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 総則 

 

 

 

近年、全国各地において大規模な地震や津波、台風、大雨、洪水等が発生し、甚大な被害が

起きています。津久見市（以下「本市」という。）においても、平成 29年 9月 17日に襲来し

た台風第 18号により、今まで経験したことのない河川氾濫や土砂災害、浸水被害が発生し、

市民生活、インフラやライフラインなどに大きな影響を与えました。 

また、新型コロナウイルス感染症に関しては令和元年末に確認が発表されて以降、世界的に

感染が拡大し、我が国においても令和２年１月に感染者が確認され、その後全国的に感染拡大

が生じています。令和２年５月の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言では、感染

拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要があるとされています。新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針（令和２年５月４日変更）において、ごみ処理関係（廃棄物収

集・運搬、処分等）は、国民の安定的な生活の確保に不可欠な業務とされ、十分に感染拡大防

止策を講じつつ、事業を継続することが求められています。 

国は、阪神・淡路大震災（平成 7年１月）や東日本大震災（平成 23年３月）、関東・東北豪

雨（平成 27年９月）、熊本地震（平成 28年４月）などの災害廃棄物処理の対応を教訓に、平

成 26年３月に「災害廃棄物対策指針」（平成 30年３月改定）を策定しました。さらに、平成

27年８月には、災害廃棄物処理に係る経験や教訓に基づき、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」（以下「廃棄物処理法」という。）及び災害対策基本法を改正し、防災基本計画や廃棄物

処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な方針」において地方公共団体は災害廃棄物処理計画を策定することなど

が明記されました。また、令和２年９月には、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン」を策定し、排出者や地方公共団体、廃棄物処理業者等を対象に、排出時の感

染防止策、適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等につい

て取りまとめています。 

大分県では、平成 28 年３月に災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、早期

の復旧・復興に役立てるとともに、市町村が災害廃棄物処理計画を策定する際の指針となるよ

う「大分県災害廃棄物処理計画」（令和２年３月改訂）を策定しました。 

本市では、平成 25年に「津久見市地域防災計画（津久見市防災会議）」（以下「市地域防災

計画」という。）を策定し、地震・津波、風水害等に対応するための活動体制の整備確立を図

るとともに市域の保全と市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に計画され

ました。 

このような背景を踏まえ、大規模な災害が発生した場合の災害廃棄物の処理について、新型

コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつつ、速やかで適切な災害応急対策及び災害復旧・復興

対策に向けた体制構築に資するための新しい生活様式に対応した「津久見市災害廃棄物処理計

画」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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本計画は、災害対策基本法に基づき策定された「防災基本計画」、「環境省防災業務計画」、

「大分県地域防災計画」及び「市地域防災計画」、ならびに廃棄物処理法に基づき策定された

「災害廃棄物対策指針」、「大分県災害廃棄物処理計画」、「大分県廃棄物処理計画」及び「津久

見市一般廃棄物処理計画」と整合を図りながら「市地域防災計画」に基づき策定するもので

す。災害廃棄物処理マニュアル（以下「マニュアル」という。）は、本計画に基づき、発災後

の対応内容や手順等について具体的にまとめたものです。本計画の位置付けを図 1-1に示し

ます。 

  



第 1章 総則 

3 

 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）を基に作成］ 

図 1-1 本計画の位置付け  

大規模災害廃棄物対策のための協議会等 
平時から、広域での連携・協力関係を構築 

 

九州ブロック 

大規模災害発生時における 
災害廃棄物対策行動計画 

大規模災害の発生が予想される地域を含

む地域ブロックごとに限定。 

  

  

  

  

  

