能な限り残す）

黄旗 家屋はそのまま、がれきのみ撤去

緑旗 何もしない（家屋もがれきもそのままにする）

＊旗には、上から、行政区、名前が記入されている。

但し、名前の下に連絡先が記載されている場合、本人に連絡し、連絡がつかない場合は作業をしない。

（注） 白旗 ４月 日から自衛隊・消防隊・警察隊のいずれかが捜索活動を終了したことを示す旗。

２ がれき撤去立会い確認業務
１ 住所地の確認（町職員等、町内業者等）

・ゼンリン住宅地図から住所地を探し出して、旗に記入してある名前もしくは、家の表札から住所を確認する。

・他から流れてきている場合もあるので、周辺で該当の名前がないか確認する。

２ 写真撮影

・旗を含め家屋全体を写す。できるだけ旗の名前が見えるように撮影。

３ ゼンリンの住宅地図への書き込み

・地図（コピ－）にマ－カ－（３色のいずれか）で当該住宅箇所に塗る。また、旗に名前等か記載されていない場合も、地図に該当箇所を塗る。

判断に迷った場合は、必ず町担当者へ連絡すること

初期における震災廃物撤去方法 亘理方式

環境省から災害廃棄物処理優秀取組事例

● 家屋の撤去

● 車の撤去

中期からの対応～（震災後６ケ月以降）

大震災災害廃棄物の撤去指針（手続き）

１．津波による被災建物等及び基礎等の撤去

建物及び基礎等撤去申請書

被災自動車の所有者へ

①自動車等受取申請書

②権利放棄承諾書等

（３）被災農機具処分申請書

２．地震による被災建物等撤去申請書

罹災証明書での半壊以上の建物等が対象

緊急時での対応

災害廃棄物の主な分別区分（粗選別）

大 別 区 分 備 考

可燃物 木くず 建築物廃材・立木等

粗大・混合ごみ 家具・畳・タイヤ等

不燃物 コンクリ－トくず 瓦・石材含む

アスファルトくず

金属くず

粗大・混合ごみ 家電・家具・ボンベ等

災害査定準備にあたって

亘理町における災害廃棄物の処理について

１

合計：６７．４㌶

．災害廃棄物処理事業の基本方針

２．災害廃棄物処理事業の業務概要

３．災害廃棄物処理事業の実施方法

亘理町がれき撤去業務マニュアルＶｅｒ１．０

後で、災害査定のため上記事項を定めた（事務的面）

15



震災廃棄物処理処分ル－トの確保

１．処理体制・・・・地元企業優先（すべて）

２．処分体制・・・・一次・二次処理について

《一次処理》 ・・・・処理費：１１７億円

（１）町で実施した内容

（災害がれきの撤去・運搬・町道等・農地・

農機具・被災車両等）

（２）県に委託した内容

（排水路・県道・港湾内・海区・農地の一部）

《二次処理》・・・・・処理費：５４３億円

（１）町が行った業務

・分別した「鉄くず等」の最終処分

・被災自動車・農機具の最終処分

・一次仮置場から二次処理場への運搬

（２）県に委託した業務

・リサイクル法に基づき分別をし、中間・

最終処分までの業務

・焼却施設 （焼却炉５基設置、「チエ－ン

スト－カ－炉」５２５トン／日の焼却可能）

火入れ式 ・・・・ 平成 年 月 日

災害廃棄物の二次処理業務の基本方針
亘理町二次仮置場 災害廃棄物処理フロ－

行政支援体制のあり方

町の体制（２４年４月より、行政組織の一部見直しを実施）

○ 廃棄物対策担当班に県外派遣職員を増員

○ 事務処理、廃棄物の一部解体業務と搬入・搬出

関係業務の入札・契約事務

○ 補助事業等申請・概算請求・実績精算業務

○ 災害廃棄物に対する放射能対策

放射能対応での行政側としての支援

○ 二次処理委託業者（ＪＶ）との連絡調整会議

大林・戸田・鴻池・東洋・橋本・深松・青山特定業務共同企業体

国・県への要望について

１．県へ事務委託しての問題点
○良かった点

・膨大なスケ－ルでの処理業務は迅速

○問題点

・廃棄物の処理経費が高上がり

・大震災時には、被災地の意見を取入れてスピ－ド感を

２．国へ手続き等の要望
（１）各省庁間での連携を密にしていただき、被災地の

復興にブレ－キがかからないように支援してほしい

（２）放射能対策問題が二次処理に大きなブレ－キとなり、

国の政策を持って対応してほしい

（３）震災廃物処理経費の全額を国等の財政支援を強く要望

24 3 24

475

609

災害廃棄物

二次仮置場搬入量

８６４千トン

可燃物系

千トン

不燃物系

千トン

木くず
千トン

粗大ごみ

混合ごみ

千トン

粗大ごみ

混合ごみ

コンクリ－トくず

千トン

千トン

アスファルトくず
千トン

金 属
トン

焼却量合計 千トン 処理量／日

ｔ

選

別

処理方法

①再資源化

②焼 却

③有価売却

④埋 立

町の復興事業へ
再資源化

処理日数 日

＝１９ケ月

津波堆積物

千トン

＋

ご清聴、感謝申し上げます

宮城県亘理町

本年は復興元年のスタ－トとして、一歩づつ歩みだしました。

全国の多くの皆様から絶大なるご支援を賜り厚く御礼申し上げます

わたりのいちご団地再生も東北
一を目指し動きだしました。

( )

342
40%

522
60%

334
39%

8
1%

363
42%
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17%

11
1%

0

222.8 (26%)
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東日本大震災（平成 年 月 日）による災害
廃棄物にかかる東北支援について

尼崎市資産統括局資産経営部

契約・検査課

関西広域連合 宮城チーム

津田 毅

１ 支援先

石巻市環境課 （平成 年 月 日から 月 日）

（兵庫県からの要請による関西広域連合第 陣・応援）

気仙沼市土木課 （平成 年 月 日から 月 日）

（気仙沼市からの要請による支援）

支援内容（主旨）

石巻市・・・災害廃棄物処理計画作成の支援

気仙沼市・・・災害廃棄物処理計画作成及びガレキ

処理に係る設計・契約支援

３ 震災地での最初の行動（ ）

① 災害廃棄物量算定に必要なデータ

課税台帳（町別建物損壊率含む）・構造別原単位（ ）・罹災証明発行部数・被災前後航

空写真・自動車保有台数・自動車重量リスト・車検登録情報・船舶保有隻数・原単位（
隻）・浸水面積・泥土厚・廃家電 台当りの平均重量・ 棟当り家財重量・各事業所別（主に

大企業 廃棄物推定量

② 国庫補助速報他災害査定への準備

災害廃棄物処理計画書（処理方針）

廃棄物量の推定 建築物損壊棟数他①データ

仮置場必要面積（位置の決定）
破砕選別焼却等の中間処理
最終処分又はリサイクルルート

処理期間の設定

日当りの必要処理能力

積算設計

ア

イ

（契約方法・使用重機・歩掛・単価表 代価表）作成）

３ 震災地での最初の行動（ ）

③ 現場職員からの聞き取り・ヒアリング

（例：気仙沼市・・・キックオフミーティング）

解体・ガレキ運搬にかかる積算方法に関すること
運搬距離・浸水区域確定方法・サイクル計算

ア

契約に関すること
建設業協会、 、個別契約（市内企業優先主義）

イ

契約形態
委託契約・工事請負契約
収集運搬と解体との一括契約または分離契約
地区別発注または個別発注
総価契約か単価契約
単価契約の場合、日当り単価・ 当り単価・ 当り単価・ 当り単価
一般・指名競争入札または随意契約

ウ

契約後の履行確認
解体または収集から仮置場までの搬入量の確認方法
解体作業またはガレキ収集の確認方法

エ

災害廃棄物処理計画及び処理執行のためのシステムの採用についてオ

ガレキ撤去・解体申込・受付事務・準備及びスケジュールカ

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（１） 計画策定時期

① 震災前の事前段階

② 震災直後の段階

③ 事業進捗に伴う段階

（２） 今回留意（直後の段階）した事項

① 事前段階における計画書はなかったため、環境省からの

通知や阪神大震災時の災害廃棄物処理計画に準じ、さらに
津波要素を考慮して作成。

② 大災害発生の初期は環境配慮無視になりがち。

③ 時間経過とともに環境配慮のニーズが多くなる。

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（３） 量の算定

量 建築物 工作物 家財道具 堀 自動車 船 ・・・・

・特定品目・・・廃家電・ ・感染性廃棄物・タイヤ

・家財道具（冷蔵庫・洗濯機・ ・家具他）

・堀・電柱電線・破損道路

・事業者の在庫品（魚・水産加工品他）

・自動車・船・単車

・流木・倒木

・生活ごみ・し尿

・発生要素・・・木材（可燃）・コンガラ（不燃）・金属・廃棄プラ

建築物 構造別棟数× 棟当り平均建築延面積（ ）×原単位（ 延 ）

23 3 11

.
• 23 3 28 4 4
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４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（３） 量の算定

建築物 構造別棟数× 棟当り平均建築延面積（ ）×原単位（ 延 ）

構造別棟数：

（ケース１）津波浸水範囲図及び航空写真により棟数推定か罹災証明発行数

（ケース２）建物構造別棟数は課税台帳（固定資産評価額算定基礎資料）より町

別損壊率を乗じて算出

１棟当り延面積：

課税台帳より算出

原単位：

阪神大震災時の災害廃棄物処理計画書より引用

家財道具・・・水害廃棄物処理指針（過去の実績より） 世帯約 トン

堀等・・・阪神大震災解体廃棄物と解体と伴わない廃棄物との比率で算定

事業者の廃棄物・・・各事業者へ個別照会

（水産加工品は業界情報・船は船舶協会からの被害報告による）

自動車・・・陸運局からの車検登録情報による（但し、市内所有分により推定）

汚泥・・・浸水区域より面積を算出し（床上・床下別）、汚土厚サンプル実測値を乗じる

（木造・鉄筋・鉄骨別）

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

尼崎市固定資産課税台帳 抜粋） 現地調査 浸水分含む

家屋番号 実棟 種類 構造 階数 棟数 階床面積 延床面積 建築年 全棟数（計） 倒壊割合 対象棟数

北城内 専用住宅 木造

北城内 共同住宅 鉄筋コン

北城内 専用住宅 木造

北城内 併用住宅 鉄骨

北城内 共同住宅 鉄骨
・ ・

・ ・

・ ・

南城内 専用住宅 木造

南城内 専用住宅 木造

南城内 専用住宅 木造

南城内 専用住宅 木造

南城内 専用住宅 木造
・ ・
・ ・

・ ・

東本町１丁目 専用住宅 木造

東本町１丁目 専用住宅 木造

東本町１丁目 併用住宅 鉄骨

東本町１丁目 工場 軽鉄 ≦ ）

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

ｘ Ｘ Ｘ／ｘ

ｙ Ｙ Ｙ／ｙ

ｚ Ｚ Ｚ／ｚ

ｘ＋ｙ＋ｚ Ｘ＋Ｙ＋Ｚ

Ｘ Ｘ／ｘ 一致

ｙ Ｙ Ｙ／ｙ

ｚ Ｚ Ｚ／ｚ

（ｘ＋ｙ＋ｚ） （Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）

合計欄

木造

鉄筋ｺﾝ

鉄骨造

計

Ｃ／Ａ＝Ｄ

所在 地番

棟平均
面積

対象建築
物合計欄

木造

鉄筋ｺﾝ

鉄骨造

計

原単位（ ）

木造可燃 木造不燃 鉄筋可燃 鉄筋不燃 鉄骨可燃 鉄骨不燃

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市 － －

川西市 － －

明石市

三木市 － － － －

淡路地域

平均

４ 災害廃棄物処理計画（ ） ４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（４） 処理フロー

発生現場廃棄物（解体による廃棄物や解体を伴わない廃棄物）

次仮置場（選別中間処理）

次仮置場（破砕・焼却等中間処理）

最終処分または業者による中間処理最終処分（チップ燃料・ガラリサイクル含む）

ちなみに・・・

・ 阪神大震災仮置場（ 次無）・・・当初市内 ヶ所、後に ヶ所

・ 宮城県内では 次仮置場以降、県が処理。（県は広域処理）

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（５） 仮置場における中間処理方法

① 選別機（重機、振動ふるい、水選別）、移動式破砕機、仮設焼却炉

・木材塩分付着のため水選別や水洗浄

・機械搬入のため 日（時間）当りの能力設定

・工期の設定（環境省国庫補助方針に基づく）

・焼却やチップ燃料にするため、木材は破砕

・選別は燃やすものと燃やさないものに分別

② 金属は磁選機や重機選別により分別、売却が多い。

③ コンガラは直接埋立または破砕・再生が多い。

④ 仮設炉は特にメーカーのノウハウ特許により設計製作されており、

性能機能の確認必要有（煙漏洩防止のためホッパー形式が望まし
い）

⑤ 泥土は直接埋立または地盤かさ上げ

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（６） 最終処分

① 木材等可燃物

・・・破砕後焼却（仮設炉（焼却灰の最終処分場の受入条件確認要）、市町村焼却炉、産廃炉）、

チップ化燃料、良質で大きいものは製紙会社

② ガラ

・・・破砕後再生利用（但し、再生利用のためには粒度が整っていること。一方、仮置場で破砕せ
ず直接産廃業者引き渡すことも有）、破砕後埋立

③ 金属

・・・業者へ売却

④ 消火器、畳、ガスボンベ、電線（有価物）、本・雑誌、ダイヤ、ホイール、油類、薬品
類、 、廃家電、車（個別法に基づく処理ルートで処分）

・・・個別処理（専門業者で引き取り）

特記：畳は破砕すると容積増となり非効率。また、ふとんは移動式は破砕困難であるため、できれば市の破砕

施設でせん断

⑤最終処理困難になるもの

・・・混合（ミンチ）重機選別で木材取り出し困難 選別機でも分離困難 水選別（木材破片の泥

付着率が高く燃焼効率悪化） 手間と時間がかかる場合、産廃中間処理業者で処理。

. 3/10

= 1 m2 T/ m2

1 4 

. 4/10

. 5/10 . 6/10

1

2

?

?

?

2 5 1
2

A

B

C

. 7/10 . 8/10

-6- -7-

-8- -9-

1

-10-

PCB

? ?
?

-11-

(
1

1051 45 2 13 1 2 1 118.90 204.94 1922
1051 46 1 46-1 1 3 12 249.75 749.25 1983
1051 46 0 17-2 1 2 1 92.21 136.12 1947
1051 46 9 46-9 1 3 2 126.53 379.43 1994
1051 101 1 101-1 1 3 9 69.95 209.85 1989

1061 1 2 1-2-3 1 2 1 132.91 234.76 2007
1061 1 3 1-3 1 2 1 29.57 57.23 1973
1061 1 4 1-4 1 2 1 27.66 55.45 1973
1061 1 5 1-5 1 2 1 27.66 55.45 1973
1061 1 6 1-6 1 2 1 27.66 55.45 1973

1071 17 1 17-1-1 1 2 1 53.88 95.28 1988
1071 17 0 2-3 1 1 1 84.82 84.82 1952
1071 17 2 17-2-2 1 3 1 61.49 175.63 1997
1071 18 0 18-1 1 (>3- 4 2 0 142.56 285.12 1965

=A

xD D
D D
D D

D=AD D

130 0.5 65

A

181

230 0.9 207

191 0.95

C

1

T/m2

0.206 0.599 0.117 0.854 0.053 0.358 

0.193 0.425 0.000 0.877 0.079 0.726 

0.180 0.395 0.140 1.426 0.140 1.131 

0.179 0.392 0.148 1.508 0.139 1.125 

0.134 0.373 0.108 1.480 0.106 1.136 

0.179 0.392 0.053 1.321 

0.174 0.392 0.098 1.426 

0.264 0.430 0.140 1.330 0.140 1.130 

0.225 0.489 

0.179 0.468 0.129 1.338 0.140 1.213 

0.194 0.502 0.120 0.987 0.082 0.630 



４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（６） 最終処分（災害廃棄物の処理フロー例）

可燃物

木くず

不燃物

金属くず

コンクリートくず

家電、自動車

船舶

津波堆積物

危険物、

廃棄物、石綿含
有廃棄物等

仮置場

可燃物

木くず

不燃物

金属くず

コンクリートくず

混合物

分別不可

分別可能

有機物、有害物質等を含むもの

土砂（有機物、有害物質等と含まないもの）

破砕

破砕

破砕

脱塩

破砕

破砕

トロンメル

振動

振るい破砕

主に県内

破砕前に、燃料やバッテリー等と取り除く

危険物、特別管理廃棄物としての取扱

内陸部

沿岸部

リサイクル不可

リサイクル法に基づくリサイクル可能

トロンメル

振動、振るい

廃プラスチック、木くず

金属くず

粒度調整

機械選別

磁選

浮遊分離

セメント焼成

広域処理

焼却・発電

最終処分

再生利用

最終処分

再生利用

建築資材

金属くず

最終処分

可燃物

不燃物

リサイクル

焼却、最終処分

再生利用

専門業者による処理

セメント原料化（焼成）

焼却、最終処分

土木資材化・海洋投入

出来る限り建築

資材として利用す

ることが望ましい。

東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針 マスタープラン）

平成 年 月 日 環境省 より引用

４ 災害廃棄物処理計画（ ）

（７） 仮置場必要面積、位置の選定

理想は発生した廃棄物全量を堆積できる広さ

高さ平均 、廃棄物占有面積の約 倍の面積（車両通行、ダンピングス

ペース）

市域が広大な気仙沼市や石巻市の場合、各地区ごとの仮置場を設置

（用地借り上げ交渉では、粉塵対策他、土壌汚染対策としてシート敷設等）

事前計画の段階で用地確保

（規模・種類別でのケーススタディを作成しておくほうが望ましく、小規模災

害における最低必要用地については事前に協定締結が考えられる。）

位置は津波の場合、復興事業を考慮して山間部、直下型の場合は海岸部
でもよいと思われる。

５ 月別処理計画（通称実施計画）及び毎

月の廃棄物量の執行管理

① 廃棄物量の単位は重さが基本

（容積説があるが分別をすれば増大するが重さは変わらない。計量機設置で適正に

測定できるので、業者への対価としては適切な指標。津波や水選別により水分補正
も理論上必要。）

② 阪神大震災時の推計全体廃棄物量

最終処分した計量機による量 仮置場積載量 今後搬入予定分として建築延面積×原単位等

（仮置場積載量：トランシットによる容積×理論比重）

③ 上記計算は更新するごとに全体量は増加する傾向にある。

（今後搬入予定分：木造、鉄筋コンクリート造等建物構造別）

６ 業者との契約方法

（業者選定・単価契約 日単価、 単位、 単価、台単価）または総価契約）

（１） 総価契約は単価契約と事業量との掛け算によるものであるが、事業量

が計画どおりにいかないことがあるため、単価契約が主流。但し、日当
りの単価に基づく積算であれば総合契約は可能。

（２） 日単価契約や総価契約であっても日単価の要因がある契約は作業の

不効率化による日数増大により支出の増大となる欠点はあるが半面、
安全であるとの意見もあった。

（３） 契約は契約の履行確認が困難。

（４） 台単価契約は、過少積載により費用増大につながる。

（５） 単価契約は、必要以上の加水による費用増大が考えられるが、計量

機で測定するため契約履行確認が可能で迅速処理の理にかなう。

（６） 発生現場から１次仮置場での計量機の設置が必要

７ 解体着手前における財産権の問題

（１） 阪神大震災時、土地所有者の敷地内に所有者地震の建物が崩壊または損壊して

いる場合が多く、申し込みによって財産放棄という証明となり、その時点で廃棄物

になると判断できる。

（２） 東日本大震災の場合、上記のケースは少なく、

① 土地所有者敷地内に、所有不明の建物が流れて着いているか、

② 土地所有者自身の建物がどこへ流れたか不明で、代わりに外部から流れ着い

た木材やコンガラがあるケースが多い。

（３） 措置方法

① 土地所有者のガレキ撤去意向により要って期間経過後、所有不明建物の処分

（建物所有者の意向を確認すべきとの意見有）する旨の公示送達

②土地所有者のガレキ撤去意向により一定期間経過により処分

ただし、解体やガレキ収集作業中、思い出品（写真・アルバム・金品と思われるも

の）が発見された場合、市役所で預かり一定期間経過後、警察引渡）。現金は警察。

ガレキとして撤去

作業順位 位

申込により撤去

基礎と定着している場合

所有者調査後、ガレキとして撤去

作業順位 位

申込後、個別設計により撤去

基礎と定着している場合

８ 収集運搬・解体撤去手順
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９ 船の解体撤去、処理処分

１０ 車両撤去

油類を抜いて撤去したいが、残油があるため、ガス切断は危険、解体方法

について関係機関に照会。

土地所有者の土地に所有不明車が流れついているケースもあり、一定期間

経過後仮置場に移動、一台ずつ展示。この時点では廃棄物とは位置づけられ

ていない中、さらに一定期間公示送達後、廃棄物と認定、廃車手続を陸運局に

行った後、自動車リサイクル法によるルートで処理。特に、ナンバープレート破

損や車検証行方不明者の取り扱い、リサイクル券紛失の場合の再資源化預託

金の取り扱いについても課題となった。

１１ 災害廃棄物処理事業の組織（例）

（１） 環境職員

・国庫補助総括窓口で主に運搬を除く中間処理及び最終処分が主体

・廃棄物量算定などの処理方針及び処理計画の作成（基礎データがあればコンサ

ルタント活用も可能）

・仮設炉・破砕機・選別機などの見積設計（コンサルタント活用可）

（２） 土木建築行政職員

・国庫補助の中でも設計が中心で解体またはガレキ収集・運搬が主体

・解体・運搬などの重機・トラック使用に係る設計

・土地造成工事設計

（１）と（２）の連携（組織化）が重要

コンサルタントは自治体の基礎データを使って、処理計画を作成できるが、コンサ

ルタントからの技術情報を数々提供されたとしても、選択する判断や処理に係る

方針決定等の責任は自治体にある。従って、これらの内容は自治体側で住民説
明責任を果たせるようにしておく。

.