廃棄物処理法 

基本方針 
≪環境大臣≫ 

廃棄物処理施設
の災害拠点化、
耐震化等の観点
からも取組を推
進。 

大規模災害
発生後 

〇〇災害における 
災害廃棄物 
処理方針 

○○災害における 
災害廃棄物処理 

実行計画 

○○災害における 
災害廃棄物処理 

実行計画 

災害 
発生後 

災害 
発生後 

災害対策基本法 
（復興段階では大規模災害復興法） 

防災基本計画 
（復興段階では復興基本方針） 

環境省防災業務計画 

廃棄物処理計画 

大分県 

一般廃棄物処理計画 

津久見市 

地域防災計画 

地域防災計画 

災害廃棄物処理計画 

災害廃棄物処理計画 

将来的な方向性 

災害廃棄物対策指針 

【通常の災害】 

・市区町村及び都道府
県が災害に備えて策
定する災害廃棄物の
処理に係る計画の策
定指針を提示。 

・当該計画を策定して
いない市区町村及び
都道府県が、発災後
に災害廃棄物の処理
指針とするものとし
ても活用。 

① 各主体が備えるべき大規
模地震特有の事項 

② 地域ブロックにおける対
策行動計画策定の指針 

（特に広域連携について） 
③ 発生後に環境大臣が策定

する処理指針のひな形 
（東日本大地震のマスター

プラン的なもの） 

大規模災害発生時における
災害廃棄物対策行動指針 廃棄物処理 

施設整備計画 

(相互に整合性を図る。) 

(相互に整合性を図る。) 

災害廃棄物処理マニュアル 
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「災害廃棄物処理実行計画」は、発災後に策定するもので、県等の技術的支援を受けながら、

役割分担、処理の基本方針、発生量、処理体制、処理スケジュール、処理方法、フロー等災害の

規模に応じて具体的な内容を示すものです。 

本市は発災後、本計画及びマニュアルに基づき被害の状況等を速やかに把握し、初動対応を着

実に実施するとともに、災害廃棄物処理実行計画を策定し、災害廃棄物の処理を行います。災害

廃棄物処理実行計画は、災害廃棄物の処理の実施状況に応じて見直しを行うとともに、処理終了

後は、処理に係る記録を整理して評価を行い、必要に応じて本計画及びマニュアルの見直しを行

います。 

本計画、マニュアル及び廃棄物処理実行計画の位置付けを図 1-2に示します。 

 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）一部加筆] 

図 1-2 本計画及び実行計画の位置付け  

＜実行計画において示す具体的な事項＞ 

※災害の規模に応じて具体的な内容を記載 

・発生量 

・処理体制 

・処理方法、処理フロー 

・処理スケジュール等 

災害廃棄物対策指針 

災害廃棄物処理計画 

災害廃棄物処理マニュアル 

災害廃棄物処理計画・マニュアルに基づき 

初動対応を実施 

災害廃棄物処理実行計画 

災害廃棄物処理の進捗状況の記録・管理 

発
災
前 

発
災
後 見

直
し 

経
験
等
を
踏
ま
え
た
見
直
し 

発災 

＜マニュアルにおいて示す具体的な事項＞ 

・災害廃棄物処理の場面で必要となる情報や対応

についての手順 

・対応内容のチェックリスト 

＜処理計画において示す具体的な事項＞ 

・仮置場の確保や運用方針 

・生活ごみや避難所ごみ、仮設トイレのし尿等を

含めた処理体制 

・周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方

（被災地方公共団体への支援を含む） 
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災害廃棄物は、災害に伴い発生する廃棄物で、片付けごみ、損壊した家屋の解体に伴い発

生する廃棄物、家屋の浸水に伴い発生する廃棄物、火災焼失に伴い発生する廃棄物、津波堆

積物の総称をいいます。 

一方、災害時には生活ごみや避難所ごみ、し尿といった被災者の生活に伴う廃棄物も発生

します。また、新型コロナウイルス等の感染症が発生している際には、一般家庭、事業所、

避難所（発熱者や濃厚接触者用の専用スペース）及び宿泊療養施設（感染症の軽症者等が宿

泊療養している施設）から、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物（以下「感染症ごみ」

という。）が排出される可能性があります。これらの廃棄物も適切に処理する必要がありま

す。 

表 1-1に災害によって発生する災害廃棄物、表 1-2に被災者の生活に伴い発生する廃棄物

を示します。 

表 1-1 地震や津波等の災害によって発生する災害廃棄物 

 種類 内容 

地
震
や
水
害
等
の
災
害
に
よ
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物 

可燃物 
可燃系混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け使用できなくなったもの 

不燃物 
不燃系混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ
ス、土砂（土砂崩れにより崩壊した土砂、津波堆積物※等）などが混在し、概
ね不燃系の廃棄物 
※海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したものや陸上
に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれたもの 

コンクリート
がら等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

廃 家 電 (4 品
目) 

被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、
冷蔵庫・冷凍庫）で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 
※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 

小型家電/ 
その他家電 

被災家屋から排出される小型家電等の家電 4 品目以外の家電製品で、災害に
より被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 
被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から発
生する原料及び製品など 