.

.
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「災害廃棄物処理における県の
事前必須事項」

宮城県環境生活部震災廃棄物対策課

宮城英徳

平成２４年度廃棄物資源循環学会討論集会 災害の状況
災害の状況

（１）発生日時 平成２３年３月１１日１４時４６分

（２）規 模 マグニチュード９．０

（３）最大震度 震度 ７（栗原市）

（４）津 波 ８．６ｍ以上

参考：「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」による推定

南三陸町志津川 ｍ 女川漁港 ｍ

南三陸町歌津 ｍ

住家・非住家被害（平成２４年４月３０日現在）

全 壊 ８４ ９４０棟

半 壊 １４７６１３棟

一部破損 ２１７８７５棟

床上浸水 １５ ４７４棟

床下浸水 １２ ８５２棟

非住家被害 ３３６０７棟

唐桑

女川

南三陸町

仙台空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ

気仙沼市鹿折駅付近

災害廃棄物の発生量
災害廃棄物発生量（推計）

１５００万トン～１８００万トン

宮城県内で１年間に発生する廃棄物の総量の

２３年分（東京ドーム１９杯分）

・ 種 類
住家、非住家、家財、家電、その他（家庭）

工場・事業場・店舗、車（家庭・営業用、ﾄﾗｯｸ等）、船

舶、養殖棚、漁網、家畜、農機具、自然系（流木等）、

公共系（道路・橋、線路等）

その他（津波堆積物（ヘドロ等））

県における対応

震災廃棄物処理対策チームの設置（３月１４日）

災害廃棄物の処理や燃料の円滑化について、国に要望

被災家電の処理方法を市町村に通知

災害廃棄物処理の基本方針策定（３月２８日）

宮城県災害廃棄物処理対策協議会の設置（４月１３日）

災害廃棄物処理指針策定（５月）

被災自動車の処理方針策定（５月）

がれき・衛生等に関する電話相談窓口の設置（６月）

東日本大震災による被災地域の環境・衛生等の確保に関す
る対応マニュアル策定（７月）

宮城県災害廃棄物処理実行計画（一次案）策定（８月）

宮城県災害廃棄物処理の基本方針
（３月２８日）

○災害廃棄物処理に関する本県の考え方

・ 処理主体
原則として市町村であるが、被害が甚大で自ら処理することが 困
難な場合には地方自治法の規定に基づく事務委託により、県が処
理を行うこととする。

・ 処理期間
被災地の早期復旧、復興のためには、環境に配慮しながら、災害
廃棄物を早期に処理することが重要であることから、概ね３年以内
に実施するものとする。

・ 処理方法
膨大な量の災害廃棄物処理及び市町村の復興を効率的に進める
ために、一元的な災害廃棄物処理に努め、分別を徹底を原則とし、
大規模な仮置き場（二次仮置き場）の設置を検討
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一部浸水等により重機が入れない箇所等を除き，散乱したがれき類の
撤去率はほぼ となっている。

現在は家屋等解体に伴うがれきや海中から引き揚げられたがれき類の
搬入が主。

家屋解体に関してはその数が膨大なこと，集団移転や復興計画との調

整に時間を要すること等から，解体には少なくとも２４年度いっぱいかか
る見通し。

特に県東部から北部にかけては，平地が少なく，一次仮置き場の絶対
的な容量不足の状態にある。

①学校や仮設住宅など生活空間に近傍した場所にも仮置き場を求めざ
るを得ない。

②堆く積まれたがれきが内部で発酵するなどし，県下では秋口まで自然
発火による火災が相次ぎ，未だ予断を許さない状況にある。

災害廃棄物仮置き場の状況等

宮城県災害廃棄物処理実行計画
（一次案）

：一次案で示す内容

宮城県
災害廃棄物
処理指針
平成２３年５月３０日

宮城県
災害廃棄物処理
の基本方針
平成２３年３月２８日

宮城県災害廃棄物処理 実行計画

県内の処理体制及び処理の基本的考え方

●沿岸域被災地域

各地域における処理計画

・ 気仙沼ブロック
・ 石巻ブロック
・ 宮城東部ブロック
・ 亘理・名取ブロック
・ 仙台市，利府町，松島町

（ 事務委任により県が実施）

●内陸地域

環境省
東日本大震災に係る
災害廃棄物の処理指針
（マスタープラン）

平成２３年５月１６日

宮城県災害廃棄物
処理対策協議会

（国、市町村、関係組合、
関係団体、宮城県）

平成２３年５月１６日

実行計画の位置づけ
宮城県における災害廃棄物の処理スキーム

・膨大な災害廃棄物等の発生量
・沿岸市町の行政機能へのダメー
ジが甚大

災害廃棄物処理の一部につい
て、宮城県が処理の委託を受

けてブロック毎に処理を行うこ
ととしている。

（仙台市・松島町・利府町及び内陸市

町村は独自処理）

気仙沼ブロック

（気仙沼市

・南三陸町）

石巻ブロック

（石巻市

・東松島市

・女川町）

宮城東部ブロック

（塩竈市・多賀城市・七ケ浜町）

利府町・松島町は独自処理

亘理名取ブロック

（名取市・岩沼市・亘理町・山元町）

沿岸部被災市町と県の役割分担

リサイクル

○可燃物
・粗大木材
・その他粗大ごみ

○不燃物
・粗大金属くず

・廃家電

・危険物
アスベスト

ガスボンベ 等

○廃船舶
○廃自動車

一次仮置き場
災害等廃棄物

・市町内に

数カ所配置

・選別による
処理

二次仮置き場
（中間処理基地）

・広域単位で数カ所

配置
・破砕、焼却による

処理

別途処理

最終処分

・宮城県では、膨大な量の廃棄物の処理を効率よく進めるため、処理業務について、
ブロック（またはブロック内処理区）別にプロポーザル方式で一括発注。

・業務受託者は３社以上の業者で構成される特定業務共同企業体

・これまで石巻・亘理名取・宮城東部ブロック及び気仙沼ブロックについて選定作業

を終了。

県受託分
県独自発注・他県依頼

二次仮置き場の具体的なイメージ

100%

PCB

※



災害廃棄物の処理スケジュール

第３四半期 第４四半期第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

第２四半期 第３四半期 第４四半期

入
札
手
続
き

プ
ロ
ポ

ザ
ル

業
務
着
手

造
成
・
プ
ラ
ン
ト
建
設

最
終
処
分

プ
ラ
ン
ト
稼
働

プ
ラ
ン
ト
試
運
転

二
次
仮
置
き
場
撤
去
・
復
旧

事
業
完
了

・国及び宮城県の設定した目標として、発災以後３年以内に処理を完了することとし
ており、おおむね以下のようなスケジュールで進めている。

石巻ブロック現況
②処理の進捗状況

○コンクリートがら約 千 を破砕・リサイクル済み。

○木くず，アスファルトがら，スクラップ等 約 千ｔを場

外に搬出済み。

○石巻市の廃飼料は青森県八戸市（セメント工場）に搬出中。

（ 千ｔ搬出済み）

○田代島，網地島の混合廃棄物を海上輸送により搬入中。

（ 千ｔ搬入済み）

○５月 日から混合廃棄物の粗選別，破砕選別作業を開始。

○５月 日から廃棄物の焼却を開始予定。

主な処理区の状況

①工事の進捗状況

破砕選別ヤード

○造成工事完了済み。破砕・選別設備（２期工事分）５月中旬設置完了。

焼却ヤード 焼却能力 ｔ 日【ﾁｪｰﾝｽﾄｰｶｔ 日×５基】

○１～３号炉は３月 日に火入れ。４月２日より試験焼却を開始し，４月 日か
ら本格稼働。

○４号炉は５月 日に火入れ。５号炉は５月 日に火入れ。

②処理の進捗状況

○亘理町が３月 日より二次仮置き場への搬入を開始。５月 日までに災害廃
棄物約 千ｔ，津波堆積物約 千ｔを受入。

○５月 日までにコンガラ再生路盤材 約８千ｔを亘理町指定場所に搬出。

○５月 日までの焼却処理量 ６千ｔ

亘理処理区 亘理・名取ブロック

事前検討事項（１）

○市町村に対する廃棄物処理法上の技術的援助

（情報提供・ケーススタディ）

処理委託における発注方法や処理費用の算出方
法への支援

災害査定への対応など国庫補助金の受給に際し
ての必要な手続きの支援

仮置き場の管理方法（効率的な分別作業に向け
たゾーニング、火災、害虫、悪臭発生抑制等）

事前検討事項について（２）
仮置き場の確保

農地がれき、海洋流出がれき、解体物の量

津波堆積物の考え方

県における人員（技術職員）配置

関係団体との連携体制

再委託の考え方

広域処理

環境配慮事項（アスベスト、悪臭等）

事故防止等
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今後とも引き続き、本県も復興・復旧に対し、

ご理解とご協力いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

本日は大変ありがとうございました。

これまで皆様方からたくさんのご支援を賜りましたこ
とに、心より感謝申し上げます。



コンサルタントからみた

事前必須事項

○

東日本大震災における実施業務

・災害廃棄物処理基本計画検討業務（Ｋブロック）
（基本構想･要求水準書･設計書の作成、地質調査、測量等）

・災害廃棄物処理計画作成業務
宮城県内：Ｉ市、Ｋ市、Ｙ町、Ｍ町）

（青森県内：Ｈ市）

・一次仮置き廃棄物量調査
（Ｉ市、Ｋ市、Ｔ市、Ｍ町）

・津波による汚染土壌関連業務
津波堆積物、重油タンク倒壊による周辺土壌調査等、その他）

○

課税台帳、道路台帳等の活用
（全壊、半壊、一部損壊の査定）

被災状況調査、浸水状況調査

①災害廃棄物処理計画の作成
（廃棄物発生量、事業費、仮置き場の管理等）

②災害報告書、補助金申請書、実績報告書等作成

③汚染土壌調査及び対策実施

○

課税台帳や道路台帳には
家屋の構造や延べ床面積が示されており、家屋由来
の廃棄物量把握のための重要な基礎資料となる。

家屋構造や周辺構造物等の情報と、全壊、半壊、一部
損壊の被害調査結果を合わせることで、廃棄物発生
量を把握できる。

事前にＧＩＳ（地理情報）とリンクさせておくと、災害時に
浸水区域・被災状況図を重ね合せることで、速やかに
廃棄物量を把握できる。

○

津波による被災の状況を把握するため、震災後の

航空写真を用いて写真判読を行い、現地にて補足
計測 Ｉ市で約 ヶ所 を行って、浸水深を特定した。

○

課税台帳等を基に、家屋の被災状況を現地調査を実施し、
建屋の全壊、半壊、一部損壊等の分けを行った。

浸水レベル別建物被害状況を以下の図に示す。

全壊

半壊

床上浸水

床下浸水

国際航業株式会社

葛畑秀亮

国際航業㈱の実施業務

市町村レベルに提供できるサービス
課税台帳、道路台帳等の活用
（全壊、半壊、一部損壊の査定）

浸水状況調査 被災状況調査
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○ ○

○

１ 市町村が行うこと
最優先は生活圏の衛生面の確保、続いて、処理計画の作成、
予算の確保、処理処分の実施

県に処理処分を委託する場合は、地方自治法 条の （事務

の委託）に基づく委託契約を実施

２ 都道府県が行うこと
市町村の職員に代わって災害廃棄物処理計画の策定、処理処
分の実施、廃棄物処理業者の斡旋･情報提供等を実施

３ 廃棄物処理業者が行うこと
市町村や都道府県からの発注を受け、災害廃棄物の処理処分
を実施

（業務の発注には優良事業者業の見極めが必要）

○

①災害報告書
被災自治体は、被災状況を国に報告する。

②補助金申請
災害廃棄物量等を把握し、処理処分にかかる費用を算出する。

③実績報告書
災害廃棄物の処理処分に要した費用を国へ報告する。

注意点

・この資料作成をコンサルが市町村からの委託を受けて作成できる。

・災害査定は、発注時の積算根拠、支払い前の員数検証等が重要で
あり、資料が不足すると事業費を大幅にカットされる。

・事業費のカットは、市町村の単独費を増加させ、財政的な圧迫を招く。

○

現状は、地盤から下の被害が廃棄物処理の補助対象外となる。

東日本大震災では、海岸部の石油タンクや魚油タンク等が津波
で破壊され、重油や魚油が流出した。

宮城県の市では、環境省の現地派遣職員と市の職員が協議し、
民間の流出油の対策を国庫補助事業として市が行った。

このような対応は、現地の状況を肌で感じた環境省職員が地元
救済の視点として認めた国内でも初めての事例である。

今後はＰＲＴＲ法に基づいて集計された化学物質について、市
町村が把握し、災害時の対策に活用する必要がある。

その際には、地理情報システムに整理し、管理することで被災
時に災害状況の把握が容易になる。

○

津波被害調査 津波の高さ調査

災害廃棄物処理計画の作成
（廃棄物発生量、事業費、仮置き場の管理等）

災害報告書、補助金申請書、
実績報告書等の作成

汚染土壌調査及び対策実施 重油漏洩機構と想定されるリスク
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○

①二次仮置き場の処理構想・要求水準書･設計書の作成

県レベルでは廃棄物処理を行っていないため、処理処分に関するノウハウが

少なく、各種発注資料を短期間で取りまとめるには、コンサルの活用は有効

であった。

②速報としての災害廃棄物量の把握

発災直後の災害廃棄物量発生見込みについては、倒壊家屋数、浸水深

データ等から、大まかな災害廃棄物量の算定が可能である。

③市町村とのパイプ役

宮城県Ｋブロックにおいては、Ｋ市等から災害廃棄物処理計画を受託してい

たことから、災害廃棄物量、一次仮置き場等の情報に関してパイプ役を果た

した。

○

宮城県の被災市町は、仙台市を除

いて、廃棄物の処理処分を県に委託
した。

県は、二次仮置き場を整備し、短時
間（ 年以内）に廃棄物の処理処分を

行うこととしている。

県は、二次仮置き場を複数ブロック

に分割し、コンサルに二次仮置き場
の処理構想・要求水準書等の作成を
委託した。

ブロックごとに条件が異なるため、同

時期の発注はできなかったが、Ｈ
年度内に全てのブロックで公告され

た。

市町村 宮城県

○事前協議

規約議会議決

○正式協議申出

規約議会議決

○委託決定 ○受託決定

○告示 ○告示

○総務大臣届出

協議・議決

○ ○

要求水準書は、廃棄物処理構想で整理した内容を基
に、事業費を積算するために必要な条件を整理した。

要求水準書は、県と処理業者の責任分解点を明確に
し、事業実施に必要不可欠な枠組を整理したものであ
る。

要求水準書は、提案者から有効な提案を引出すため、
最低限の必要事項に留めた。

要求水準書は、ブロックごとに異なる諸条件を整理し、
Ｋブロックでは市の一次仮置き場測量結果等から、災
害廃棄物量の見直し等を行った。

○

コンサルは、複数の市町村の委託を受けて先に述べ
た資料作成した。

コンサルは、複数の市町村の委託を受けるため、多
くの特異ケースに遭遇し、県や国の対応を把握でき
る。

震災時は、想定できない問題に遭遇することが多い
ことから、多くの事例との比較からより適切な提案が
可能となる。

○

廃棄物コンサルタント

国 ・ 県

町
市 村

市

協議・調整

こうした情報により、市町村と県、国とのパイプ役を果
たすことが可能となる。

アクシデント発生

・被災地に特化したアドバイス

・手続方法の指導

・職員の派遣
･複数の市町村から受託した実績

・特異なケースに多数対応

・経験に基づいた適切な技術提案

県レベルに提供できるサービス 二次仮置き場の処理構想の作成

施設配置動線計画（町）
二次仮置き場の整備のための

要求水準書の作成

市町村と県、国とのパイプ役 パイプ役のイメージ

M

A
B C

D
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①東日本大震災は、想定外の被害をもたらし、従来の災害廃棄
物処理計画では対応できなかった。想定の見直しに応じた計
画作成が必要。

（災害廃棄物対象品目、災害廃棄物量、一次仮置き場必要
面積・箇所数等）

②発災直後、初期、中期、長期といった各フェーズにおける計画
作成が必要。

③広域連携 他県にまたがる協定締結 に基づく処理を前提とし
た計画とする必要がある。

④大規模工場、化学物質、畜産、冷凍保管庫等についても、所
在地を把握し、災害廃棄物発生量の予測をする必要がある。

○

ご静聴、ありがとうございました。

今後の災害廃棄物処理計画
における今後の視点



（１）参加者 94人
（２）アンケート回収数 24人
（３）設問１所属と年齢構成

60歳代（38％）が最も多く、50歳代（29％）とで約７割を占めていた。

（４）設問１-１参加の動機

（５）設問１-２テーマへの感想

「大学・研究者・財団」(29%)と「コンサル・シンクタンク(17%)」,「処理業・公
社(17%)」の方が多かった。

参加の動機として
①市町の実務者の実務を通じた話が聞けた

アンケート回収結果 （平成24年7月28日）
平成24年度 廃棄物資源循環学会 研究討論会
地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」－過去から未来へ伝えるべきこと（２）事前編―

計画に従事していることが参加動機の方は7％で、テーマに興味・関心がある方が
54%と最も多かった。

①人材が重要と言うことを再認識した。
②今後検討していくきっかけとなった。必要性をさらに感じた。生の声であったので（が聞
けたので）良かった。
③それぞれの立場の方々から、お話が聞けて大変面白く聞かせていただきました。
④時間の配分がいまいちでした。パネラーは３人でもよかったかも。
⑤自治体の対応手順がよく分かった。
⑥地震津波被害想定－防災計画（災害廃棄物処理計画）との連携が必要と考えられる。シナ
リオづくりも含めて。都市部では技術災害(例：石油タンクからの石油流出→火災、土壌汚染
[国内でも何例か研究されている]）が重要になる→事前対策も含めて。
⑦事例紹介、問題提起から、次のステップへ踏み込んで欲しい。具体的な提言、提案(国を動
かすような)づくりをしていくべき。
⑧具体的な事例をもっと知りたい。是非記録をオープンにして欲しい。

１．大

学・研究

者・財団

29%

２．官公

庁

8%

３．コン

サル・シ

ンクタン

ク
17%

４．メー

カー
12%

５．建設

会社

4%

６．処理

業・公社

17%

７．その

他

13%

参加者の所属 １．10代
0%

２．20代
12%

３．30代
8%

４．40代
13%

５．50代
29%

６．60代
38%

７．70代
以上

0%

参加者の年齢

１．計画

に従事

7%

２．方向

性に興

味・関心
39%

３．テー

マに興

味・関心

54%

４．その

他

0%



（６）設問１-３満足できたか
半分の方々満足という回答で、不満という回答がなかった。

（７）設問２部会活動への意見

①広域処理計画の立て方進め方、ノウハウ、注意事項など。
②アスベストや放射能の今後の対応、放射能の対策についてもう少し掘り下げて欲しかった。
③なぜ進まぬがれき処理の問題点と課題をもう少し解析して欲しい。
④災害や処理対策は、見方を変えれば大きなプロジェクトであり、時間、物、金、人をいかに
投入するか、運営するか、事業としての計画視点が今後必要。

①やはりディスカッションの時間はもう少し合った方が良い。
後は満足です。
②パネルディスカッションにて時間が短すぎた。
③現場の(実務的な)課題が聞けて興味深かったが、より広い視
点でのフレームワークの議論があるとなお良いのではないかと
感じた。
④亘理町／関西広域連合の具体事例は特に土木系／環境系の組
織論は示唆に富んでいた。今回の東日本大震災もこの点を大い
に学ぶべきであろう。

⑧具体的な事例をもっと知りたい。是非記録をオープンにして欲しい。

⑨勉強になりました。ありがとうございました。
⑩よく分かって良い講演で会った。
⑪過去の経験がどう生かされたか、また生かされなかったかを議論して欲しい。
⑫良かった
⑬当事者である皆様の意見はとても参考になりました。
⑭東日本震災の廃棄物処理計画における課題について考えさせられる材料をいただけたと思
う

１．満

足

50%

２．ま

あま

あ

50%

３．不

満

0%



１.４ 秋の企画セッション

企画セッションは、例年、廃棄物資源循環学会の研究発表会の中で開催されて

いる。

廃棄物計画部会では「災害廃棄物処理計画」にターゲットを当て、昨年の研

究発表会、今年の研究討論会と２回にわたり、阪神・淡路大震災、東日本大震災

の災害廃棄物処理担当者、関係者に「災害廃棄物処理計画」の事前に準備するべ

き必須事項に焦点を当て議論してきた。

３回目は実施・運用編として、どのように「災害廃棄物処理実行計画」を策定、

実施、運用しているのか、県及び市の「災害廃棄物処理実行計画」策定担当者、

市町村ヒヤリング調査を行った研究者等に意見発表、討論していただき、今後の

日本の災害廃棄物処理に役立てるものとする

●パネリスト構成と各テーマ

司会進行 臼井直人（大成建設・廃棄物計画部会員）

代表挨拶 中村恵子 (健康・環境デザイン研究所 )

コーディネーター：井土將博（国際航業）

１．「宮城県の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について」

   藤原成明氏（宮城県環境生活部震災廃棄物対策課処理推進第一班技術補佐）

２．「名取市の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について」

木村敏氏（名取市生活経済部 次長兼クリーン対策課長）

３．「被災市町村の災害廃棄物処理ヒヤリング調査から見えてくるもの」

劉庭秀氏（東北大学大学院 国際文化研究科 准教授）

         



宮城県の「災害廃棄物処理実行計画」
策定・実施・運用

宮城県環境生活部震災廃棄物対策課
処理推進第一班 藤原成明

地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」
－過去から未来へ伝えるべきこと（３）
実施・運用編

Ⅰ 宮城県災害廃棄物処理実行計画二次案のポイント

（平成２４年７月発表）

Ⅱ 災害廃棄物発生量と災害廃棄物推計量との違いは？

Ⅲ がれき処理 ＝ 焼却ではない

Ⅳ 国庫補助金の基本的な流れ

1

目 次

リサイクルの徹底
資源の有効活用，

最終処分量の削減

地元処理の徹底

自区内＞県内＞県外

平成２６年３月までの処理完了のための時間的制約

できるだけ地元

で処分又は再生

利用するための

方策と品質を追

求

地元と県外の民間

技術力を結集した

大規模二次仮置き場

の建設・運用

震災復興の前提としての「速やかながれき処理」

処理の基本理念

地元企業の活用

地元雇用の実現

安全で高品質

な処理・再生

最大限の県内努力のもと県外の幅広い支援を得てがれき処理を推進

県内

処理量

最大化

県内資源の徹底活用

Ⅰ 宮城県災害廃棄物処理実行計画のポイント（県受託分）
3

処理主体

処理の主体は原則、市町

市町の意向を最大限尊重
し、市町ができない部分の
処理を県が受託

県震災廃棄物対策課の体制

県庁
処理推進第１班、処理推進第２班
予算管理班、施設管理班、調整班

チーム
気仙沼、石巻、宮城東部
亘理名取

事務所
気仙沼、石巻、岩沼

処理量見込み
4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000
万トン

県受託分

市町村独自

分

計

仮置き場の
がれき量把握

＋ 解体予定
の家屋棟数 ＋

海洋がれきの
引揚量

ブロック、処理
区ごとに災害廃
棄物の種類別
組成比を確認
し、種類毎の処
理量を推計

一次、二次仮置き場に

搬入されたがれきの山
の測量を行い、山ごとに
容積を把握 市町村の見込

今後２年間の
引揚量を推計

災害廃棄物
推計量 ＝

※ 災害廃棄物の種類別の比重を用い容積（㎥）を重量（t）に換算

解体予定の公
共建築物棟数

5

災害廃棄物発生量の推計 H23.3.28
○発生量は、県全体で1,500万t～1,800万t、津波堆積物は1,075万m3と推計。

○推計方法

・被災後の航空写真をもとに津波浸水区域を確定

・地図に浸水区域をプロットし住宅地図で被災地域（倒壊、流出等）の建物を特定

・住家、非住家の被災棟を確認し発生原単位により発生量を算出

農地がれき

Ⅱ 災害廃棄物発生量と災害廃棄物推計量との違いは？

１．宮城県の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について
　　　　　　宮城県環境生活部　震災廃棄物対策課　藤原　成明 



見直し前後における県内，県外処理量の比較 単位；万t

354
(10)

総量：1107

総量：676

127

見直し前 見直し後

6

500

300

100

700

0
後

再生利用 焼却処理 売却 最終処分

前 後前 後前 後前

753

1,000

600

200

1,200

0

■：県外
■：県内

(a) 処理量の比較 (b) 処理方法別比較

◆ 再生利用については、特に、木くずが大幅な減（217万t  67万t）となっているが、県内の
木くずの処理先が限られており、再生利用に適さない性状の木くずも予想外に多かったことから、
県外に依存せざるを得ない状況

◆ 焼却処理は、仙台市の協力や二次処理プラント間の連携により、県内で最大限処理を見込むも
県内のみでは困難な状況

◆ 最終処分についても、小鶴沢処理場や県内最終処分場の活用により、県内で最大限処理を見
込むも、県内のみでは困難な状況

■：県外
■：県内

確定量 13
要請量 114

549
(95)

（）内は県内処理
拡大取り組み量

（）内は女川町の東京都搬出分

石巻ブロック 変更前後の処理方法別処理量比較
7

単位；万トン

ﾏﾃﾘｱﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

ｻｰﾏﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

処理
（＊１）

減量化
（＊２）

ﾏﾃﾘｱﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

ｻｰﾏﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

処理
（＊１） 減量化

318 ０ ２１ ５２ １２４ １１２ ５８ ０

ﾏﾃﾘｱﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

ｻｰﾏﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

埋立
減量化

（＊２）

ﾏﾃﾘｱﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

ｻｰﾏﾙ
ﾘｻｲｸﾙ

埋立 減量化

１４７ ２４ 　　① ７９ ０ ６ 　　② ２３

埋立；①＋②＝３３万トン　

変更前
６８５

（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞ
ﾙ時）

県内 県外

３９１ ２９４

変更後
３１２

（H24.5）

県内 県外

２５０＋① ２９＋②

（＊1) 変更前の処理とは、混合がれき分別、ﾘｻｲｸﾙ、焼却、埋立等

（＊2) 二次仮置き場での焼却減量化可能量は、最大３５万トン

焼却減量化３５万トンは、焼却６７万トンに相当

１,５００
～

１,８００
万ｔ

４３５
万ｔ

６７６
万ｔ

１,４２０
万ｍ３

２,０７３
万ｔ

５６９
万ｔ

２３７
万ｔ

津
波
堆
積
物

災
害
廃
棄
物

H23.3
発生量推計時

H24.5
処理量見直し時

H24.7
今回見直し

１,１０７
万ｔ

６８３
万ｔ

プロポーザル
発注時

４０８
万ｍ３

５９５
万ｔ

４０８
万ｍ３

５９５
万ｔ

１,２５２万ｔ

６７２万ｔ

県処理

対象量

当初推計量

県処理対象量

市町村処理量

（うち農地分）

見直しを行わな

かったもの

凡例

災害廃棄物発生量と災害廃棄物推計量 Ⅲ がれき処理＝焼却ではない 県受託処理分のマテリアルバランス（抜粋）

県内
確定量

県内
調整量

県外
確定量

県外
調整量

木くず 再生利用可能な木くず

62万ｔ 72万ｔ

再生利用可能な廃プラ・タイヤ等

可燃系混合ごみ 6万ｔ

59万ｔ

焼却可能な可燃系残渣物 （焼却減容化分）

212万ｔ 91万ｔ

不燃系混合ごみ 主灰造粒固化物

312万ｔ 32万ｔ

主灰・飛灰

18万ｔ

津波堆積物 再生利用可能な不燃物等

246万ｔ 14万ｔ

土砂・汚泥等

300万ｔ

混合ごみの分別残渣等

52万ｔ

コンクリートくず

198万ｔ

アスファルトくず

5万ｔ

金属くず

19万ｔ
金属くず

（混合ごみの分別過程から）

その他（畳・石膏ボードなど）

19万ｔ

（二次仮置き場焼却分）

（その他の分別過程から）

合計

920万ｔ 673万ｔ 42万ｔ 14万ｔ 100万ｔ

合計 合計

920万ｔ

※　災害廃棄物由来の土砂
　　の量を含む

（焼却・最終処分委託分）
7万ｔ 0.7万ｔ

8万ｔ

46万ｔ

（再生利用委託分）
0.2万ｔ 3万ｔ 3万ｔ

7万ｔ

再生砕石

198万ｔ

アスファルト原料
249万ｔ

5万ｔ

金属原料

ふるい下等（最終処分）
9万ｔ 43万ｔ

52万ｔ

土木資材
14万ｔ

14万ｔ

土木資材
300万ｔ

300万ｔ

（焼却処理委託分）
39万ｔ 4万ｔ 6万ｔ 22万ｔ

71万ｔ

14万ｔ

※　木くずの独自処理分
　　5.6万tを含む プラ原料・燃料・RPF等

0.2万ｔ 3万ｔ

※　可燃物の独自処理分
　　6.1万tを含む （二次仮置き場焼却分）

141万ｔ

32万ｔ

4万ｔ

がれきの選別等による主要な組成の流れを示しており，少量の選別物のフローは図示していません
なお，端数処理により各項目の合計が一致しないことがあります

3万ｔ
6万ｔ

木材材料・燃料等
35万ｔ 5万ｔ 4万ｔ 29万ｔ

72万ｔ
再生利用

再生利用

焼却

再生利用

再生利用

最終処分

再生利用

再生利用

最終処分

再生利用

焼却・最終処分

計画の運用
10

可
燃
性
残
渣
物

木くず

可燃系混
合ゴミ

不燃系混
合ゴミ

津波堆積物

測量等調査

焼
却
減
容
分

灰

不
燃
物
・

土
砂

残渣率
如何に低
くするか

埋立
どれだけ再生
にまわせるか

不
燃
物

施設管理
（稼働率）
如何に上
げるか

推
計

分別・洗浄
の徹底

調整（広域）
配分（ﾌﾞﾛｯｸ
内、県内）

実施時期によって
精度が異なる

再生品の
安全性評価

埋立場所の
確保・配分

進捗管理
H２４年度末まで

処理率
５９％

処理必要量
見直し 処理コストの

比較

見直し前・
見直し後の
比較（量）と
原因の究明

補助金
申請と査定

視察対応

マスコミ
対応

11

残渣率の低減などの取り組み



実施・運用

◆（実施）焼却は、処理工程全体の中のごくごく一部

ポイントは、どのような可燃物をつくるか

どれくらい品質が安定した再生品をつくるか

◆（運用）減容化（又は減量化）を常に意識する

埋め立てたり、再生利用されなければ処理が完結したこと
にならない。残渣率を下げることも需要。

◆広域処理は、県外からの支援（処理困難物の処理など）
造成費・建設費・解体費ゼロ。

12 13

国（環境省）

交
付
申
請

補
助
金
交
付

市町村

市町村が直営
で処理

県が市町から
事務を受託

支払い請求

宮城県（環境生活部）

県が受託
した分に
ついて、
概算交付
に係る
「報告書」
を提出

県が受託
した分に
ついて、
清算交付
に係る
「報告書」
を提出

Ⅳ 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金の基本的な流れ

手続きの基本的な流れ

概算交付に係る
「報告書」提出

調

査
（
机
上
）

事
業
費
の
決
定

再
調
査
（
実
地
）

交
付
申
請

事
業
費
の
精
算

災
害
発
生

処
理
事
業
の
実
施

交
付
決
定

事
業
完
了

補助金の概算交付後
の精算手続き

本格的なまちづくり（嵩上げ・区画整理）はこれから

・早期にまちづくりがなされなければ，企業は再建できない

・企業の再建がなければ，雇用が確保されない

・雇用の確保がなければ，被災者の生活は安定しない

15

復興の状況に応じた継続的な支援が必要

平成２５年度末までのがれき処理完了（一日でも早く）

前提

まとめ
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廃棄物資源循環学会研究発表会

テーマ

名取市における東日本大震災
災害廃棄物の処理事業

２０１２年１０月２３日

名取市生活経済部
次長兼ｸﾘｰﾝ対策課長

木村 敏

2

本日お話ししたいこと。

• 名取市の概況と名取市の被害状況

• 名取市の災害廃棄物処理の初動

• 陸上自衛隊と名取市災害応急措置協力会との協働

• 一次仮置場の設置とガレキ火災の発生

• 二次仮置場の設置と現段階の処理状況

• 名取市における災害廃棄物の処理主体と処理体制

• 役割分担（権限と責任）

• 財源調達方法及び手続き

• 災害廃棄物処理を行うにあたっての課題

3

名取市の概要
• 平成２３年２月（被災前） 平成２３年７月（被災後） 平成２４年８月(現在)
• 人口 ７３，２２９ 人 ７１，４９７ 人 -1,732 ７２，３０１ 人 -928
• 世帯数 ２６，４３３世帯 ２６，０５６世帯 - 377 ２６，５６８世帯 +135

•面 積 ９７．７６ｋ㎡

•市 街 化 区 域 １４．４％

•市街化調整区域 ８５．６％

•水 田 面 積 ２５．３％

4

地震・津波の概要 • 名取市の被災状況
• ■発生日時

• 平成23年3月11日

• 14:46

• ■震源地

• 牡鹿半島東南東

• 130Km付近

• ■震源の深さ 24km

• ■マグニチュード

• 9.0

• ■名取市内の震度

• 震度6強

• ■大津波警報発令

• 14:49

• ■津波第一波到来

• 15:51

• ■津波高 9.1m

• ■名取市面積

• 97.76k㎡

• ■浸水面積 27k㎡

• ■浸水率 28%

• 3月12日

• ■市内避難所 52所

• ■避難者 11,233人

5

死者９１１名・全壊3,765棟・浸水面積２７Ｋ㎡
災害廃棄物総量５２万６千ﾄﾝ・津波堆積物約４０万ﾄﾝ

6

初動
発災直後から地元建設業

者により道路啓開とガレキ
の撤去作業が始まる。

市長からは、スピード感を
もって進めるよう、強い指
示が出された

☜ 名取市長 佐々木一十郎

地元建設業者は危険を顧

みず、命がけでガレキの山
と戦った。

ガレキの仮置場は３月１４
日までに２カ所を確保。

２．名取市の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用について
　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県名取市　生活経済部　木村　敏 



7

陸上自衛隊との協働
地元建設業者が陸上自衛隊(第35普通科連隊)の指揮下に入り、
行方不明者捜索とガレキの撤去・収集・運搬を併せて行った。

8

名取市災害応急措置協力会との協働

• 地元建設業団体と名取市は、
平成17年に災害応援協定を締
結しており、この協定に基づ
き、発災直後に13社が現場に
集結。さらに応援協力会社15
社が加わり地元建設企業計28
社がガレキの撤去・収集・運
搬に全力で取り組んだ。

• 燃料不足の状況下、名取市が
燃料を確保し、自ら重機に燃
料を供給するなど、市役所と
地元建設業者は、一体となっ
てガレキ撤去にあたった。

9

一次仮置場の設置 • 発災直後は、閖上漁港岸壁
にガレキを集積したが、すぐ
に容量不足となったため、全
壊状態の広浦橋を応急復旧
して漁港背後地(県有地)に
一次仮置場(約10ha)を造成。

☜ 広浦橋（３月13日撮影）

• 他に浸水を免れた民有地(約
９ha)を借上げ、この２カ所の

大規模仮置場でガレキ集積
を進めたが、ガレキの山が
40ｍを超える状況になって危
険なため、８月には海岸防風
林(市有地)の倒木を除伐して
一次仮置場の拡張を行った。

10

ガレキ火災の発生
• 一次仮置場において地元建設業者は、粗分別されて搬入

されたガレキを金属・可燃物・不燃物・有価物等に細か
く分別するとともに、コンクリート等の破砕、津波堆積
物のふるい分けを行っていたが、2011年９月１６日早朝、
金属ガレキと混合ガレキの接する場所から発火。原因は
金属ガレキの酸化熱による発火であったが、鎮火まで１
週間を要しその後もくすぶり続けた。

11

二次仮置場の設置

• 名取市は、地方自治法に基
づき2011年４月15日に宮城

県と災害廃棄物処理に関す
る協定を締結。

• 宮城県は同年10月にﾌﾟﾛﾎﾟｰ

ｻﾞﾙ方式により西松建設㈱を
代表会社とするＪＶに発注。

• 西松建設㈱は、一次仮置場
であった閖上漁港背後地に
二次仮置場(６.6ha)を設置。

• 2012年３月末に仮設焼却炉
２基(処理量190ｔ/日)が稼働

開始し、災害廃棄物の中間
処理が本格化した。

12

名取市の災害廃棄物の処理状況
• 名取市の災害廃棄物の処理・処分量は２３万２千トンで処理

率は４４.1％(H24・６月１日現在)。これは災害廃棄物総量が

５０万ﾄﾝを超える被災３県の１４市町の中で一番高い処理率
となっている。

• 広域処理については、木くずチップを有価物として福島県の
ボードメーカーに搬出しているが、発生したほとんどの災害
廃棄物を自区内処理している。

• これまでに処理が完了した災害廃棄物は、発災直後から破
砕処理を行ったコンクリートがらが最も大きい。

• 焼却処理後の主灰については、造粒固化し建設資材として
再利用する。

• 最終処分場への埋め立ては、飛灰と分別残渣の約１万ﾄﾝ
(２％)にとどめ、ほとんどをリサイクルする。



13

名取市における災害廃棄物の
処理主体と処理体制≪名取市地域防災計画≫

がれき、残骸物の処理に
関する担当課は、

・生活経済部クリーン対策課

・建設部下水道課

障害物除去の担当課は、

・建設部建設課

・建設部道路公園課

≪現実は≫

本来の主務課であるクリー
ン対策課が６月まで遺体処
理に追われていたことから、

障害物除去の流れを受けて、

７月中旬まで

建設部建設課と道路公園課
がガレキの集積やｺﾝｸﾘｰﾄ破
砕等の中間処理まで、地元
建設業者を指揮して実施。

☜発災直後の災害対策本部
14

役割分担 ―権限と責任―
・名取市が担当

被災地から一次仮置場へ運搬。建物解体。一次仮置場での減容化

・宮城県が担当

一次仮置場から二次仮置場へ運搬。二次仮置場での中間処理。

リサイクル・売却・最終処分。

財源調達方法及び手続き

・平成23年度名取市災害廃棄物処理事業費15,952,061,291円
うち災害等廃棄物処理事業費補助金(環境省)13,893,293,000円 (８７％)
災害廃棄物処理促進費補助金(ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ基金)1,693,021,000円(１０％)