有害廃棄物/ 
危険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物質、フロン類、ＣＣＡ（クロ
ム銅砒素系木材保存剤使用廃棄物）・テトラクロロエチレン等の有害物質、医
薬品類、農薬類の有害廃棄物。太陽光パネルや蓄電池、消火器、ボンベ類など
の危険物等 

廃自動車等 

自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 
※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 
※処理するためには所有者の意思確認が必要となる。仮置場等での保管方法
や期間について警察等と協議する。 
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その他、適正処
理が困難な廃
棄物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの（レント
ゲンや非破壊検査用の放射線源を含む）、漁網、石こうボード、廃船舶（災害
により被害を受け使用できなくなった船舶）など 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 

表 1-2 被災者の生活に伴い発生する廃棄物 

種類 内容 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ等 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水 

感染症ごみ※ 

感染者の生活系廃棄物（感染者の呼吸器系分泌物（鼻水、痰等）が付着

したマスクやティッシュ、食事などの際に利用した使い捨ての食器、排

泄物が付着したおむつ、し尿等）、施設運営の従事者が使用したマスク・

手袋等の個人防護具（宿泊療養施設の場合） 

※感染症ごみの発生場所である、一般家庭、事業所、避難所（発熱者や濃厚接触者用の専用スペース）及び宿泊

療養施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物処理法に定められた感染性廃棄物が排出さ

れる施設には該当せず、市町村がその責任において適正に処理する必要がある。一方、医療関係機関等（病

院、診療所等）から発生する当該廃棄物は、廃棄物処理法上、感染廃棄物に該当し、医療関係機関等の責任に

おいて、通常の感染性廃棄物と同様に処理される。よって、医療関係機関等から発生する感染症ごみは、本計

画の対象から除外する。 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）、廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策

ガイドライン（環境省、令和２年９月）］ 

 

 

発災後の時期区分と特徴を表 1-3に示します。 

表 1-3 発災後の時期区分と特徴 

時間区分 時期区分の特徴 時間の目安 

災害応

急対応 

初動期 
人命救助が優先される時期（体制整備、被害状

況の確認、必要資機材の確保等を行う） 
発災後数日間 

応急対応期 

（前半） 

避難所生活が本格化する時期（主に優先的な処

理が必要な災害廃棄物を処理する期間） 
～３週間程度 

応急対応期 

（後半） 

人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の本

格的な処理に向けた準備を行う期間） 
～３カ月程度 

復旧・復興 

避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理の

通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的な処理

の期間） 

～３年程度 

［出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」（環境省、平成 30年３月）を基に作成］ 

 

 

 

発災後の業務内容は、主に「体制の構築、支援」「災害廃棄物処理」「生活ごみ、避難所ご

み、仮設トイレ等のし尿の処理」になります。業務内容を図 1-3、図 1-4、図 1-5に示しま

す。 
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※国には環境省の取組を記載している。大規模災害発生時には、関係府省庁と連携して取り組む。 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）］ 

図 1-3 発災後の業務（体制の構築、支援の実施） 
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［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年 3月）］ 

図 1-4 発災後の業務（災害廃棄物処理）  
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［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年 3月）］ 

図 1-5 発災後の業務（生活ごみ、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿の処理） 
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本計画で対象とする災害は、表 1-4に示す地震災害及び風水害等とします。 

表 1-4 対象とする災害 

対象とする災害 概要 

地震災害 
地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する

津波、火災、爆発その他異常な現象により生ずる被害。 

風水害等 

水害、その他自然災害（地震災害を除く）。水害については、

大雨、台風、雷雨などによる多量の降雨により生ずる洪水、

浸水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れなどの被害。 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月）に基づき作成] 

 

 

「大分県災害廃棄物処理計画」及び「市地域防災計画」により、本市の被害が想定されて

いる５つの地震災害を設定します。 

表 1-5 地震災害の設定 

 揺れ 
（棟数） 

液状化 
（棟数） 

津波 
（棟数） 

焼失 
(棟数) 

 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 床上 床下  

中央構造線断層帯による地震 1 5 1 2 6 280 228 218 0 

周防灘断層群主部による地震 0 0 0 0 2 27 21 19 0 

プレート内地震 13 64 101 151 - - - - 0 

南海トラフの巨大地震 2 16 63 94 2,704 2,870 1,149 368 0 

別府湾の地震 0 2 - - 6 53 - - - 

※中央構造線断層帯による地震、周防灘断層群主部による地震、プレート内地震、南海トラフの巨大地震は大分

県災害廃棄物処理計画より設定。 

※別府湾の地震は市地域防災計画より設定。 
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津久見市洪水ハザードマップ（平成 31 年４月 19 日付け大分県告示 224 号に伴い本市が作

成。）により想定されている津久見川及び青江川の洪水による水害を設定します。 

表 1-6 風水害等の設定 

河川 概要 

津久見川 
・津久見川流域の 12 時間総雨量 629mm 

・本市の洪水ハザードマップの想定災害 

青江川 
・青江川流域の 12 時間総雨量 629mm 

・本市の洪水ハザードマップの想定災害 
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本市の災害廃棄物処理の基本方針を示します。 

 

【災害廃棄物処理の基本方針】 

 

１ 本市、関係事業者、市民、県、周辺市町村及び国が一体となって災害廃棄物の処理を推進

する。 

２ 本計画に示す役割分担に基づき、各主体が責任を持って役割を果たすことにより迅速な処

理を行う。 

３ 災害廃棄物の処理は、災害の規模や被害の状況を踏まえつつ、可能な限り早期の処理を目

指す。 

４ 災害廃棄物は、各種法令、制度に基づき適正に処理する。 

５ 災害廃棄物の処理にあたっては、極力再資源化に努めるとともに、中間処理による減量化

などを推進し、最終処分量の削減に努める。 

６ 処理のため使用する施設については、既存の廃棄物処理施設の活用など圏域内、県内処理

を原則とするが、被災状況や災害廃棄物の発生量など災害の状況に応じ、県外への広域処

理や仮設処理施設の設置なども視野に入れ対応する。 

７ 災害廃棄物処理の組織体制、処理に関する専門知識や技術、広域処理の必要性がある場合

は、県や国に対して支援を要請する。 

８ 新型コロナウイルス等感染症の感染拡大防止に配慮した排出、分別、収集、処理、処分を

行う。 
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災害廃棄物は一般廃棄物であることから、本市が主体となって処理を行います。 

県は、連絡、調整など側面的な支援という立場だけでなく、全体的な処理を推進する中で、

必要に応じ地方自治法による廃棄物の処理事務の受託など直接的な役割を果たします。また、

県内の他の市町村や民間関係団体にも、必要に応じ災害廃棄物の処理に関する支援を要請しま

す。 

本市及び県ともに極めて大きな被害を受けた場合は、災害対策基本法に基づき、国が災害廃

棄物の処理の代行を行うことができます。 

災害廃棄物処理の役割分担を図 1-6、各主体の役割のうち被災時の役割分担を表 1-7、支援

時の役割分担を表 1-8に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 

図 1-6 災害廃棄物処理の役割分担 

  