残り365,747,291円は特別交付税措置

環境省の配慮により８月16日に概算金

7,049,416,000円の支払いを受けた。

15

災害廃棄物処理を行うにあたっての課題

• 中間処理後の再生資材の引き受け先が限定的である。

• 廃棄物処理法等の法規上の制約から動きにくい面があった。

• 広域処理の話題が先行し、自区内処理に集中しにくかった。

• 放射線問題により余計な仕事が増えた。

• とは言え、環境省の支援は素晴らしかった。

※ 名取市の災害廃棄物処理事業を総括すると、発災直後
から地元建設業者に全面的に業務を依頼したことで、
「自分の街の問題は自分たちで解決する。」という意識
を共有でき、他の自治体と比較してもスピーディに処理
が進んだと考えられる。首長のリーダーシップと地元企
業の意識。これがなければ膨大なガレキに立ち向かうこ
とは出来なかったと感じている。

16

今回の震災では全国から、そして世界中
の皆さまから多くのご支援を頂きました。

• 名取市は今、失われたまちを再生するため、
復興に向けて全力で取り組んでおります。

• 一日も早い復興をめざし、市民一丸となって
復興を進めてまいります。

• これらも、よろしくお願いいたします。



災害廃棄物処理の課題と成果

2012年10月23日（火）

東北大学大学院 国際文化研究科

国際環境システム論講座

劉 庭 秀

第23回廃棄物資源循環学会
廃棄物計画部会

22013/4/1

はじめに

大量に発生した震災廃棄物の発生・処理・
資源化・復興のための各自治体の対応にバ
ラツキと格差

震災廃棄物処理の対応からみた廃棄物政
策、資源循環の考え方

各自治体のヒアリング調査及びがれき処理
現場の現地調査結果からみた震災廃棄物
処理政策の成果と課題を考察

32013/4/1 環境省推計2012年2月20日時点 42013/4/1

災害廃棄物の事務委託

宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案）

52013/4/1

トップダウン型
財政・人材に余裕、各方面の支援、仮置き場や焼却施
設設置が容易、人口流入

62013/4/1

実行型
財政的に一定の余裕、莫大な被害による混乱、仮置

き場設置困難、人口流出、積極的な移動・処理

３．被災市町村の災害廃棄物処理ヒアリング調査から見えてくるもの
　　　　　　　　　　　東北大学大学院　国際文化研究科　　　劉　庭秀 



72013/4/1

強行型
リーダーの決断力・行動力、先行動・国の支援に期待
インフラ復旧

82013/4/1

依存型（大都市の行動に影響・国に依存）
財政的・地理的に厳しい状況、仮置き場（管理に問題）、上位
自治体の政策に依存、乏しい行動力、インフラ喪失、人口流出
深刻

92013/4/1

混迷型
がれき置き場設置困難、住民反対、インフラ破壊・復
旧に時間、処理主体・責任・権限が不明確

102013/4/1

住民反対（多）
がれき置き場確保（困難）

住民反対（少）
がれき置き場確保（容易）

財政指数（高）
外部支援（多：技術・人・重機など）
リーダーシップ（強）
政策決定・行動力（早）

震災廃棄物処理量（少）

震災廃棄物処理量（多）

財政指数（低）
外部支援（少：技術・人・重機など）
リーダーシップ（弱）
政策決定・行動力（遅）

トップ

ダウン
型

強行型実行型

依存型

混迷型

処理主体に関する考察

基本的には市町村が処理→事務委託を受け
て県が処理

当初、宮城県は国の直轄処理を希望、県内
の自治体は県の指示と方針確定を期待

財政的・時間的・人的制約→様々な対応

画一性を求めるより、地域特性、多様性、柔
軟性を認めることはできなかったのか？

各処理主体の支援体制を構築すべき

112013/4/1 122013/4/1



処理体制に関する考察

自治体間、担当部署間のコミュニケーション
が円滑に行われず、混乱状態

震災廃棄物処理計画と復興計画（まちづくり）
との整合性は？

有価物の売却と処理方法にバラツキ

災害廃棄物処理、震災復旧、被災地への関
心 → 内陸部と沿岸部に大差

仮置き場設置が容易であるかどうか、埋立地
に余裕があるかどうかが処理方法と体制構
築に影響 13

2013/4/1
142013/4/1

役割分担に関する考察-権限と責任-

内部組織と外部支援との融合と調和

外部支援の活用→ 非常時の組織整備必要

震災廃棄物処理と復興事業のすり合わせ

強いリーダーシップと行動力がカギ

権限と責任の集中と分散が必要

域内処理と広域処理の判断基準、根拠は？

国、県、大都市、中小市町村の役割分担は、
情報共有と現状確認を行い、対等な立場で
進めることが大事

152013/4/1 162013/4/1

財源調達に関する考察

震災廃棄物処理の財源調達に不安

強い要望と算定根拠提示で解決した例も

環境省の査定（2011年12月～2012年1月）

環境省の予算と総務省の交付税で全額負担

国直轄の要望（画一的）→各自治体の特徴を
考慮（柔軟・多様に対応可能）

自治体の財政力に応じた負担原則→他の要
素も考慮すべき

広域処理推進の妥当性（費用増？）
172013/4/1 182013/4/1

 震災廃棄物発生量の正確な推定と特性把握によるマスタプラ
ン作成

 災害廃棄物処理のマニュアル、ガイドライン作成（シナリオ設
定・シミュレーション分析）

 がれき置き場設置、専門（関連）業者のネットワーク、外部支
援の受け入れ体制、周辺地域との連携強化

 域内処理と広域処理の方針と優先順位設定

 東北地域の雇用拡大、廃棄物処理・資源化技術開発
1. 震災廃棄物処理と資源化から得た経験、技術から雇用と産業創出

2. 防災・環境（エネルギー、資源循環など）の国際協力・国際支援の拠点

 被災地や被災者のニーズを把握
1. 今後の働き型、まちづくり（産業、教育、医療、環境、エネルギーなど）

2. 復興教育→町の歴史と文化を継承→次世代に何を残すこすべきか。

震災廃棄物の処理と復興



（１）参加者 　１０４人
（２）アンケート回収数 ２３人
（３）設問１所属と年齢構成

40歳代（44％）が最も多く、60歳代（26％）とで７割を占めていた。

（４）設問１参加の動機

（５）設問１テーマへの感想

「大学・研究者・財団」(30%)とメーカー(26%)「コンサル・シンクタンク(17%)」,
「処理業・公社(17%)」の方が多かった。

その他の意見
①名取市の報告が実態だろうと推測
できた。

アンケート回収結果 （平成24年10月23日）
平成24年度 廃棄物資源循環学会 研究発表会 企画セッション
地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」－過去から未来へ伝えるべきこと（３）実施・運用編―

テーマに興味・関心がある方が48%と最も多く、続いて計画の今後の方向性に関心が
ある方が28%、計画に従事していることが参加動機の方が24％であった。

○テーマが時期に得て良かった
○行政と公的立場からの視点で、今回の活動へのボランティア、NPO、NGOの役割・関与が言及され
ない点は不満である。行政との関わりで、これの効果について言及すべきである。
○具体的な行動の話がよかった。今後の計画、行動に参考となる。
○広域処理に否定的でしたが、３年で処理するために過大な設備投資となっていないでしょうか。全
国にある休炉（こわれてもよい）を活用できなかったのか
○将来、東南海大地震が予想されている中で、今回の経験を生かすべき。ちょっと中途半端に終わ
た感じがする
○まだ、このテーマでは時期が早い。論議にならない。
○名取市の報告は良かった。皆さんのご苦労が良くわかった。
○パネルディスカッションは良かった。もっと時間がほしかった。
○実際のガレキ処理も経時的に状況が移り変わる中、事前編に続き、実施・運用編で、現在の認識
（最新情報）を聞くことができ、大変実りあるものでした。
○実際に災害廃棄物処理に携わられた方の生の声が聞けたのでよかったと思います。
○今後の経験を次に残していってもらえればと思います。
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● 所属分野
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（６）設問１満足できたか
半分以上の方々満足という回答であったが、不満という方も２名いた。

（７）設問２部会活動への意見

○討議時間をもう少し長くして、会場の意見を出せるようにして欲しい（活発なディスカッショ
を期待）
○災害処理を完結させるために、何をしたらよいかを考える。 ３次仮置場
○十分なディスカッションを聞きたい
○パネラーの方々の自由な意見をもう少し伺いたかったと思いました。大変参考になりました。
○災害廃棄物処理に係れる法制度と現場での問題課題
○来年は、コスト面、実行面、スピード面等から見た再評価をするとともに予期されている東南
地震等への備えるべき事項を論議出来る場としてほしい。
○部会活動についてもテーマに応じて、スピーディーに公開することを希望します。

満足でき

るもので

あった

57%まあまあ

であった

30%

不満で

あった

9%

無回答

4%

●内容の満足度
○メッセージの発信の点では評価できるが、論点が一面
的である。まあ～、時間不足なので仕方ないが・・・。
○パネラーの意見がもう少し欲しかった。
○単なる紹介のみ。消化不良。

○貴重なご経験が大変参考になった。
○できるだけ多くの具体例を集めること。担当者のヒヤリングを多く集めることが必要であると思
れた。
○各自治体の災害廃棄物処理が多種多様であったことを新ためて実感した。良い点悪い点を整理し
て、再評価することが重要と思った。
○処理計画の大小はあれど、身近な地域、範囲から実行に移さないと、処理は進んでいかない
○発災後１年半経過し、客観的な発表を聞くことができ良かった。
○大変良いお話を聞かせていただきました。市町村の役割として、遺体と廃棄物を同じ部署で担当
ていると聞き、今後の計画においての役割分担を考えるべきだと思いました。名取市様のご発言に
成です。



２．話題提供

２．１ 第１回研究会

２．１．１ 亘理町二次仮置場視察

（災害廃棄物処理業務（亘理名取ブロック（亘理処理区））

宮城県は仙台市以外を４ブロッック（気仙沼、石巻、宮城東部、亘理名取）に分

けて県が業務を発注、亘理町は亘理名取ブロック（名取市、岩沼市、亘理町、山

本町）

災害廃棄物は一般廃棄物、基本的に自治体が処理（ただし委託して は良い）宮城

は県が代行

亘理町 273 人。宮城県の 7%の災害廃棄物、15％の津波堆積物。ブロック内では一

番多い。

3 月 12 日から捜索作業の中でがれきの片付け（集積）をした。（亘理町の人口は

32000 人）

国と県と町の土地である防潮林（17ha）を借り、二次処理施設を建設、最終的に

防潮林再生予定。

現在の空間線量は平均 0.06μ Sv/h、高いところで 0.1μ Sv/h。以前と比較し下が

ってきている。

ホットスポットがあり 0.24μ Sv/h 程度の場所がある。

その他、仮置場内に避難施設を設置（高さ 15m）、管理 棟屋 上に は太陽 光パ ネル 。

県からの委託処理量：災害廃棄物 848,000ton、津波堆積土は 609,000 立方メート

ル

現在量の見直しをしている。当初よりもだいぶ量が減っている。60%程度になりそ

う。

●運搬

他の事業（農政と国交省の造成、県の振興事務所も仕事（圃場整備やイチゴ団地

造成））のダンプも多く、今週になってからはダンプが数珠つなぎで走っている。

災害廃棄物は３箇所の仮置き場から搬入しており、運搬はすべて亘理町が担当、

がれきの運搬は地元の土建屋を雇用。現状では 600 台 /日くらいが走っている。

●施設

11 月に造成を開始し、4 月から稼働、19 ヶ月で処理を完了する計画（25 年 11 月

に運転終了）。

26 年 1 月に土地を現状復帰して返す。 2 ヶ月程度は短縮の見込み。

焼却炉はチェーンストーカ炉（日立造船）：同じものを 5 台設置：合計 525t/d

１ケ月に 5 日／台は定期点検で止める。実際は 5 台が同時に動いていることはあ

まりない。オペレーションは 1 班で 14 人で 4 班体制、整備は別。



がれきからの可燃物は 1500-1600kcal/kg 程度で、重油を計画の 30L/t の 3 倍程度

使っている。残渣率は 20-30％。土が付いているので灰分を下げるのが難しい。

排ガスを冷却し、放射性セシウムをガラス固化して 100%除去している。放射能の

モニタリングは連続して行っている。ヤード内に分析室があり、ヤード外に放射

性物質が放出されないよう管理。

焼却炉は大林が買い 19 ヶ月で終了してスクラップ処理。廃炉は産業廃棄物となる。

選別混合廃棄物はタケエイ、大和工業（仙台）など。下請けではなく JV

○混合ごみ

混合ごみは回転篩で土砂分を除去した後比重選別機で軽いもの＝可燃物と重いも

の＝不燃物に分別。重いものは手選別でコンガラ、可燃物等に分別、鉄くずは磁

力選別機で分別。

土砂分はさらに比重選別機で細粒分（土砂）と残渣に分けている。現在の能力は

1000t/d

混合ごみはリサイクルが難しい。アップサイクルブロックとして使うことを検討。

○木屑

松丸太が主、荒選別で丸太等の生材を選別、他はチップに破砕。破砕後、スクリ

ーンでチップから土砂をわける。チップは雨の影響のないところに保管。能力は

500t/d で、 334 万 t のうち 15 万 t をリサイクル

○コンガラ

鉄等を分別後、ジョークラッシャーで破砕し、40mm 以上を除去し、40mm 以下を再

生砕石に。の能力は 400t/d

コンガラは復興資材として 14 万トンを使用。

○鉄くず

去年 7 月から処理を進めて１億円程度の売り上げがあった。現状ではスクラップ

の空間線量が問題になっている。しかし去年は緩かった。8 月くらいから木屑も

資源で使えるものはすでに売っていた。現在の丸太は皮をはいで石巻の日本製紙

のボイラー燃料に搬出している。

○津波堆積物

振動スクリーンごみを取り除く。能力は 2000t/d

●搬出

最終処分先は決定していない。報道通り 、非常に困っている。

飛灰はマグネシウム固化材で処理、主灰は仮置き。コンがらは 40Bq/kg 程度で亘

理町に 400t/d 出している。土砂は 300Bq/kg 程度あり、外へ出せない状況。搬出

時には搬出物の放射性物質検査を全車両で実施しタイヤ洗浄も行っている。



●課題

○放射能：搬入、搬出時に全てのダンプを計測、最大でも 0.1μ Sv/h。放射能濃

度は土や木の皮付きで 300Bq/kg、最も高いのは土で 1000Bq/kg 程度、飛灰も推定

3000Bq/kg 程度（当初可燃物を 100Bq/kg と想定し飛灰は 8000 Bq/kg と予想して

いた）

炉を改良し、飛灰にセメントスラリを添加し放射能濃度 を 1500 Bq/kg 程度に抑え

ている。

農家の堆肥や稲藁も 15000 Bq/kg と高い。これだと空間線量が 0.9μ Sv/h くらい

になる。遮断シートかけて周りに出ないようにしている。0.23μ Sv/h を超えなけ

れば健康に被害なしということで粛々と災害廃棄物の処理を継続している。

○契約更新：もともと厳しい行程。それで 施設を決めているのに量が 4 割減った

から事業費を減らせといわれると企業として倒産。

量が４割くらい減るので来年の今頃には操業がおわる。県も広域処理が進まない

ので県のなかでやりとりすることに方針変更し石巻のごみを受け入れる予定。亘

理町が事前協議を行い、快く 5 万トンくらい引き受ける。（8 月 9 日より）

○最終処分場の契約：プロポ段階では見積もりをして、とりあえずの了解は得て

いた。しかし、現在は事前協議の段階で自治体に拒否されている。富山市の処分

場に搬出する提案をしたが、11 月の時点では富山市から見積もりもできないと言

われた。商売としては問題ないが、地元住民の合意が得られない。合意が得られ

る見通しはない。

○地域経済への貢献：優先的に地元から調達。亘理温泉とりのうみは作業員の宿

泊とし、修復して市に寄贈。また作業員として雇い上げも被災者を優先的に雇用。

○情報公開：住民説明会は積極的に行っているようではない。 住民は排ガスや交

通について心配しているが、広域処理の拒否感とは違う。排ガスの計測等は継続

して行っており、県に報告している。亘理町は自分で計ったものと県のデータも

両方開示しているが、県からはデータがきちんと開示されていない。本来はもっ

とたくさんのデータを出している。

２．１．２ 施設視察のまとめ

亘理町 佐藤総務課長

・ 亘 理 町 の ご み 処 理 は 、 ２ 市 ２ 町 の 広 域 処 理 で 、 山 元 の 清 掃 セ ン タ ー の 能 力 は

70t/d しかないが、二次仮置場の焼却炉として 105t/d 炉を 5 基も入れた。

・炉の建設に際し、条例を改正して環境アセスをミニアセスとして省略して建設

した。排ガスの規制基準は同じである。

・亘理町から県に委託し、県は契約を担当 。亘理町は１次処理として 117 億のお



金かけた。この金は防災計画に含まれている予算で処理を行ったというのが特徴。

初めに町の財政予備から 30 億出して独自に処理し、自衛隊の活用し、ご遺体捜索

とあわせてがれき処理を行った。

・地元の中小企業では手におえない状況を自衛隊にやってもらった。がれき処理

は業務外といいながらも 2 ヶ月間で 260 台の重機、1 台あたり 2 人つけて吉田周

辺をきれいにしてもらった。

・がれきの一次処理に当初１ヶ月 7 億の現金を出した。事業者をつかむためには

お金ださないとダメ。１ヶ月 7000 万くらい、地元にも 4000 万くらい出した。町

長の指示に基づいて全体を指示し、町が全体でがれき処理にあたった。

・処理が早ければ小さい自治体でもスピード感をもって進められる。町レベル、

独自でやったことがたくさんある。たとえば 1600 台の自動車を一気に処分した。

マニュアルには残ってないので今後残す。

・裁判権があるので訴訟にならないようにどのような書類を用意すべきか等のマ

ニュアルは初動期にはなかった。昨年の 7 月にマニュアル化して、 2 年でやる分

を 7 ヶ月くらいで終了した。実際にはトップが全員集まって協議してやった。１

日で方向性を出して夜合意して翌日から実行という感じだった。

・今回の教訓をまとめている。業者に委託しながらこれまでの資料を再構築して

１冊の本にしたい。町民にはダイジェストを配布する。

岩沼と名取亘理だけが石巻のごみを受け入れられた。岩沼は事前の分別が必要で

あったが、、亘理はそのままで受け入れる。 1 日 100ton 以上は確実に受け入れら

れる。広域連携体制を整えつつある。

臼井：しっかりやっていることが目に焼き付いて参考になった。周りの都市から

すると亘理が早くて余裕があるのはなぜでしょうか？

佐藤：分別とリサイクル。常日頃から住民に言っておくことが必要。企業にもそ

の姿勢を持たせて徹底したのがキー。そのまま野積みにするとその後が大変。燃

やすにも油が余計にかかる。廃棄物処理計画にあるように粗選別を８項目でやれ

た。

岡山：会計検査院の監査は？

佐藤：今年の 6 月、いろいろ言われた。随意契約、災害防災協定、すべてボラン

ティア。協定にも基づいてすべて参加させて、６日後から随意契約とした。億単

位の事業になるなら JV をくめと言われた。プロポーザルは地域貢献度が評価対象。

大林の場合は地元にできるだけ還元したいということで町の施設の再生もお願い

できた。石巻からの運搬もすべて地元の企業で行う。

劉先生：自動車の回収は？

4 月に周知徹底して４色の旗をたてて、緑を付けない限り、１ヶ月後には強制撤



去とした。

ガイドラインが出たころには次のステップへ行っていた。陸運事務所での所有者

確認は、県を通して陸運事務所から回答出してもらってすべて告示した。拾得物

の期限は３ヶ月（警察指導）だったが、今回は旧法に則り 2 ヶ月とした。予定よ

り５ヶ月くらい遅れた。委託業者はしっかりした被災企業であり、そこを選定し、

随意契約した。1 台あたり 3000 円という契約。鉄くず屋には 3 円で売却。国交省

の人が張り付いていたおかげで進めた。

２．１．３ 災害廃棄物処理計画実施・運用とリサイクル

東北大学大学院 国際文化研究科 劉 庭秀

宮城県の自治体を全部調査した。政策決定の考え方も違う。リーダーシップがな

いと感じた。石巻市は市の規模を考えたら手に負えない規模の被害。仙台市は量

が多くても神戸市等からの支援も集中していた。仙台市は宮城県ともある意味対

立しており独立してやった。

津波に寄る被害が大きい。家屋、車、船などが散乱。混合廃棄物は処理が困難で

費用も増大。仮置き場にもそのまま野積み。東松島などは仮置き場にも不足。米

沢（ジークライト？）などにおかせてもらった。阪神に比べると処理費も大きく

なる。

放射線の影響も。栗原などが高い。石巻も高いところがある。被災車両も基準を

遥かに超えるスクラップが現場に残っている。またそのスクラップの盗難が非常

に多かった。

商社、大手スクラップ業者、地元業者の連携。仙台にも東京の業者たくさんきて

いる。鉄の値段が下がって売り先がない。

自動車リサイクルの研究をしており、 2010 年ごろの ELV（廃車）は約 298,450 台

であった。被災車両は 4 県で 410,000 台と言われたが、宮城では 146,000 台くら

いと推定。福島県は推定困難。ただ県外に非難している人の車の台数はスクラッ

プではないのでカウントできない。中古車として出回った台数も不明。

今年は補助金があるので新車がでまわったが、今は長期保有になっている。(12.7

年→ 14 年 (被災車両が増えても？))