 県内市町村 

・災害協定等による支援 

民間関係団体 

・災害協定等による支援 

支援要請 支援 

被災市町村（実施） 

・災害廃棄物の処理主体 

大分県（調整・支援） 

・災害廃棄物処理に係る市町村支援 

・情報収集、連絡調整 

・進行管理 

・災害廃棄物処理事務の受託 

（災害廃棄物処理の実施主体） 

国（司令塔） 

・災害廃棄物処理に係る市町村支援 

・災害廃棄物処理の代行 

（東日本大震災相当の災害） 

支援要請 

支援要請 

支援要請 

支援 

支援 

支援 
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表 1-7 各主体の役割（被災時） 

主体 役割 項目 発災前（平時） 発災後（災害応急対策以降） 

本
市 

○災害廃棄

物処理の

実施 

情報収集、連絡

調整 
○組織・連絡体制の構築 ○災害対策本部設置 

○情報収集、連絡調整の実施 

処理実行計画等

策定 
○処理実行計画等策定マ

ニュアルの整備 

○処理実行計画等の策定 

協定等に基づく

支援要請 
○関係機関・団体との協

力支援体制構築（協定

書締結） 

○支援機関・団体への協力要

請 

災害廃棄物処理

の実施 
○仮置場候補地の選定 

○廃棄物処理システムの

強靱化 

○仮設トイレ等資材の備

蓄、調達体制の整備 

○処理の迅速化に向けた

制度の整備 

○仮置場の設置、運営 

○廃棄物処理施設被災時の応

急対応 

○資材の調達、設置 

○制度に基づく処理業務発

注、仮設廃棄物処理施設の

設置 

県への廃棄物処

理事務の委託 
○廃棄物処理事務委託

（受託）マニュアルの

整備 

○委託事務（廃棄物処理事

務）規約の締結 

県 

○調整 情報収集、連絡

調整 
○組織・連絡体制の構築 

○市町村処理体制基本情

報の収集 

○災害対策本部（廃棄物対策

班）設置 

○情報収集、連絡調整の実施 

○廃棄物処理の進行管理 

○支援 処理実行計画等

策定業務支援 
○処理実行計画等策定マ

ニュアルの整備 

○（要請に伴う）支援の実施 

協定等に基づく

支援 
○関係機関・団体との協

力支援体制構築（協定

書締結） 

○支援機関・団体への協力要

請 

○協定等に基づく支援の実施 

市町村からの廃

棄物処理事務の

受託 

○廃棄物処理事務委託

（受託）マニュアルの

整備 

○処理体制の構築 

○仮置場候補地情報の収

集 

○委託事務（廃棄物処理事

務）規約の締結 

○処理体制の構築 

○処理業務の発注 

国 

○司令塔 都道府県、市区

町村への支援 
○法令・制度の整備 

○各種マニュアル作成 

○法令・制度の運用 

情報収集、連絡

調整、支援体制 
○組織・連絡体制の構築 

○広域的支援体制構築 

○情報収集、連絡調整の実施 

処理方針の策定 ○「大規模災害発生時に

おける災害廃棄物対策

行動指針」の策定 

○災害廃棄物処理指針（個別

災害ごとのマスタープラ

ン）策定 

事務の代行によ

る災害廃棄物の

処理 

○処理体制の構築 ○災害廃棄物の処理の実施

（東日本大震災の教訓や国

が関与する合理的な観点等

を検討した上で実施） 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 
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表 1-8 各主体の役割（支援時） 

主体 役割 発災前（平時） 発災後（災害応急対策以降） 

本市 ○支援 ○支援体制、計画の構築 ○（要請に伴う）支援の実施 

県 

○連絡調整 

○支援 

○近隣各県を対象とした協力支援体制、

計画の構築（近隣各県、県内市町村と

の協議） 

○被災県、県内市町村との連絡

調整 

○（要請に伴う）支援の実施 

国 ○司令塔 ○表 1-7と同じ ○表 1-7と同じ 

民間関係

団体 

○支援 ○支援体制構築（協定書締結） ○団体内調整 

○（要請に伴う）支援の実施 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 
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  災害廃棄物処理計画 

 

 

 

 

市地域防災計画に基づき、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策

本部を設置します。 

災害廃棄物の処理は衛生対策部（環境保全課）が中心となり、関係部署と連携して業務を遂

行します。 

 

 

［出典：津久見市地域防災計画（津久見市、令和２年２月）を基に作成］ 

図 2-1 防災対策本部組織図 

 

  

本部長（市長） 

副本部長（副市長） 

対策部長（総務課長） 

災
害
対
策
支
部 

上
下
水
道
対
策
部 

農
林
水
産
対
策
部 

消
防
対
策
部 

経
済
対
策
部 

土
木
対
策
部 

衛
生
対
策
部 

救
助
・
文
教
対
策
部 

援
助
対
策
部 

総
務
対
策
部 

津久見市防災会議 

必要な時に、その都度行う 
連絡・調整 

指
示 

報
告 

報
告 

指
示 
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災害廃棄物処理は、衛生対策部（環境保全課）が主体的に対応します。必要に応じて他課

に協力を要請します。 

 

図 2-2 災害廃棄物担当内の役割分担 

 

  

環境保全課 

健康推進課 

○災害廃棄物処理実行計画に関すること 

○災害時協力協定の運用に関すること 

○環境対策、モニタリング、火災対策、感染症対策に関

すること 

○私有地における倒壊家屋の処分に関すること 

○国の支援制度に関すること 

○各種相談、住民等への啓発・広報に関すること 

○記録に関すること 

○処理施設の被害状況調査に関すること 

○収集・運搬体制の確保等に関すること 

○仮置場の確保、設置・運営に関すること 

○仮設トイレ等に関すること 

○避難所ごみ等生活ごみの処理に関すること 

（感染症対策を含む） 

○中間処理・最終処分に関すること 

○収集運搬ルートの検討に関すること 

○仮置場の選定及び確保に関すること 

○道路啓開に伴う倒壊家屋の解体・撤去に関すること 

○災害査定後、入札、契約事務に関すること 

土木対策部 

○感染症等の予防に関すること 

協力要請 

【災害廃棄物担当】 

衛生対策部（環境保全課） 

 