軽自動車はやはり強度的に弱い。エアバックなどの回収は無理。また３月はガソ

リンが確保できなくてガソリンが抜き取られることも多かった。トヨタはバッテ

リーの盗難防止のためハイブリッドカーだけ集めた。

自動車の回収にはばらつきがあった。亘理町は早い時期から中古車として売った。

鉄スクラップの市況は動くので、遅いところでは高く売りたいという気持ちも働

いた。亘理町は 1 台 3000 円で売却。非常に安かった。強制抹消の判断も早かった。



国にきいても判断がなかった。（自動車に関するガイドラインが出たのでは？）

同和は塩分の問題からシュレッダーダストを最初から入れないと言っていた。ま

た、海水を含んだガソリン等も問題となった。

70 マイクロシーベルト。洗っても 30 くらいにしか下がらない。どうしていいか

分からない。こういうスクラップが運び込まれたが受け入れられないで保管され

ている車両がたくさんあるはず。

仙台はトップダウン型でマンパワーがあった。人口が流入し現在はバブル状態。

廃車を回収する機構がある。ELV 機構。1000 台から 5000 台仮置き場に。現在、シ

ュレッダー処理が終わるところ。 95ton と 350ton の焼却炉をつくっている。

チップ化から焼却、今はまたチップというように方針がかわる。

多賀城などの実行型。ここも財政的には余裕。がれき を水で洗ってチップ化して

分別している。名取や岩沼は強行型。市長の強いリーダーシップ。先にやって実

行後に国に支援要求、自治体や米軍によるインフラ復旧。飛行場があったので処

理を急ぐ必要があり、支援を受けやすかった。名取では長崎市から来た人を廃棄

物の担当にした。

山元は依存型。非常に遅い。混合廃棄物が多く簡単に処理ができない状況が続い

ている。また周りの動向を気にして自分で政策決定がなかなかできないのが問題。

仙台に依存しているので鉄道がなくなって孤立。（たしかだいぶ仙台市が支援した

ときいているが？）

気仙沼は混迷型。車がまだ残っているのは気仙沼。宮城県とのコミュニケーショ

ンが取り難かったのが課題。仙台から遠い。現場の意図を伝えるのも、反対も多

くて仮置き場がつくれなかったのも問題。仮設住宅や移転も時間がかかっている。

宮城のなかでも遅れている。

石巻は規模が大きすぎて国がどうにかしなければならない状況。他と違う。福島

県にいくと手が付けられない。

２．１．４ 生活者視点から見た災害廃棄物処理計画実施・運用

東北大学大学院 国際文化研究科 斉藤 優子

宮城県は災害廃棄物量を下方修正している。それでも 14.4 年分が発生。

阪神では全体量の 1/4 を野焼き、阪神の 50%リサイクル、処理 3 年というのが今

回の災害廃棄物処理の基準となった。

災害廃棄物処理のノウハウをもっていない、国との折衝のノウハウも持っていな

い、国等とのコミュニケーションとりづらいのが問題。

岩手県は施設の場所もないことが問題だった。宮城では 22 基が稼働している。

財政状況も大きく影響していると思われる。山元町は常磐線がダウンしマンパワ



ー不足、内陸輸送に最短でも５年かかる。

宮城県における査定額：3399 億円：23 年 12 月から 1 月 34 自治体を査定して決

定

今回は特例で 100％国が補助。

＜問題点＞

国直轄にはならない理由。縦割り行政の弊害。沿岸部だけではなく内陸部にも配

慮すべき。

市町の財政力の差。広域処理の進展。

＜宮城の問題＞

廃棄物処理のノウハウない。プロポーザル方式採用の弊害。国のマスタプラン遵

守等。

＜市町の問題点＞

ノウハウない。財政、マンパワー問題。

平常時でも廃棄物処理は行政のみに責任。行政、市民等の SH の連携は平常時から

重要。

復興政策とのリンク不足。市町の横の連携も少ない。国、県、自治体の縦の連携

も不足。

佐藤：未曾有の災害においては国がやるべきというが、被災者の復旧復興を考え

たら自治体ごとにスピード感をもってやるべき。財政不安あるというが、亘理も

そう。担当課で実施するにはただ桁が違う。100 億、200 億できかない費用を即決

できない。環境省ともやりとりしながら財政力のあるところにはそれなりの補助

しかない。亘理は 75％、借金だけで 30-50 億の予算計上。平野大臣に予算申請。

環境省担当が叱られる。30 億から 50 億がすぐ支払えればなんとかなる。仙台は

３月中にすべて概算請求。10 月には稼働。すごいスピード。

仙台にきいてその資料すべてもらった。補正予算申請に書類１週間、みてもらっ

て２、３日で環境省にもっていった。財務省でとまったが 60 億の請求について

52 億が１週間で出た。そこからはすぐに出るようになった。今は 100 億程度の余

裕有り。その後繰り越しも認められた。大臣に直接言って、大臣命令ですぐにお

金おりた。復興特別税でほぼ 100％まかなわれている。よくお金でている、対応

はいいと思う。

外洋に出たごみは水産庁がやっている。そのお金は全部亘理町にきて、全額請求

している。省庁かかわらず。縦割り行政をクリアするのに、国交省、農水省、環

境省すべてから予算が来ている。町が受けてマネジメントすればいい。連携が一

番大事。



県に頭を下げるのが嫌で一度は自分でやると言った。しかし、県から部長がきて

県からの要望を聞いた。名取の町長に頼んで亘理名取に焼却工場つくってもらう

ことに。二次処理施設をそれぞれに建設することとなった。

名取は３0 億の機械を米軍から買うという話もあった。岩沼はどうするべきかと。

山元は確かに何もしなかった。

住民の理解なしでは何もできない。所有権の問題が一番。

発災当初は毎日ミーティングで方式検討して、周知徹底という形で１ヶ月は行っ

た。ある程度落ち着くと所有権問題等が出てくる。そのときに書類をつくる。マ

ニュアルも準備。

気仙沼は仮置き場の場所が悪かった。粉塵ひどくて困った。環境問題発生。

ダンプ何百台ととおる。一度すべてのダンプを集めて住民も呼んで苦情きいた。

話し合って町が仲介してルート合意。しかし復旧復興は最優先。理解してもらう

ことは理解してもらわないと復旧できない。業者も住民の要望が飲めるところは

飲んでほしいということに。例えば時間や通学等への配慮も。警備員配備なども。

歩み寄り。

住民の理解を得られる町の規模もある。



釜石市災害廃棄物処理事業の概要
（混合廃棄物処理）

岩手県釜石市

旧釜石市清掃工場

シャフト炉式ガス化溶融炉

× 炉

回収し災害廃棄物専用
～ 約 万 処理

釜石市役所釜石駅

片岸仮置場 釜石市の災害廃棄物量
釜石市の災害廃棄物推定量
約 万トン（がれき類 約 万トン・津波堆積物等 約 万トン）

環境省公表資料

岩手県

宮城県

福島県

環境省公表資料

陸前高田市

釜石市

大船渡市

宮古市

山田町

大槌町

その他久慈市
等

岩手県災害廃棄物等推計量

合計 万ｔ）

がれき類推定量

陸前高田市

釜石市

大船渡市

宮古市

山田町

大槌町

その他久慈市
等

陸前高田市

釜石市

大船渡市

宮古市

山田町
大槌町

その他久慈市

等

がれき類推計量

合計 万ｔ）

津波堆積物推計量

合計 万ｔ）

■業務名称 ：釜石市災害廃棄物処理事業（混合廃棄物処理）

■業務位置 ：釜石市片岸町地内（約 ）
■工期 ：（自）平成 年 月 日～（至）平成 年 月 日
■発注者 ：釜石市

■監理者 ：パシフィックコンサルタンツ株式会社

■受託者 ：大成・熊谷・山長・新光・カネナカ・アシスト特定業務共同企業体

■業務規模 ：中間処理投入量：約 万ｔ

業務②から搬入約 万ｔ

業務③から搬入 約 万ｔ

試行残置分 約 万ｔ

最終処分搬出量：約 万ｔ

津波堆積物運搬（処理は含まない）

仮置場位置

109t/24h(54.5t/24h 2 )

82 53 29

H23.7.14

H24.7.31

H24.7.31
( 525

( 395 ( 130

14.2ha
23 12 28 26 3 31

28.1
13.3
14.1
0.7

18.4

H24.2 H26.3: 6 t

22%

66%

12%

28%

16%

15%

14%

10%

9%

8%

25%

14%

19%

12%

13%

8%

9%

38%

20%

2%

21%

3%
11%

5%

449 t

1,570 t

228 t

2,247 t

395 t(88%)

1,200 t(76%)

216 t(95%)

1,811 t(81%)

82 t

53 t

29 t

万

万

万

合計 万

万

万

万

合計 万

万

万

万

混合廃棄物処理（業務①） 概要





定期環境管理
調査項目 調査地点 調査頻度

選別の組成 仮置場（３０ｔ程度 ） 年４回

付着土砂 仮置場（５地点） 年４回

焼却灰中有害物質
（放射能濃度含む）

焼却施設 毎月１回

アスベスト 仮置場（３地点） 年４回

飛散粉塵 仮置場（２地点） 年４回

水質分析 仮置場（原水、放流水） 毎月１回

放射線量 トラックスケール 計量時

放射線量 仮置場（ 地点） 毎月１回

放射能濃度 仮置場（可燃・不燃物、木くず等の選別物・津波堆積物） 毎月１回

放射能濃度 仮置場（既存土壌２地点） 年１回

塩素濃度 仮置場（可燃物、木くず） 毎月１回

悪臭 仮置場（２地点） 年４回

騒音・振動 仮置場（２地点） 年４回

付着土砂の有機物含有量 仮置場（５地点） 年４回

塩分濃度、銅、ｸﾛﾑ、砒素 仮置場（木くず） 年４回

ごみ質 仮置場（可燃物） 毎月１回

釜石市災害廃棄物処理事業の概要
（混合廃棄物処理）?
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1

都市計画と災害廃棄物処理計画
（廃棄物処理施設と都市計画との関わりから）

第3回廃棄物計画部会研究会（話題提供）

山下 実

2013/01/19

■ 都市計画とは？

• 広い意味の都市計画（広辞苑より）

都市生活に必要な交通・区画・住宅・衛生・
保安・経済・行政などに関し、住民の福利を
増進し公共の安寧を維持するための計画。

• 狭い意味の都市計画（行政の都市計画）

土地利用や都市施設などに関する一定の
計画を定め、それを実現するための各種の
規制・誘導、あるいは事業の実施を行うもの。

■ 都市計画の内容

（都市計画法 第４条第１項）

• １．土地利用

• ２．都市施設 ←廃棄物処理施設が含まれる

• ３．市街地開発事業

■ 具体的に都市計画を進める（策定す
る）には？

１．まず都市計画区域を定め、区域全体に係る都市計
画の基本方針を策定します。

２．次に整備、開発、保全する区域を定め、都市を構
成する各部分の用途をどうするかという土地利用計
画を立てます。

３．そしてその土地利用計画に基づき、道路、公園、下
水道などの都市施設や面的な開発事業を有機的に
組み合わせて、広域的な視野のもとに整備計画を
立てます。

都市計画の構成

■ 都市計画のメニュー

１．都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第
6条の2)

都市計画区域における都市の将来像を示すものとして定
められており、一般に「都市計画区域マスタープラン」と呼ば
れます。

これは、都市計画区域ごとに都市計画の目標をはじめ、区
域区分の決定の有無、土地利用、都市施設の整備、市街地
開発事業に関する主要な都市計画の方針等を明示するもの
で、これにより都市の将来像を明確にし、その実現に向けて
の大きな道筋を明らかにします。

２．３　第３回話題提供 



2

■ 都市計画のメニュー

２．市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第
18条の2)
県が定める都市計画区域マスタープランに即して定められ

るもので、一般に「市町村マスタープラン」と呼ばれます。

これは、都市計画区域マスタープランに明示された都市計
画との整合を取りつつ、市町村が都市空間形成に関する基
本的な考え方や土地利用・都市施設整備の方針、ならびに
自然的環境の保全や都市環境形成の指針などをきめ細かく
総合的に定めるものであり、それぞれの市町村の自主性を
発揮できるよう、その手続き、内容とも自由度の高いものに
なっています。

■ 都市計画のメニュー

３．土地利用

・市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(都市計画法第7
条)
一般に「線引き」と呼ばれている制度で、都市計画区域を、
規制市街地の区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計
画的に市街化すべき区域である「市街化区域」と、当面市街
化を抑制すべき「市街化調整区域」とに区分します。

・地域地区(都市計画法第8条)
市街地及び市街地が見込まれる区域において、活発な都市
活動や良好な都市環境を維持するため、建築物の用途や構
造の制限、あるいは開発行為の制限などを行う地域や地区
を定めるものです。

■ 都市計画のメニュー

４．都市施設(都市計画法第11条)

道路、公園、下水道など都市生活や都市機能の
維持に不可欠な社会基盤施設の将来的な担保を図
るため、その位置や構造などを定めます。

<都市施設>

道路、公園、水道、電気供給施設、ガス供給施設、

下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、河川、学校、図
書館、病院、保育所、市場、屠畜場、火葬場など

■ 廃棄物処理施設の都市計画は？

都市計画運用指針（平成18年11月 国土交

通省）において、汚物処理場、ごみ焼却場及
びその他の廃棄物処理施設の計画に関して、
次のとおり記述されています。

１ 廃棄物処理施設の都市計画の考え方

廃棄物処理施設については、都市計画決定することによりそ
の手続の中で、他の都市計画との計画調整や関係者間の合意
形成が図られ、より円滑に整備することが可能となる。
したがって、当該都市計画区域において計画的に整備するもの
として、廃棄物処理法第５条の５に規定する都道府県廃棄物処
理計画（以下「廃棄物処理計画」という。）又は都市計画区域マ
スタープランに位置付けられた施設をはじめ、恒久的かつ広域
的な処理を行うものについては、都市計画決定することが望ま
しい。（中略）

廃棄物処理施設を都市計画決定するに当たっては、当初か
ら都市計画決定の手続と廃棄物処理法の許可手続の連携を
図る等都市計画担当部局は廃棄物処理担当部局と緊密に連
携して廃棄物処理計画との整合を図りながら円滑かつ効率的
な事務処理が行われるよう配意することが望ましい。（以下略）

２ 廃棄物処理施設の計画に当たっての留意事項

廃棄物処理施設の設置に当たり、都市計画の観点として少なくとも以下の項目に留意す
ることが望ましい。

(１)基本的考え方
廃棄物処理施設には法第１１条第１項第３号の汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理

施設が該当するため、適当な種類を選択して決定することが望ましい。
処理区域の広がり、人口の分布、設置する施設の特性、及び関連する施設との連携を総

合的に勘案することが望ましい。
(２)配置

各施設の配置は、市街地の広がり、廃棄物等の輸送の効率性等を勘案したうえで、なる
べく集約して配置することが望ましい。

(３)区域
施設の敷地は、搬出入や緑化等に必要な土地に加え、増築、改築、移設に必要な土地

をあらかじめ確保しておくことが望ましい。
(４)位置

①搬出入のための道路の整備が望ましい。
②工業系の用途地域に設置するが望ましい。
③災害の発生するおそれの高い区域に設置することは望ましくない。
④敷地の周囲は、緑地の保全又は整備を行い、修景及び敷地外との遮断を図ることが望ま

しい。
⑤ごみ焼却場等については、必要に応じ地域における熱供給源として活用することが望まし

い。
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■ 実際の廃棄物処理施設の計画は？

• 施設の種類、規模、位置等は廃棄物処理に
関係する部局が計画を策定し、また設置場所
の選定を行い、その決定ののち都市計画決
定していると考えられます。

• 特に設置場所の選定は各自治体の担当者
の悩ましい問題となっており、以下のフロー
のような様々な検討を住民、学識者を交えて
行い、選定しているのが現状です。

出典：ごみ処理施設整備の計画・設計要領

候補地選定フロー（例）

■都市計画では廃棄物処理施設はどこに
設置するのが望ましいのか？

都市計画運用指針（平成18年11月 国土交通省）
に設置するに望ましい場所がありますが、より具体
的には、「都市供給処理施設計画標準（案）建設省
昭和35年」まで、遡ることになります。

この「計画標準（案）」について、日本都市計画学
会では、時代にそぐわないとして、2002年発行の
「実務者のための都市計画マニュアル」からは削除
されています。

しかしながら、いまだに廃棄物処理施設の適地選
定の基準や、都市計画決定の判断の目安にされて
います。

・「都市供給処理施設計画標準（案）建設省 昭和35年」
1. 計画方針

都市の総合的な土地利用計画に基づき、最も利便にしてかつ周囲に及ぼす
悪影響の少ない環境にその位置を選択する。

2．計画
2-1 位置
(1)総則
ア 各施設とも都市計画区域に設けることを原則とする。
イ 風致地区内、景勝地内又は第一種住居専用地域、第二種住居専用地域等、

優良な住居地域内には設けないこと。
ウ 都市において必要な各施設※１の配置を総合的に勘案すること。（汚物処理場

とごみ処理場とは併置し、又は隣接させてもよいが、その他の施設相互の隣
接はさけること。）

※ 1 卸売市場、と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場

（6）ごみ焼却場
ア ごみの搬入及び焼却後の残滓の処理に便利な場所を選ぶこと。
イ 恒風の方向に対して市街地の風上をさけること。
ウ 人の近接しない場所を選ぶこと
エ 主搬出入経路は、繁華街又は市街地を通らないこと。
オ 市街地及び将来市街地の予想される区域から500m以上離れた場所を選ぶこ