情報共有 
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発災後、速やかに災害廃棄物を処理するためには情報収集とそれを支える連絡網が必要で

す。ここでは各関係機関から収集する情報、共有する情報を示します。 

 

 

災害廃棄物処理に関する対応事項のうち、表 2-1の事項については、災害対策本部の各対

策部から情報収集を行います。 

表 2-1 関係部局からの情報収集 

関係部局 災害廃棄物処理に関連する事項 

総務対策部（総務課） 

被災状況に関すること 

災害廃棄物処理の住民周知（広報）に関すること 

応援協定締結自治体への職員応援に関すること 

総務対策部（経営政策課） 
予算に関すること 

（災害廃棄物処理の予算、支援金等） 

総務対策部（税務課） 

被災家屋等の調査に関すること 

（全半壊の損壊家屋数と撤去の有無、床上・床下浸水

範囲、棟数） 

救助対策部（社会福祉課） 
ボランティアに関すること 

（ボランティア人数や開始時期・期間） 

救助・文教対策部 

（管理課・生涯学習課） 

避難所に関すること 

（避難所の場所と避難者数及び仮設トイレの必要数） 

農林水産対策部（農林水産課） 農道及び漁港等の被害に関すること 

土木対策部（土木管理課） 
道路状況、港湾等の被害に関すること 

（道路情報、港湾の被害状況） 

土木対策部（まちづくり課） 

損壊家屋等の解体及び撤去に関すること 

（全半壊の損壊家屋数と撤去の有無、床上・床下浸水

範囲、棟数） 

各部（各課） 仮置場の選定に関すること 

衛生対策部（健康推進課） 

感染症等の予防に関すること 

（感染症の概要、市内での感染症発生の有無、感染拡

大状況、医療体制等） 
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災害廃棄物を迅速かつ円滑に処理するため、発災後速やかに表 2-2 に示す情報を収集しま

す。 

市内の災害廃棄物の状況や収集・運搬、処理計画、避難所における生活ごみやし尿に関す

る情報収集のみならず、処理に関係する関係機関（県、収集・運搬事業者、施設運営事業

者、処理事業者、避難所運営者）とも情報を共有します。 

表 2-2 災害廃棄物処理に関連して収集する情報 

項目 内容 主な利用目的 確認先等 

災害及び被

害の概要 

○災害の発生日時、被災場所、被

害概要 

○災害廃棄物の発生予測の検討 

○災害廃棄物処理実行計画の策定 

総務対策部 

（総務課） 

職員の被災

状況 
○職員の参集状況 組織体制の検討 

総務対策部 

（総務課） 

必要な支援 

○資機材の支援ニーズ 

○人材・人員の支援ニーズ 

○その他の支援ニーズ 

支援要請の検討 

総務対策部 

（総務課） 

経済対策部 

（商工観光・定住

推進課） 

建物被害 

○全半壊・焼失の被害棟数 

○浸水被害の状況（浸水範囲・面

積、床上・床下浸水の被害棟

数） 

災害廃棄物発生量推計 
総務対策部 

（税務課） 

避難状況 ○避難所の所在地と避難者数 

○避難所ごみ・し尿発生量の推計 

○仮設トイレ必要基数の把握 

○収集運搬計画の策定 

救助・文教対策部 

（管理課） 

仮置場候補

地の状況 

○仮置場候補地及び周辺地域の

被災状況 

○その他空地の状況 

仮置場の選定及び確保 
土木対策部 

（土木管理課） 

廃棄物の発

生状況 

○災害廃棄物の発生状況（道路

啓開ごみ※1、自衛隊ごみ※2、有

害廃棄物、腐敗性廃棄物を含

む） 

○ごみ集積場所に排出された生

活ごみの状況 

○ごみ集積場所以外の場所に投

棄された災害廃棄物の状況 

○収集運搬車両の被災状況及び

従業員の参集状況 

○優先的に処理すべき廃棄物の検

討 

○収集運搬計画の策定 

○処理方法の検討 

各地区代表者（区

長等） 

現地確認 

収集・運搬事業者 

道路及び橋

梁被害 

○道路及び橋梁の被害状況 

○交通情報（道路啓開・規制、渋

滞情報） 

収集運搬ルート等の検討 
土木対策部 

（土木管理課） 

廃棄物処理

施設の被災

状況 

○廃棄物処理施設（ごみ処理施

設、し尿処理施設、最終処分場

等）の被災状況 

○既往施設における処理可能量の

把握 

○処理方法及び支援要請の検討 

施設運営事業者 

処理事業者 
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項目 内容 主な利用目的 確認先等 

ライフライ

ンの被災状

況 

○ライフライン（停電・断水・ガ

ス供給）の停止と復旧見込み 
支援要請の検討、連絡手段の検討 

総務対策部 

（経営政策課） 

上下水道対策部 

（上下水道課） 

○下水道被災状況 下水処理施設の活用可能性の検討 
上下水道対策部 

（上下水道課） 

感染症の発

生状況 

○感染症の概要 

○市内での感染症の発生の有

無、感染拡大状況 

○医療体制 

○感染防止対策の検討 
衛生対策部 

（健康推進課） 

※1 緊急車両等の通行のため、早急に最低限のがれき処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを開け

る際に生じたがれき等。 

※2 自衛隊の人命救助活動に支障となるものとして退けられたがれき等。 
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本市は、有害廃棄物やし尿、道路啓開など、緊急性の高い事項に対応することや今後の廃

棄物処理の方向性を判断するため、避難者数や建物の倒壊数、廃棄物処理施設の被災状況な

どの情報を県と共有する必要があります。県と共有する情報を表 2-3に示します。 

表 2-3 県と共有する情報 

情報共有先 情報共有項目 県が利用する目的 

県災害対策本部 

（市災害対策本部

を通じて共有） 

○避難所名、所在地 

○各避難所の避難者数 

○仮設トイレ設置 

○仮置場設置場所の判定等 

○建物の全壊及び半壊棟数 

○建物の焼失棟数（木造・非木造の別） 

○津波浸水面積 

○災害廃棄物発生量等の把握 

○仮置場必要面積の把握等 

○上下水道施設の被害状況 

○停電及び断水の状況と復旧の見込み 

○主要道路・橋梁の被害状況と復旧の見

込み 

○仮設トイレ設置 

○仮置場設置場所の判定 

○収集運搬体制の選定等 

 

県 被災者救援部 

廃棄物対策班 

○廃棄物処理施設（ごみ及びし尿）の被

災状況、復旧見込み、必要な支援内容 

○市町村処理体制の把握 

○市町村支援体制の検討 

 ○仮置場設置状況（仮置場の位置と規

模、必要な支援内容） 

 

 ○腐敗性廃棄物 

○有害廃棄物の発生状況 

○優先処理事項の把握 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）を基に作成］ 

 

また、災害廃棄物処理において新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策を的確かつ迅

速に講じるため、国内の感染症等の発生状況や公共サービス等に関する下記の情報を、県等

から収集します。 

○感染症の概要（病原性、治療方法、感染力等） 

○感染症が発生している地域や感染拡大状況 

○感染症の医療・社会対応に関する情報（医療体制、県の保健部局による取組内容等） 

○廃棄物処理事業において想定されるリスクと取るべき措置 
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関係者と共有する情報のうち、地震や津波等の災害によって発生する災害廃棄物に関する