と。
カ 付近300m以内に学校、病院、住宅群又は公園がないこと。

■都市計画と廃棄物処理施設計画の連携

• 廃棄物の処理施設や最終処分場については、都
市生活において必要な基盤施設として積極的に都
市計画決定していくべきではないでしょうか。

• これらの施設については、都市計画決定の必要性
を、予め地域の合意として明確にするため、その整
備方針（整備目標や概ねの位置等）を、都道府県マ
スタープラン又は市町村マスタープランに明記する
必要があるのではと考えます。

• なお、これらの検討は、廃棄物処理行政と十分な連
携をとって進める必要があると考えます。

■災害計画と都市計画

• 防災対策の分野では、都道府県や市町村ごとに、災害対策
基本法に基づいて地域防災計画を策定し、災害時の活動体
制や災害直後に実施する応急対策活動等を定めています。

• 都市計画は、都市を健全に発展させる等の目的のもとで土
地利用や都市施設、市街地開発事業等を計画する制度で、
防災も重要な課題とされています。

• これらの計画体系に、災害からの住民の生命・財産を守り、
都市の機能を確保するための「防災都市づくり」を位置づけ
ています。

• 「防災都市づくり計画」は、自然条件、地域社会等その都市
の固有の状況をふまえ、 防災上の諸課題を解決することを
基本に、日常的にも安全・安心・快適性等に配慮された総合
的に質の高い市街地を実現する計画です。
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防災都市づくりの位置づけ（出典：国土交通省HP）

■ 地域防災計画

地域防災計画は、災害対策基本法（第40
条～第45条）に基づき、各地方自治体（都道

府県や市町村）の長が、それぞれの防災会
議に諮り、防災のために処理すべき業務など
を具体的に定めた計画です

■ 震災廃棄物対策指針
（平成10年10月に策定）

• 阪神・淡路大震災の教訓から、震災廃棄物の処理・
処分計画の作成の廃棄物処理に係る応急体制の
整備及び震災が発生した場合における応急対策の
内容をまとめ、市町村震災廃棄物処理計画の策定
等、体制の整備を推進するなどを定めています。

• 東日本大震災で津波による大量のがれきが発生し
たことを受け、環境省は大地震が起きた際のごみ処
理のポイントをまとめた「震災廃棄物対策指針」を、
十数年ぶりに全面改定します。

• 昨年11月上旬に設置した地震やごみ問題の専門家
による検討会で、本年度中に見直し案のたたき台を
まとめ、2014年度までの改定を目指す予定です。

■ 災害廃棄物処理計画

上位計画となる地域防災計画を補完する個
別計画である。

災害廃棄物処理計画の位置づけ（調布市の例）
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時間軸 ⇒

予防対策（平時） 応急対策 復旧対策 (平時)

対
象
項
目

ごみ処理 ・現状の処理体制の把
握
・関連事業者との協定
・施設等の耐震化
・受入体制の整備
・災害用機材の確保
・収集運搬の現状を把
握
・避難場所への資材確
保
・処理マニュアルの作
成
・・・・

・被災状況の把握と発生
推定量の算出
・１次集積場所、最終処
分場所の決定
・広域的な支援要請
・関係部局との連携
・国・県等の調整
・・・・

・収集運搬機材、処理
施設の復旧
・１次集積場所、最終
処分場所の衛生対策
・集積、運搬状況の把
握
・・・・

し尿処理（トイレ）

がれき処理

・・・

災害廃棄物処理計画の例

■ 都市計画と災害

• 都市が災害に対して強くあるためには、都市の災害に対す
る危険性を把握し、それを低減するための手法を検討し、そ
れらを都市の中において実施していくことが必要と考えられ
ます。

• 都市の整備は、将来の都市の姿を考慮して都市計画を立案
し、長期にわたり実施していくので、災害に強い都市を作る
ためには都市計画の中に災害低減のための計画、事業を組
み込んで都市計画を立案していかなければならないと考え
ます。

• 「都市計画マスタープランで目指すのが、２０年後のまち」で
あるとすれば、

• 「災害に備える」とは「被害想定」に基づいて、都市計画マス
タープランで「震災復興想定」をしておくことではないでしょう
か？

■ 災害廃棄物処理計画と都市計画の連携は？

• 都市計画は平常時の計画であり、非常時の
想定はしていません。しかしなから、災害時
の対応を見越した計画をすることにより、災
害リスクの軽減等が図られると考えられます。

＜（災害）廃棄物＞

・災害廃棄物の発生源

・被災情報の把握

・収集、運搬ルートの整備

・仮置き場の確保

・処理施設の更新、耐震化

・資材、機材の確保

＜都市計画＞

・土地利用、用途地域

・情報インフラの整備

・都市計画道路

・公園、空地利用

・施設の位置決定

・（土地利用、道路整備）



災害廃棄物対策の計画
ー事前の「災害廃棄物処理計画(詳細版）」と

発災後の「災害廃棄物処理実行計画」ー

廃棄物計画部会 代表

中村恵子

平成24年度 第４回研究会・幹事会 話題提供
１）計画立案体制の構築

・内部：廃棄物、環境、危機管理、都市計画、土木・建築部門

・外部：消防、警察、自衛隊、都道府県、 広域処理組合担当者、協力市町村

産業廃棄物協会、建設業協会、建物解体業協会

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」内容検討

■基本方針：対象区域、地域防災計画と整合性のある災害規模の想定、

対象廃棄物等

■組織体制と管掌事項：発災後の体制・役割分担

・廃棄物・環境部門：災害廃棄物発生量推計、処理方針、処理実行計画策定

仮設炉・破砕機・選別機見積もり設計

・土木・建築部門：道路開削、解体・運搬等重機・トラック運用、土地造成設計

・財政・企画・総務：費用、人員配置を内部、外部と調整

■情報収集体制：被害状況把握体制

・通信手段の確保：衛星通信、都道府県と市町村を繋ぐ専用線、

警察・自衛隊保有専用通信網との連携

・交通手段の確保：燃料、車両の確保手段

・科学的データ収集準備：災害廃棄物の組成、有害物混入有無、焼却時ダイオキシン

有無等 国、都道府県の分析機関、学会関係との連携確保

（１）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」策定手順 （１/4)

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」内容検討

■災害廃棄物発生量推計：既存事例の整理

課税台帳、建物構造別原単位（T/㎡）、地理情報、

自動車登録情報、 船舶登録情報、 船舶原単位（T/隻）、

一世帯平均所有家電数の把握、家電平均重量/台、 家財道具原単位 等

津田氏スライド① 計画部会発生量推計に関する見解①～⑥の把握

■処理の基本方針：迅速・３Ｒ推進・コスト高効率、復旧・復興寄与

災害廃棄物：リサイクル先・ルート確保、仮置場確保・運用手順、

災害廃棄物収集運搬ルート確保、処理処分場確保、

生活ごみ・し尿の収集運搬処理ルート確保、

仮設トイレ配布・維持管理・撤収、仮設処理施設設置基準と運用

■災害時広報：住民等への広報

時期に対応した発信内容、方法を定める

○災害初動時：・発信内容 ・発信方法

○災害廃棄物の撤去・処理開始時：同

○撤去ラインの開始～本格稼働時：同

■被災処理施設復旧手順

（１）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」策定手順(2/4)
（１）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」策定手順(3/4)
３）実行可能性の検討

４）住民等の意見の公募と反映

５）計画の確定と承認

７）関係先との情報共有

８）訓練：計画に基づき訓練実施し、改善

９）管理・更新

（１）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」策定手順(4/4) 災害廃棄物発生量原単位推定式例 出典 第2部 ２－８ P51

２．４　第４回話題提供 



（２） 「災害廃棄物処理実行計画」策定手順(1/3)

１）災害廃棄物対策組織の設置

「災害廃棄物処理計画（詳細版）」の■基本方針、■組織体制、■情報収集体制

に基づき、被災状況、職員被災状況確認し、処理主体を明確にし

コアメンバーを指名、組織を立上げる。

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」→「災害廃棄物処理実行計画」策定

事前に準備している「災害廃棄物処理計画（詳細版）」に基づき、

その地域、被災状況に応じ「災害廃棄物処理実行計画」を策定する。

■災害廃棄物発生量推計

被災状況から「災害廃棄物処理計画（詳細版）」で事前準備している計算法で発生量推計

・処理施設、仮置場状況より処理可能量把握

・「（詳細版）計画」より、処理可能量判断、

・人、資機材不足のときは受援計画実施、

・処理施設・処分場不足のときは、仮設焼却炉、選別機、破砕機、新規処分場建設準備。

・科学的データの収集：事前準備に即し実施

（２）「災害廃棄物処理実行計画」策定手順(2/3)

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」→「災害廃棄物処理実行計画」策定

■処理の基本方針

可燃（木、その他）、不燃（コンクリート、土砂、金属、ミンチ）、家電４品目、

自動車、船舶、津波堆積物、土砂等の処理方針策定

・仮置場、集積場の確保：事前準備候補地活用

○仮置場面積推計例

都市計画法第６条調査による「土地利用現況図」で各部局と調整し選定

事例―神戸市空地管理マニュアル

・リユース・リサイクル

品目、量設定→仮置場・分別・破砕の必要性 業者選定、契約。

・中間処理

既存処理施設で不足時は、仮設焼却炉、破砕機、選別機の見積設計

業者選定、契約

・最終処分

最終処分方法の決定。埋立容量不足時は新規処分場造成設計。

環境基準測定監視。危険物、PCB廃棄物、石綿含有廃棄物の処分先と契約

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」→「災害廃棄物処理実行計画」策定

■処理の基本方針

・中間処理・最終処分のルート確保

・収集運搬車両の確保とルート計画

○生活ごみと避難ごみ

○し尿

○災害廃棄物

被災時＝仮置場、一次集積場への搬入

解体時＝仮置場から一次集積場への搬入

仮置場・一次集積所→２次集積所、資源化施設、処理処分先へ搬入

・仮設トイレ

事前準備通り避難所等必要箇所に優先で運搬。

不足時は、提携近隣市町村、企業から支援を受ける。

維持・管理・撤収方法も事前計画通り。

■災害時広報

「（詳細版）計画」通り、住民等に時期に応じ広報を行う

■被災処理施設復旧 「（詳細版）計画」通り

（２）「災害廃棄物処理実行計画」策定手順(3/3) 災害廃棄物処理実行計画 作業フロー例



２．５ 准研究会             3月 11日 18時～20時 学士会館

■講演聴講 「震災とデザイン」 東京大学 隅 研吾教授

                                （中村 撮影）

講演内容は、平成 25年 6月ごろに学士会でまとめますので、次年度報告書に掲載します。



３．１ 2013.7．5日本学術会議 安全工学シンポ『災害廃棄物対策の計画』

中村恵子（健康・環境デザイン研究所 所長

（廃棄物資源循環学会 廃棄物計画部会長）

１．「災害廃棄物処理計画」の実態

本格的な「災害廃棄物処理計画」の取組は、阪

神・淡路大震災後といわれており、その後新潟中

越地震等数々の教訓を経て、その役割の重要性が

認識されてきた。「災害廃棄物処理計画」は、図１

のように災害対策基本法の基に、環境省防災業務

計画を受け、都道府県地域防災計画、市町村地域

防災計画と共に其々考慮されることになっている。

図１．災害廃棄物に係る各種法令・計画の位置づけ

平成 22年度４月の環境省発表資料によれば、全

国の市町村の 7.7％が単独で「災害廃棄物処理計

画」を策定、59.9％が地域防災計画に記載してい

る。が、今回の東日本大震災で被災した市町村の

「災害廃棄物処理実行計画」を策定した担当者、

コンサルタントの方々の意見を伺うと、即、実行

可能な「災害廃棄物処理計画」とは言い難い側面

もあったようである。

また、一方では、32.3％の市町村が未制定とい

う実態もあり、災害大国日本において、迅速な住

民の生活と産業の復旧・復興のために、有効な「災

害廃棄物計画」とはいかにあるべきかを、東日本

大震災を踏まえ現時点での知見をお伝えする。

２．「災害廃棄物処理計画」事前準備必須事項

東日本大震災を踏まえ、当学会廃棄物計画部会

では、日本の今後のために、多発が予想される地

震、風水害に備えて、迅速で有効な災害廃棄物処

理には、事前にどのような準備が必要であったの

かを抽出するため、2011年研究発表会小集会で≪

地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」―過去か

ら未来へ伝えるべきこと（１）事前編―≫として

討論会を開催した。また、部会研究会で「発生量

推計」に関する議論も行った。それらの要旨は以

下の通りである。

（１）討論会発言要旨

平成７年の阪神・淡路大震災で被災し、東日本

大震災の各種支援を行っている神戸市、今回の被

災政令都市仙台市、「災害廃棄物処理実行計画」策

定業務を行ったコンサルタント、其々の担当者が

強調した「災害廃棄物処理計画」の事前準備必須

事項の要旨を、下記に述べる。

１）神戸市 １）

① 神戸市地域防災計画：阪神・淡路大震災

レベルを基にした概念設計

② 「災害廃棄物処理計画」の事前準備：

・目標：「具体的ガイドライン」に従い、即

「災害廃棄物処理実行計画」策定可能にする。

・処理方針：○仮置場における分割仮置き

(仮置場＝災害時空地管理マニュアルで平

常時準備）○処理・処分は原則市域内○土

砂、金属、コンクリートがら、木材はリサ

イクル○既存施設で期間内に処理・処分で

きない時、仮設の中間処理施設(破砕・分

別、焼却）○埋立容量不足時は、新規処分

場造成

③ 計画策定の「具体的ガイドライン」

・発生量推計：既存事例による整理

可燃（木、その他）、不燃（コンクリート、

土砂、金属、ミンチ）、家電４品目、自動車

３．研究報告



・リサイクル：公募（数社から見積もり）

品目、量設定→仮置場・分別・破砕必要性

・中間処理、最終処分量の余裕量：常時把握

・他市町村の中間処理、最終処分の余裕量：

環境省調査活用

・民間産廃施設余裕能力：全産廃連調査活用

④計画のメンテナンス：○年に１回

２）仙台市 ２）

①災害廃棄物発生量の把握が第一

→情報をいかに集めるか

②どのような処理体制構築するか

→環境と土木・建築の連携

キーパーソンに権限付与

③一番問題だったのは住民への説明

３）コンサルタント ３）

①災害廃棄物発生量の推計

・家屋台帳を罹災台帳の形に直し、その件

数で廃棄物量を出す

・家電や倒木・自動車、1世帯の数を推定

・屋敷林や防風林は地理情報から整理

・自動車・船舶は登録台数×被災率

・事業所にアンケート調査し、それで原単

位を作り廃棄物量を出す。

・津波堆積物は実際現地に行って深さを測

る等して廃棄物量を出す。

②災害前に必要な準備

・レベルを変えた計画作り

・処理ルートを事前に確保しておく、

・産廃業者の情報を市町村も把握する

・役所体制は土建と廃棄物の部署が連携

③住民合意形成

事前に住民へ分別の周知徹底が必要

（２）部会研究会：「発生量推計」に関する見解４）

当学会廃棄物計画部会の研究会では、災害廃

棄物処理において、最も重要な発生量推計のた

めの事前準備として以下を把握するべきとした。

①市町村内の各行政区毎の地表構造物立地の

把握：建物立地年数（アスベスト使用予測可

能）構造（ＲＣ ・木造、平屋・2階建、延床

面積で使用材料予測可能）

②ＰＲＴＲ法による有害化学物質使用工場等、

化学物質種類等把握

③ガソリンスタンド等の立地場所の把握

④災害廃棄物となる可能性のあるもの把握

電信柱、壁、街路樹、緑地、里山、山林

⑤工場等の構内備蓄品の種類、量等の把握

⑥海岸沿線や、河川、湖沼等周辺と地盤高と

の関係の把握

３．発災後即「災害廃棄物処理実行計画」策定

を実現するために

（１）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」策定手順

１．で述べたように、現状では、市町村「地

域防災計画」に「災害廃棄物処理計画」を準備

しているが、災害が起こった時に、即「災害廃

棄物処理実行計画」を策定可能にすることが、

住民の生活の復旧・復興のために重要である。

現在でも、意図する内容をもつ「災害廃棄物処

理計画」「災害廃棄物処理計画実施マニュアル」

があるが、当学会出版の『災害廃棄物分別・処

理実務マニュアル』では、意図するものを「災

害廃棄物処理計画（詳細版）」としている。

１）計画立案体制の構築

２．（１）討論会でパネリスト全員が語っ

たことは、災害廃棄物処理は、廃棄物・環

境部門と土木・建築部門の連携、外部関係

者との連携が欠かせないということであ

った。可能な限り、関係者に「災害廃棄物

処理計画（詳細版）」策定関与を望みたい。

・内部：廃棄物、環境、危機管理、都市計画、

土木・建築部門

・外部：消防、警察、自衛隊、都道府県

   広域処理組合担当者、協力市町村

      産業廃棄物協会、建設業協会、

建物解体業協会    

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」内容検討

■基本方針：対象区域、地域防災計画と整合

性のある災害規模の想定、対象廃棄物等

■組織体制と管掌事項：発災後の役割分担５）



・廃棄物・環境部門：災害廃棄物発生量推

計、処理方針、処理実行計画策定。仮設

炉・破砕機・選別機見積もり設計

・土木・建築部門：道路開削、解体・運搬

等重機・トラック運用、土地造成設計

■情報報収集体制：被害状況把握体制

・通信手段の確保：衛星通信、都道府県と

市町村を繋ぐ専用線、警察・自衛隊保有

専用通信網との連携

・交通手段の確保：燃料、車両の確保手段

・科学的データ収集準備：災害廃棄物の組

成、有害物の混入有無、焼却時のダイオ

キシン有無等、国、都道府県の分析機関、

学会関係との連携確保

■災害廃棄物発生量推計：既存事例の整理６）

課税台帳、建物構造別原単位（T/㎡）、地理

情報、自動車登録情報、船舶登録情報、

船舶原単位（T/隻）、一世帯平均所有家電数

の把握、家電平均重量/台、家財道具原単位

２．（２）で記述した①～⑦の把握

■処理の基本方針：迅速かつ３Ｒに即しコス

ト効率が高く、復旧・復興に最大寄与する。

リサイクル、仮置場運用、災害廃棄物収集

運搬、処理処分場確保、生活ごみ・し尿の

収集運搬処理、仮設トイレ配布・維持管理・

撤収、仮設処理施設設置基準と運用

■災害時広報：住民等への広報

時期に対応した発信内容、方法を定める

○災害初動時：・発信内容 ・発信方法

○災害廃棄物の撤去・処理開始時：同

○撤去ラインの開始～本格稼働時：同

■被災処理施設復旧手順   

３）実行可能性の検討

４）住民等の意見の公募と反映

５）計画の確定と承認

６）住民等への情報伝達・発信（事前）図２

図２．災害対応の循環体系

災害廃棄物処理計画（詳細版）確定後は、

住民等(住民、事業者、ＮＰＯ、ボランテイアを

含む)へ情報伝達とコミュニケーションを図る。

これは、災害対応の循環体系全般にかかわる重

要事項で被害量の増減に影響する。

○災害時の廃棄物分別・処理の普及・啓発

円滑な災害廃棄物処理のために、災害廃棄物

早見表を知ってもらう等の説明、仮設焼却炉

建設、他地域廃棄物引受可能性の説明も行う。

○災害廃棄物減量に関する啓発  

耐震化を勧める等の被害抑止や、被害軽減の

ための啓発事業を実施、災害廃棄物減量に導く。

７）関係先との情報共有

８）訓練：計画に基づき訓練実施し、改善

９）管理・更新

担当役職名と名前を入れ管理する。担当者の

人事異動の際は、名前を変更し引き継ぎを行う。

同計画更新時には、履歴を明記し、住民等、関

係先へ情報伝達とコミュニケーションを図る。

（２）「災害廃棄物処理実行計画」策定手順

１）災害廃棄物対策組織の設置

「災害廃棄物処理計画（詳細版）」の■基本

方針、■組織体制、■情報収集体制に基づき、

被災状況、職員被災状況確認し、処理主体を明

確にし、コアメンバーを指名、組織を立上げる。

２）「災害廃棄物処理計画（詳細版）」から

「災害廃棄物処理実行計画」策定へ

  事前に準備している「災害廃棄物処理計画（詳

細版）」に基づき、その地域、被災状況に応じ「災



害廃棄物処理実行計画」を策定する。

■災害廃棄物発生量推計

被災状況から「災害廃棄物処理計画（詳細版）」

で事前準備している計算法により発生量推計

・処理施設、仮置場状況より処理可能量把握

・「（詳細版）計画」より、処理可能量、人、資

機材不足のときは受援計画実施、仮設焼却炉、

選別機、破砕機、新規処分場建設準備。

・科学的データの収集：事前準備に即し実施

■処理の基本方針

可燃（木、その他）、不燃（コンクリート、土

砂、金属、ミンチ）、家電４品目、自動車、船

舶、津波堆積物、土砂等の処理方針策定

・仮置場、集積場の確保：事前準備候補地活用

○仮置場面積推計例

都市計画法第６条調査による「土地利用現況

図」で各部局と調整し選定 事例―神戸市空

地管理マニュアル

・リサイクル

品目、量設定→仮置場・分別・破砕の必要性

業者選定、契約。

・中間処理

  既存処理施設で不足時は、仮設焼却炉、破砕

機、選別機の見積設計。業者選定、契約

・最終処分

  最終処分方法の決定。埋立容量不足時は新規

処分場造成設計。環境基準測定監視。危険物、

PCB廃棄物、石綿含有廃棄物の処分先と契約

・中間処理・最終処分のルート確保

・収集運搬車両の確保とルート計画

○生活ごみと避難ごみ

○し尿

○災害廃棄物

被災時＝仮置場、一次集積場への搬入

解体時＝仮置場から一次集積場への搬入

仮置場・一次集積所→２次集積所、

資源化施設、処理処分先へ搬入

・仮設トイレ

  事前準備通り避難所等必要箇所に優先で運搬。

不足時は、提携近隣市町村、企業から支援を受

ける。維持・管理・撤収方法も事前計画通り。

■災害時広報

「（詳細版）計画」通り、住民等に時期に応じ広報

を行う。災害廃棄物処理施設周辺の住民等へ科学

的データを基に説明する。また、域外、広域処理

が必要になった時も、住民等へ同様の説明をする。

図３．災害廃棄物処理実行計画 作業フロー例

４．最後に

東日本大震災を経て、発災後即「災害廃棄物処

理実行計画」策定可能な事前準備の重要性が認識

され、一層の研究成果が望まれている。
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1. INTRODUCTION 

On March 11 at 2:46 pm, the Great East Japan Earthquake struck the Tohoku area of northern 
Japan. Following the earthquake, great tsunamis hit the Tohoku Pacific coast. The earthquake 
size was Mw 9.0. The number of deaths was 15,873 (14th November 2012), the number of 
missing was 2,744 (14th November 2012). The number of buildings completely or partially 
destroyed was more than 390,000. The estimated economic loss was more than 20 trillion yen. 
The earthquake and tsunami caused a level seven nuclear disaster at the Fukushima Dai-ichi 
Nuclear Power Station which required the evacuation of a large area due to radioactive 
contamination. The radioactive contamination problem from the accident at the nuclear power 
station severely effected the subsequent disaster debris processing, including even the debris 
from Iwate and Miyagi prefecture, located quite a distance from the Fukushima power station. 
This is discussed below.  
 
The purpose of this study is to look into the disaster debris management in Ishinomaki city in 
Miyagi prefecture following the earthquake and tsunami. The challenges that arose concerning 
disaster debris disposal will be reported, as well as how those challenges were dealt with by 
Miyagi prefecture and Ishinomaki, and the problems that still remain. 
 
Ishinomaki, a municipality of Miyagi prefecture, suffered the greatest damage of all the disaster-
struck areas in Japan. This paper will, firstly, describe the amount of debris from the Ishinomaki 
area and Miyagi prefecture as a whole, the amount of estimates of the debris after the earthquake, 
and the reduced present quantity. Also it will describe the disaster debris management in 2011, 
and the revised disaster management plan accompanying reexamination of the amount of debris 
in 2012. Secondly, the response of Ishinomaki and Miyagi prefecture, and the disaster debris 
management after the earthquake will be reported. Finally, some problems stemming from the 
way in which debris management was handled in Ishinomaki and the path to restoration will be 
discussed.  

2. FIELD RESEARCH 

I visited Ishinomaki on April 13, 2011. At that time, I had contact with the reconstruction section 
of Miyagi prefecture and Ishinomaki. After the visit, I met with Ishinomaki Disaster Recovery 
Assistance Council, an NGO, in August 2011 and interviewed its representative. I then visited 
Ishinomaki-Tobu sewage disposal plant to gather information about disaster debris management 
and sewerage problems during the disaster in November 2011. I distributed a questionnaire sheet 
to 300 people in temporary housing in Ishinomaki city, from which 100 results were collected 
and analyzed. (For the results of this research, see Okayama & Kamimoto, 2012).  

３．２ 



The 1st IWWG-ARB Symposium, 18-21 March 2013, Hokkaido University, Japan 
 

 
   I visited Ishinomaki eight times to view some disaster debris processing facilities and damaged 
sewage plants and to interview Ishinomaki residents and workers. The results of these interviews 
are presented and discussed in this paper. The data presented here are based on those interviews, 
as well as official websites and official announcements. 

3. THE DISASTER DAMAGE OF ISHINOMAKI CITY 

3.1 Outline of Ishinomaki city 

Ishinomaki is the second biggest city in Miyagi Prefecture, with Sendai being the biggest. 
Ishinomaki was a fishing town with a population of approximately 160,000 before the 
earthquake. Following the quake, the number of dead and missing was 4,043. 
   The city has a fishery port as well as an industrial port, both of which were seriously damaged 
by the tsunami. A local paper industry company reopened for operation in September, 2011 and 
makes a valuable contribution to the disposal of wood debris. In addition, the fishing port 
reopened its fishery in July, 2011.   
   Revival of the fishery is important, but there are many companies which were unable to resume 
operations because the reconstruction aid was insufficient. At the end of 2012, the demolition of 
factories hit by the tsunami and the removal of debris was almost completed.  

3.2 Disaster debris of 
Ishinomaki city 

Figure 1 shows that Miyagi 
prefecture had over 15 
million tons of disaster 
debris, of which Ishinomaki 
made up about 6 million 
tons, 40% of the total 
amount of disaster debris of 
Miyagi prefecture. 
Ishinomaki suffered the 
greatest damage of all the 
disaster-struck areas in 
Japan.  
   Why is it that Ishinomaki 
had the most debris?  The 
main reason is that damage inflicted by the tsunami was not limited to coastal areas which were 
directly hit. The wave also ascended the Kitakami River, inflicting damage in nearby areas as it 
went. Consequently, the damage in Ishinomaki was spread over a wide area.  
 
Therefore, one can observe damage from the tsunami as well as ordinary floods (cf. figure 2 and 
figure 3) in Ishinomaki.  Incidentally, the most damage was complete destruction caused by the 
tsunamis in Sendai city (cf. figure 4). 

 

Figure 1. The amount of disaster debris discharged by Iwate, 
Miyagi and Fukushima prefecture (2011 estimation) 
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4. POLICY OF DISASTER DEBRIS 
MANAGEMENT 

4.1 National disaster response  

On March 25, 2011, the Ministry of 
Environment published guidelines for 
housing demolition. The guidelines 
suggested that staff who remove disaster 
debris or demolish damaged buildings, and  
members of the self defense force who seek 
survivors, should keep personal items of 
victims like pictures, diaries and so on if 
they find them during work. Even though 
the task was difficult for the staff, a large 
amount of personal items with sentimental 
value and money were collected and given 
back to their owners.  
On May 2, the government decided on an 
emergency budget: 350 billion yen for 
disaster debris management. 
On May 16, the Ministry of Environment 
issued guidelines for the disposal of disaster 
debris, and the ministry published its Master 
Plan of disaster debris management. 
On August 11, the Ministry of Environment 
announced guidelines for the promotion of a 
wide area to dispose of disaster debris.  
Disaster debris is technically municipal 
solid waste, so it should be processed within 
the municipality discharging the disaster 
debris in Japan. However, in actuality, many 
disaster-struck municipalities were not able 
to process the disaster debris by themselves.  
The amount of disaster debris was too much 
for them, superseding the processing 
capacity of the municipality. Therefore, 
many disaster-struck cities and towns 
required the prefectural authorities, either 
Iwate or Miyagi, to process the disaster 
debris. The prefectural authorities 
themselves struggled with the demand, and 
needed nation-wide assistance. It was necessary for prefectural authorities to seek assistance 
from other prefectures to help with processing debris that they were not capable of handling. 
However, for such assistance to be granted, the government needed to change the law. On 
August 18, the Ministry of Environment established the special measures law concerning the 
disposal of disaster debris from the Tohoku earthquake. Prefectures which were aiding disaster-
struck municipalities with debris management were then able to subcontract the processing of 
disaster debris.  
 

 
Figure 2. City center of Ishinomaki; April 13, 
2011 author photography 

 
Figure 3. Kadonowaki, Ishinomaki; April 13, 
2011 author photography 

 
Figure 4. Wakabayashi ward, Sendai city; 
April 14, 2011 author photography 
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4.2 Prefectural disaster response 

Immediately following the earthquake, Miyagi 
prefecture annouced that 16 sites owned by the 
prefecture would be offered as temporary processing 
yards for disaster debris. However, one month after 
the earthquake, the prefecture could not announce 
the places specifically. So Ishinomaki city 
independently designated three places as temporary 
debris stock yards in early April 2011. Subsequently, 
Ishinomaki city set aside 21 places as temporary 
debris yards in the city.  
     In July 2011, the first Miyagi disaster debris 
disposal implementation plan was published. 
Ishinomaki city entrusted the processing of disaster 
debris to Miyagi prefecture, because the amount of 
disaster debris in the city exceeded its capacity to 
handle it. Following the Japanese government’s 
municipal waste management policy change, Miyagi 
prefecture opened a call for proposals of disaster 
debris processing in August 2011. Kajima JV was 
put in charge of the dister debris management in the 
Ishinomaki block. 
     Miyagi prefecture divided all the disaster-struck areas in the prefecture into four blocks 
(Figure 5). Taisei General Constructing (GC) Joint Venture (JV) took charge of disaster debris 
processing in the Kesen-numa block. JFE GC JV took charge of the East Miyagi block, and 
Obayashi JV took charge of Watari and Natori block. 
     In June 2012, Ishinomaki city published the Ishinomaki disaster debris management plan 
according to the plan of Miyagi prefecure. 
 In July 2012, the ordering of disaster debris processing into four blocks in Miyagi prefecture 
was finalized. Miyagi prefecture improved the amount of disaster waste processed within the 
prefecture, and formulated the second Miyagi disaster debris disposal treatment implementation 
plan based on the reestimation.  
     Since the amount of disaster debris to be processed was so high, it was not possible for 
Ishinomaki city to cope on its own. Therefore, Ishinomaki city carried out the collection and 
transfer of disaster debris to temporary places in the city, and it entrusted Miyagi prefecture with 
the transfer of the waste from the temporary sites to the final disposal site, to be separated, 
crushed, incinerated, and used as landfill.  
Miyagi Prefecture sought the proposal to JVs about debris management. A JV was awarded it’s 
proposal about the debris disposal plan to include the wide area treatment beyond a area of 
prefecture.  
     Many areas affected by the disaster, especially Miyagi and Iwate prefectures, need the 
assistance of other municipalities to process debris, because they lack the capacity to incinerate 
waste or use as land-fill. Moreover, there was also insufficient time to process the debris. They 
were given till the end of March 2014 to complete their waste disposal. The plan terminates 
disaster debris treatment in three years. 

4.3 The flow of disaster debris managed by Miyagi prefecture 

 
Figure 5. Disaster debris management  
of Miyagi prefecture 
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Just after the earthquake struck in March 2011, the total amount of disaster debris was estimated 
at between 15 to 18 million tons, and the mud deposited by the tsunami was estimated at just 
over 20 million tons.  

The amount of disaster waste in Miyagi Prefecture was estimated at about 12.5 million tons, 
and the tsunami deposit was estimated at about 6.7 million tons according to the second 
estimation for the second disaster debris disposal plan in July 2012.  

Of this, about 6,830,000 tons of disaster waste and about 2,370,000 tons of the tsunami 
deposited mud discharged in Miyagi prefecture was disposed by the prefecture.  

Table 1 shows the reestimated amount of disaster debris in the second Miyagi disaster debris 
disposal treatment implementation plan.  
 
Table 1. The quantity of disaster debris, and the place to process [determination / undecided ]  
 
Debris items  

Total 
amount 
(tons) 

Decided in 
the prefecture 
(t) 

Not decided 
in the 
prefecture (t) 

Decided out 
of the 
prefecture (t) 

Not decided 
out of 
prefecture (t) 

Wood 620,000  350,000 50,000 40,000 290,000 
Combustible 590,000 2,000 30,000  30,000 
Incombustible 3,120,000 Recycle 

320,000 
Other 

430,000 

180,000 60,000 220,000 

Tsunami mud 2,460,000 3,140,000 90,000  430,000 
Concrete, 
Asphalt, Metals 

2,220,000 Reuse or 
Recycle 

2,490,000 

   

Other 190,000 2,000 70,000 37,000 30,000 
Total 9,200,000 6,730,000 420,000 150,000 1,000,000 
 
Table 1 shows that Miyagi prefecture needs other municipalities’ assistance to process debris. 
Miyagi predecture made the scond plan in July 2012. However, about one million tons of 
disaster debris and tsunami deposit were not decided to be processed at that time. Especially, the 
treatment of incombustable debris and tsunami deposit that should be directly landfilled was 
critical for Miyagi prefecture. At the first plan, the debris manamgent plan of Isinomaki included 
wide area processing outside of Miyagi prefecture. But at the second plan, any contracts of  2011 
were cancled. So Miyagi prefecture needed had serioius problems about debris processing by 
wide area treatment at the time of the second plan decided. 
As of the end of January 2013, Miyagi Prefecture still has 390,000 tons of disaster waste which 
needs processing in another prefecture. Tokyo Metropolis and six prefectures (Aomori, 
Yamagata, Fukushima, Ibaragi, Tochigi and Fukuoka) have arranged or already accepted disaster 
debris from Miyagi prefecture as of the end of February 2013.  

5. DIFFICULTIES OF TREATING WASTE BEYOND THE PREFECTURE 

5.1 Obstacles to the cooperation of local governments in debris processing 

In Japan, there are 47 prefectures, 23 wards of Tokyo and 1719 cities, towns and villages. Japan 
has almost 1800 municipalities, including prefectures. Although more than 600 local 
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governments announced their support to process debris just after the disaster, most local 
governments were not able to carry out this support due to civic objection afterwards.  
     The main reason for the strong objection is the accident at the Fukushima Dai-ichi nuclear 
power plant. Many people were afraid of radiation-contaminated disaster debris, even if most of 
the debris in Iwate and Miyagi prefecture is not radioactive. In many cities where the mayor 
announced disaster debris acceptance, people demonstrated publicly against it. 
     In the case of Aichi prefecture, the governor announced acceptance of disaster debris from 
Miyagi prefecture in May, 2011 and April, 2012.  However, he abandoned the plan twice. Aichi 
prefecture had a lot of strong objections from citizens, and there was no cooperation by city and 
town mayors in Aichi prefecture. As he announced the acceptance without warning, the mayors 
protested loudly. If he had negotiated carefully for one year after the first failure, possibly the 
second time could have been successful. In fact, Aichi prefecture still has the capacity to accept 
more waste into its final disposal, and landfill is not progressing as planned now. 

5.2 Problems and court cases concerned with wide-area debris processing 

The council of Kitakyushu city in Fukuoka prefecture decided to accept and process disaster 
debris from Ishinomaki, and begun to receive debris from September 17, 2012. However, the 
citizens who objected to accepting debris filed a suit for the compensation of 15,620,000 yen in 
damages. The suit was filed on October 27 in the Fukuoka District Court Ogura branch office 
against the city and Miyagi.  
Kitakyushu city made plan about Ishinomaki disaster debris processing 23,000ton in 2012 fiscal 
year, 62,500ton up to the end of 2013. However, Miyagi prefecture and Kitakyushu city decided 
to abandon debris processing at the end of March 2013, because of the lawsuit.  

5.3 NHK news reports concerning the debris processing of Ishinomaki 

On September 9, 2012, NHK reported that the cost price 
per ton of debris processing in Ishinomaki was seven 
times the cost of Higashi-Matsushima city. The reason 
for this difference is that Ishinomaki city could not 
separate the debris in a temporary place and that a local 
construction company handled the debris processing 
deceitfully. 
However, is it true that Ishinomaki did not separate 
disaster debris in early 2011?  
I visited Minamizakai temporary disaster debris stock 
yard in Ishinomaki on April 13, 2011 and took photo of 
the yard. Figure 6 shows the yard at that time. 

6. DISASTER VOLUNTEER SUCCESSFUL ACTIVITY IN ISHINOMAKI 

6.1 Activity of Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council, Inc. 

Generally speaking, volunteers who carry damaged goods out of a house play a vital role in 
flood-stricken areas. Volunteers are needed to take out debris and waste from a damaged house, 
because administrative staff are forbidden from entering private dwellings. Since Japanese 
society is aging, many of the houses which suffered damage were occupied by elderly people. 

 
Figure 6. Minamizakai temporary 
disaster debris stock yard; April 
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Even in the case of floods, many elderly people are not physically able take goods or mud out of 
their house. Thus, volunteers are a very important part of disaster relief. 
Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council (IDRAC) accepted approximately 100,000 
volunteers in Ishinomaki city over six months. IDRAC has never refused volunteers, even 
though other disaster struck municipalities could not accept all the volunteers because they had 
no capacity to receive them. 
IDRAC completed the removal of disaster debris in the city area using volunteers in cooperation 
with the Self-Defense Forces at the end of June, 2011.  
The total number of volunteers who worked in Ishinomaki was estimated at 230,000 people. This 
has become known as the miracle of the volunteers of Ishinomaki. This miracle is largely due to 
IDRAC; especially the leadership of the IDRAC representative Mr. Ito. He was the chairman of 
the Ishinomaki Junior Chamber of Commerce.  
IDRAC was established after suffering a calamity and it succeeded by accepting volunteers.  

6.2 The situation which IDRAC encountered in 2012 

The IDRAC representative is the owner of a local construction company in Ishinomaki. He was 
in charge of disaster volunteer activities and disaster debris management as a professional. 
However, a tabloid reported that he was a “volunteer fraud” in the end of March, 2012. A certain 
member of Ishinomaki city council leaked information to the tabloid, and impeached Mr. Ito 
with “volunteer fraud”. Mr. Ito resigned as the representative of IDRAC.  
     Mr. Ito was accused by Ishinomaki city council, under article 100 of the Local Autonomy 
Law in June 2012. However, no evidence as proof of fraud was found. Thus, the committee was 
disbanded in September 2012, because the committee could not find any evidence relating to 
volunteer fraud.  
    IDRAC changed its name to Mirai Support Ishinomaki in October 2012. 

7. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Ishinomaki is not told by a not much good impression. Ishinomaki disaster debris processing 
support is increasingly more difficult due to the impression.  
In fact, Ishinomaki city is a town mired in political dispute. The city is divided over the issue of 
disaster debris processing. Mr. Ito displayed strong leadership not only in accepting volunteers 
but also for disaster debris processing, while running a construction company. However, he was 
forced to resign due to malicious gossip. Such in-fighting and jealousy disturb the disaster 
reconstruction efforts in Ishinomaki city. 
     Miyagi prefecture must push forward with debris processing cooperation with other local 
governments if it hopes to finish processing by March, 2014. However, debris processing is of 
little concern for surrounding municipalities after more than one year since the disaster. So most 
municipalities in Japan not directly affected by the disaster are unwilling to get involved, at the 
risk of angering their citizens.  
A woman in Tokoname city in Aichi prefecture who appealed against the acceptance of debris 
said that what she is opposed to was the operation of a nuclear power station. Not all people trust 
that the levels of radioactivity in the debris are safe, as the Ministry of Environment changed the 
standards for radioactive waste acceptance. 
However, this standard is the same environmental standard of workers who process debris most. 
Therefore, it hardly affects the living environment people in a city. People think that disaster 
debris is dangerous.  
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It seems that many people and the officials who govern over them lack adequate scientific 
understanding. This problem is compounded by mutual distrust between the citizenry and 
bureaucrats, which works against finding a workable solution to problems of debris disposal. 
 
Miyagi prefecture plans to terminate disaster debris processing in March, 2014. This is because 
Miyagi prefecture has deemed that three years is the limit to keep the feeling which people 
revive to be maintained. How will Ishinomaki advance its disaster debris processing for the next 
year? 
Support is needed for direct landfill in the stricken area of Miyagi prefecture. Almost all of the 
cities which refused to accept debris did so because of the strong protest of their citizens. 
However, the people were afraid of the incineration of disaster debris, with the ash being used as 
landfill. So if a municipality makes an effort to have open communication about risks with 
citizens who are afraid of debris incineration (as did Kitakyushu city), support for landfill might 
be possible in some municipalities. However, other municipalities could not make the effort to 
discuss and communicate with people who are against disaster debris processing in their city. 
Even Kitakyushu suspended accepting the debris for a half year. 
In Miyagi Prefecture, mutual cooperation of debris treatment within the prefecture has been 
continuing. Sendai and Natori are receiving and processing debris from Ishinomaki. It seems 
likely that Miyagi Prefecture plans to carry out waste treatment independently. Miyagi Prefecture 
seems determined that it will complete debris processing by itself as much as possible, without 
the assistance of other municipalities. The plan can practically be carried out with support from 
the Tohoku district, and the distance is physically and mentally far from other areas.  
At the case of Tokai Earthquake in future, municipalities in Tokai area should have plan to 
process the disaster debris management in near area, and should make disaster debris 
management agreement with them. 
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３．３ JICA 研修（病院管理技術とヘルスマネージメント）を担当して

近畿大学医学部附属病院

安全衛生管理センター

池田行宏

【はじめに】

JICA は、日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関として、開発途

上国への国際協力を行っている。「すべての人々が恩恵を受けるダイナミックな開

発」というビジョンを掲げ、多様な援助手法のうち最適な手法を使い、地域別・

国別アプローチと課題別アプローチを組み合わせて、開発途上国が抱える課題解

決を支援していく。独立行政法人として平成１５年に設立され、開発途上地域等

の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国

際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的と

している。

【研修員受け入れ事業とは】

国づくりの担い手となる開発途上国の人材を「研修員」として受け入れ、技術

や知識の習得、制度構築等をバックアップするのが「研修員受入事業」である。

研修員受入事業は、1954 年の日本のコロンボ・プラン加盟を契機として、日本最

初の政府開発援助として発足し、アジアからの研修員 16 名（二国間ベース）の受

入により開始された。現在では、JICA 全体で、世界の開発途上国から年間約 8,000

名もの人材を受け入れており、その分野は開発計画・行政・公共事業・運輸交通・

社会基盤・情報通信・農業・畜産・森林・漁業・鉱工業・商業・観光・能力開発・

衛生・社会保障など多岐にわたっている。図１は研修員の来日から帰国までを簡

単に示したものである。研修員は日本に到着後、それぞれの専門分野での研修に

入る前に、研修制度や待遇や諸手続についての説明を受ける。ブリーフィングで

は日本滞在で注意すべきことなどについて説明を受ける。ジェネラルオリエンテ

ーションでは日本をよりよく知ってもらうために、文化、社会、経済、歴史等の

日本に関する基本的な情報を共有するといったことを行った後、実際の研修プロ

グラムに入る。研修員は、それぞれの専門分野に応じて「研修コース」に参加す

ることになる。JICA では、講義、実習、視察等の様々な形態にて、知識と技術の

共有のみではなく、お互いの国の理解促進も考慮して研修を実施している。研修

が終了する際には、評価会を行い、研修員から研修コースの有用性や次年度に向

けての改善点をヒアリングし、開発途上国のニーズや援助動向に沿った研修の実

現に努めている。また、研修を終了した研修員には、JICA から修了証書が授与さ

れる。帰国後、研修員は日本で学んだ知識や技術を活かして、自国の社会や経済



の発展に大きな役割を果たすことが期待されている。また、多くの国では帰国し

た研修員の同窓会も組織されている。

図 1 研修コース概要図

【研修の様子】

今回は、病院管理技術とヘルスマネージメントという研修コースの中で、医療

廃棄物に関する講義を行う機会があったので、その様子を報告する。研修コース

は２０１２年８月３０日～２０１２年１０月６日までの約１ヵ月間、日本の病院

管理技術とシステムを学び、自国の政策、病院管理に役立てるということが目的

とされている。コースは講義だけではなく、病院見学、参加者によるグループワ

ークや発表会、レポートの作成、TV 会議や座談会等々、ありとあらゆる手法が取

り入れられた内容の濃い研修内容であった。１３カ国１６人の参加者があり、彼

らの背景は病院管理者、保健所の職員、政府関係者といった、管理的職種の立場

の人が大多数であった。

私の講義は９月１１日の午後、JICA 東京センター研修室内にて行った。図２の

様に全員向き合って、講義する側と研修員たちが話しやすいように配慮されてい

た。

図 2 研修の様子



講義のは以下の順で行った。

• Introduce myself
• Definition and characterization of health-care 

waste
• Health impacts and workers Hygiene
• Handling, storage, and transportation of 

health-care waste
• Treatment and disposal technologies for 

health-care waste
• Current status of Japanese health care waste 

management

研修員たちは各国の主要な立場にあって、すでにある程度の知識があるからか、

医療廃棄物にはどのようなものがあるか、健康への影響や感染症といった基本的

事項には、あまり興味を示していないようであった。しかし、実際の取扱、運搬

の仕方、処理の仕方には大変興味を持って聞いているようであり、さまざまな意

見が出された。処理の方法について、日本は焼却による方法が第１選択であるが、

これについても各国同様の意見であった。病院内での感染性廃棄物の取り扱いに

ついて、廃棄物の回収時間まで曜日毎に定められている説明をしたところ、非常

に驚かれた。

【感想】

今回の研修会参加者の中には、コソボ、ブルキナファソ、アフガニスタンとい

った、自分が今まで出会ったことのない国の人もいた。これらの国の人と知り合

いになれたことが自分にとっては大きな収穫であった。このような機会を与えて

くださった、国立保健医療科学院の岡本悦司先生に深く感謝したいと思います。
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ﾒｰﾙ usui@kiku.taisei.co.jp

浦邊 真郎 ㈱アーシン 代表取締役 〒532-0011
大阪市淀川区西中島

5-9-1
新大阪花村ﾋﾞﾙ 802

TEL 06-6100-3336
FAX 06-6100-3332
ﾒｰﾙ urage@ursin.co.jp

岡山 朋子 大正大学 人間学部

人間環境学科

〒170-8470
八王子市散田町

3-7-23

TEL 03-3918-0500
FAX 03--5394-3037
ﾒｰﾙ t_okayama@mail.tais.ac.jp

片柳 健一 ㈱環境管理

センター

常勤監査役 〒193-0832
八王子市散田町

3-7-23

TEL 042-678-0500
FAX 042-667-6789
ﾒｰﾙ kkatayanagi@kankyo-kanri.co.jp

金子 泰純 国立大学法人

和歌山大学

システム工学部

環境システム学科

准教授

〒640-8510
和歌山市栄谷 930

TEL 073-457-8338
FAX 073-457-8335
ﾒｰﾙ

kaneko@center.wakayama-u.ac.jp

４．名 簿



氏 名 勤 務 先 所 属 等 住   所 電話・ＦＡＸ番号・メール

神崎 広史 千葉市 環境局 資源循環部

収集業務課

課長

〒260-8722
千葉市中央区千葉港

1-1

TEL 043-245-5246
FAX 043-245-5477
ﾒｰﾙ hiroshi-kanzaki@city.chiba.jp

杵島 裕子

(きしま)
〒 TEL

FAX

ﾒｰﾙ s.yuuko0207@gmail.com
小池 啓太 光和精鋼㈱ 戸畑製造所

製造部

戸畑工場

〒804-0002
北九州市戸畑区中原

46-93

TEL 093-872-5157
FAX

ﾒｰﾙ koike@kowa-seiko.co.jp
小泉 春洋 ㈱アーシン 計画部 部長 〒532-0011

大阪市淀川区西中島

5-9-1
新大阪花村ﾋﾞﾙ802

TEL 06-6100-3336
FAX 06-6100-3332
ﾒｰﾙ koizumi@ursin.co.jp

小崎 洋一 日鐵住金

セメント㈱

取締役 〒050-8510
室蘭市仲町64

TEL 0143-44-1166
FAX 0143-45-3923
ﾒｰﾙ kosaki@ns-cement.nssmc.jp

越場  篤 ㈱シンシア 横浜 R・C 事業部

横浜 R・C センター

管理部

〒236-0003
横浜市金沢区幸浦

1-10-4

TEL 045-770-5323
FAX 045-770-5343
ﾒｰﾙ koshiba@sincerehq.com

後藤久美子 八千代エンジニ

ヤリング㈱

総合事業本部

環境施設部

〒161-8575
新宿区西落合 2-18-12

TEL 03-6893-5924
FAX 03-5906-0817
ﾒｰﾙ km-goto@yachiyo-eng.co.jp

齋藤 優子 国立大学法人

東北大学

大学院

国際文化研究科

国際環境ｼｽﾃﾑ論講座

博士課程後期

〒980-8576
仙台市青葉区川内 41

TEL 022-795-7672
FAX 022-795-7672
ﾒｰﾙ yu-ko.s@s8.dion.ne.jp

進藤 玲子 〒274-0824
船橋市前原東 2-1-21
（自宅）

TEL 047-474-2568（自宅）

FAX

ﾒｰﾙ rshindo@hotmail.co.jp
鈴木 和将 埼玉県 環境部 環境科学

国際センター

資源循環・廃棄物

担当 主任

〒347-0115
加須市上種足 914

TEL 0480-73-8354
FAX 0480-70-2031
ﾒｰﾙ

suzuki.kazuyuki@pref.saitama.lg.jp
高橋 富男 ㈱エイト

日本技術開発

資源循環事業部

部長

〒164-8601
中野区本町 5-33-11

TEL 03-5341-5142
FAX 03-5385-8515
ﾒｰﾙ takahashi-to@ej-hds.co.jp

田中 晴香 ㈱環境技術

研究所

業務部 業務課

課長

〒550-0011
大阪市西区阿波座

1-3-15
JEI 西本町ビル 8F

TEL 06-6532-2837
FAX 06-6532-9025
ﾒｰﾙ h_tanaka@kangiken.com

田中  勝 鳥取環境大学 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

特任教授

ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ研究所長

〒108-0074
港区高輪 2-12-56
高輪ヒルズ 402

TEL 03-5421-3175
FAX 03-5421-3175
ﾒｰﾙ

谷川  昇 (公財)日本産業

廃棄物処理振興

センター

事業推進部

国際協力部

部長代理

〒102-0084
千代田区二番町 3
麹町スクエア7 F

TEL 03-5275-7111
FAX 03-5275-7112
ﾒｰﾙ tanikawa@jwnet.or.jp

田村 有香

(角野)
京都精華大学 人文学部 〒606-8588

京都市左京区

岩倉木野町 137

TEL 075-702-5115
FAX 075-702-5115
ﾒｰﾙ kakuno@kyoto-seika.ac.jp



氏 名 勤 務 先 所 属 等 住   所 電話・ＦＡＸ番号・メール

仲地 愛子 ㈱環境管理

センター

応用技術部

応用技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

主任

〒192-0154
八王子市下恩方町

323-1

TEL 042-650-7227
FAX 042-652-0800
ﾒｰﾙ

amatsumoto@ kankyo-kanri.co.jp
中村 恵子 (医)中村整形

外科クリニック

健康・環境

デザイン研究所

理事

所長

〒052-0022
伊達市梅本 24-2

TEL 0142-23-1222
FAX 0142-23-1222
ﾒｰﾙ xxxxxyyz0102@nifty.com

西  哲生 ㈱インテージ

ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

研究所

主任研究員 〒188-8701
西東京市谷戸町

2-14-11

TEL 0424-23-1184
FAX 0424-23-2135
ﾒｰﾙ nishi@intage.co.jp

西垣 正秀 神戸環境

クリエート㈱

工場長 〒653-0033
神戸市長田区

苅藻島町 1-1-28

TEL 078-651-5060
FAX 078-681-2853
ﾒｰﾙ nishigaki@kobe-k-create.co.jp

西川 光善 ㈱エックス

都市研究所

常務取締役

環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業

本部 本部長

〒171-0033
豊島区高田 2-17-22
目白中野ﾋﾞﾙ 6F

TEL 03-5956-7503
FAX 03-5956-7523

ﾒｰﾙ nishikawa@exri.co.jp
橋本 昭夫 NPO法人

北海道資源循環

研究所

理事長 〒064-0811
札幌市中央区南 11条
西1丁目5-16-708

TEL 011-211-5705
FAX 011-897-6209
ﾒｰﾙ

hashimoto.akio@ivory.plala.or.jp
橋本  治 日本大学 理工学部

横内研究室

〒101-0062
千代田区神田駿河台

1-9-14

理工学部5号館 596B

TEL 090-2178-5113
ﾒｰﾙ ezml13454@nifty.com

花嶋 温子 大阪産業大学 人間環境学部

生活環境学科

講師

〒574-8530
大東市中垣内 3-1-1

TEL 072-875-3001
FAX 072-871-1259（学部事務室）

ﾒｰﾙ

hanashima@due.osaka-sandai.ac.jp
長谷川 誠 ㈱イーツー

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

取締役 〒171-0033
豊島区高田 2-17-2
目白中野ﾋﾞﾙ 6F

TEL 03-5954-3662
FAX 03-5954-8423
ﾒｰﾙ hasegawa.mkt@mbr.nifty.com

馬場 宏造 石狩市

花川南幼稚園

〒197-0005
福生市北田園

2-13-15（自宅）

TEL 042-553-9102（自宅）

FAX 042-553-9102
ﾒｰﾙ baba@rb3.so-net.ne.jp

馬場 高志 ㈱住信基礎

研究所

研究第二部

副主任研究員

〒104-6103
中央区晴海 1-8-11

TEL 03-5166-0802
FAX 03-3286-8366
ﾒｰﾙ banbat@stbri.co.jp

福岡 雅子 大阪工業大学 工学部

環境工学科

准教授

〒535-8585
大阪市旭区大宮

5-16-1

TEL 06-6954-4534（直通）

FAX 06-6952-6197（事務室）

ﾒｰﾙ fukuoka@env.oit.ac.jp
古市  徹 国立大学法人

北海道大学

大学院

工学研究院

環境創生工学部門

環境管理工学分野

循環計画システム

研究室 教授

〒060-8628
札幌市北区北 13条
西 8丁目

TEL 011-706-7283
FAX 011-706-7287
ﾒｰﾙ t-furu@eng.hokudai.ac.jp

三品 雅昭 さいたま市 環境局 施設部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ大崎

所長

〒336-0974
さいたま緑区大崎

317

TEL 048-878-0989
FAX 048-878-0959
ﾒｰﾙ uee13-z1z1@city.saitama.lg.jp



氏 名 勤 務 先 所 属 等 住   所 電話・ＦＡＸ番号・メール

森  敬祐 大和ハウス工業

㈱

環境部 〒530-8241
大阪市北区梅田

3-3-5

TEL 06-6342-1346
FAX

ﾒｰﾙ keisuke-mori@daiwahouse.jp
望月美登志 ㈱フジタ 技術センター 土木

研究部 生産技術Ｇ

主任研究員

〒243-0125
厚木市小野 2025-1

TEL 046-247-9222（316）
FAX 046-250-7139
ﾒｰﾙ mochizuki@fujita.co.jp

堀井 安雄 クボタ環境

サービス㈱

水処理事業部

技監

〒661-8567
尼崎市浜 1-1-1

TEL 06-6470-5936
FAX 06-6470-5929
ﾒｰﾙ y-horii@osa.kubota-ksk.co.jp

山田 和寛 日工㈱ 開発技術センター 〒674-8585
明石市大久保町

江井島 1013-1

TEL 078-947-6261
FAX 078-947-3639
ﾒｰﾙ kazuhiro.yamada@nikko-net.
    co.jp

山崎  衛 ㈱地域計画建築

研究所

大阪事務所 〒540-0001
大阪市中央区城見

1-4-70 住友生命 OBP
ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 15Ｆ

TEL 06-6942-5732
FAX 06-6941-7478
ﾒｰﾙ yamas-mm@arpak.co.jp

山下  実 環境省

福島環境再生事

務所

市町村除染・廃棄物

対策室

仮設処理施設班

〒960-8031
福島市栄町 1-35
福島ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ 7Ｆ

TEL 024-573-7547
FAX 024-573-7569
ﾒｰﾙ MINORU_YAMASHITA@env.go.jp

山本  攻 大阪市立

環境科学研究所

附設栄養専門学校

学校長

〒543-0026
大阪市天王寺区

東上町 8-34

TEL 06-6771-3405
FAX 06-6772-0676
ﾒｰﾙ osamuy@hi-ho.ne.jp

劉 庭秀 国立大学法人

東北大学

大学院

国際文化研究科

国際環境ｼｽﾃﾑ論講座

准教授

〒980-8576
仙台市青葉区川内 41

TEL 022-795-7618
FAX 022-795-7618
ﾒｰﾙ jsyu@intcul.tohoku.ac.jp

由田 秀人 日本環境安全

事業㈱

取締役 〒105-0014
港区芝 1-7-17

TEL 03-5765-1937
FAX 03-5765-1938
ﾒｰﾙ yoshida@jesconet.co.jp



廃棄物計画部会・第７期役員

                                    （平成25年3月現在）

役 職 氏   名 担   当 所   属

代 表 中村 恵子 部会員の意見を反映し、方針、方向性の提示 健康・環境デザイン研究所

幹事長 臼井 直人 学会との連絡担当、部会の進行役 大成建設㈱

幹 事 三品 雅昭 総務担当 さいたま市

〃 橋本  治 会計担当 日本大学

〃 井土 將博 企画・広報担当 国際航業㈱

〃 青野  肇 関西Ｇ担当 青野技術士事務所

顧 問

田中  勝 鳥取環境大学

古市  徹 北海道大学大学院

西川 光善 ㈱エックス都市研究所

長谷川 誠 ㈱イーツーエンジニアリング

片柳 健一 ㈱環境管理センター

第７期サブ研究会メンバー表

                                    （平成25年3月現在）

サブ グループ 名 メ     ン     バ     ー

関東グループ

* 臼井、阿賀、池田(行)、石井、石渡、市岡、井土、岡山、片柳、神崎、杵島、小池、小崎、

越場、齋藤、進藤、鈴木、高橋、谷川、仲地、中村、西、西川、橋本(昭)、橋本(治)、長谷川、

馬場(宏)、古市、三品、望月、山田、山下、劉、由田

関西グループ
* 青野、池田(由)、浦邊、金子、小泉、後藤、田中、田村、花嶋、馬場(高)、福岡、森、堀井、

山崎、山本、西垣

*：担当幹事
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