情報を表 2-4、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物に関する情報を表 2-5に示しま

す。 

表 2-4 地震や津波等の災害によって発生する災害廃棄物に関する情報 

情報 共有する内容 主な関係者 

関係者の被害状況 ○災害対応の可否 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

○処理事業者 

関係者の体制 

・連絡窓口 
○体制・連絡窓口・連絡手段 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

○処理事業者 

災害廃棄物発生量 

・発生場所 

○災害廃棄物の種類・推計量・発生場所 

○優先的に回収すべき廃棄物の種類・推計
量・発生場所 

○収集・運搬事業者 

収集・運搬 

○車両台数・仕様 

○通行可能ルート・車両や時間等の条件 

○積込み方法・重機 

○仮置場・処理施設の位置 

○収集・運搬事業者 

分別 ○仮置場・処理施設での分別区分 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

○処理事業者 

処理 

○種類別の発生量 

○処理計画・方法 

○処理実績と見直し計画 

○施設運営事業者 

○処理事業者 

感染症に係る情報 

○感染症の概要 

○感染症が発生している地域や感染拡大状
況 

○感染症に対する医療体制、取組内容等 

○収集・運搬事業者 

○処理事業者 

表 2-5 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物に関する情報 

情報 共有する内容 主な関係者 

関係者の被害状況 ○災害対応の可否 
○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

関係者の体制 

・連絡窓口 
○体制・連絡窓口・連絡手段 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

○避難所運営者 

避難所のごみ 

・し尿発生量 

○避難所の位置、避難所ごみ・し尿の発生量 

○感染症ごみの発生の有無及び発生量 

○収集・運搬事業者 

○避難所運営者 

収集・運搬 

○車両台数・仕様 

○通行可能ルート・車両や時間等の条件 

○処理施設の位置 

○感染症ごみの収集・運搬方法 

○収集・運搬事業者 

○避難所運営者 

分別 
○分別区分の確認 

○感染症ごみの分別・保管・管理方法 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

○避難所運営者 

処理 
○避難所ごみ・し尿の発生量 

○処理計画・方法 

○施設運営事業者 

○避難所運営者 
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情報 共有する内容 主な関係者 

○処理実績と見直し計画 

○感染症ごみの処理方法・処理記録 

感染症に係る情報 

○感染症の概要 

○感染症が発生している地域や避難所、感
染拡大状況 

○感染症に対する医療体制、取組内容等 

○感染症ごみの発生の有無及び発生量、排
出・貯留方法 

○収集・運搬事業者 

○施設運営事業者 

 

 

本市で発生する災害廃棄物は、大分市等の近隣市町村の一般廃棄物処理施設にて広域処理

又はセメント工場等の民間処理施設にて処理を行います。また、被災者の生活に伴い発生す

る廃棄物は、大分市等の近隣市町村の一般廃棄物処理施設にて処理を行います。廃棄物処理

施設に関連して必要となる情報を表 2-6に示します。 

表 2-6 廃棄物処理施設に関連して必要となる情報 

情報 共有する内容 

従業員の被災状況・感染状

況 
○対応の可否 

業務実施体制・連絡窓口 
○業務実施体制（感染症対策を含む） 

○連絡窓口・連絡手段 

施設の状況 

○施設の被害状況 

○インフラ・ライフラインの被害状況 

○復旧見込み 

処理 

○受入れ可能量・条件 

○処理方法 

○処理計画量・計画期間 

○処理実績と見直し計画 
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災害に関する情報及び被害に関する情報の収集・伝達方法については、市地域防災計画に

おいて、下記のとおりとしています。また、情報の収集・伝達を迅速かつ正確に行い情報の

一元化を図るため、防災ＧＩＳ(地理情報システム)も活用します。 

 

（１）本市の災害情報・被害情報収集・共有体制 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、本市はあらゆる方法を講じ、気象等

の予警報の発表機関その他の災害情報の収集に努めます。 

 

（２）被害状況の収集、調査、報告 

被害状況の調査は、関係機関及び関係団体の協力を得て、表 2-7に示す分担により実施し

ます。収集した情報を県及び中部振興局(総務課)へ報告します。 

表 2-7 情報収集の役割分担 

担当部 協力団体 調査事項 

総務対策部 各区長、消防団等 被害状況及び応急対策状況の総括 

市有財産被害 

救助対策部 各区長、施設の管理者等 人、住家被害及び社会福祉関係被害 

衛生対策部 各区長、施設の管理者等 衛生関係被害 

農林水産対策部 農協、漁協、森林組合 農林水産関係被害 

土木対策部 各区長、県土木事務所 土木関係被害 

経済対策部 商工会議所 商工鉱業関係被害 

上下水道対策部 各区長 水道、公共下水関係被害 

救助・文教対策部 施設の管理者 教育関係被害 

 

（３）災害情報及び被害情報の収集・伝達の特例（市長の意思決定、市民への呼びかけ・周知の

ために必要な情報） 

災害対策本部が設置された場合又は災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特

に必要があると認められる場合は、被害規模を早期に把握するため、災害発生から市長（災

害対策本部長）の指示があるまでの間、下記に掲げる事項に関する概括的な災害情報・被害

情報を総務対策部（災害対策本部が未設置の場合は総務課）が収集・伝達します。 

各部署は必要な情報を、総務対策部を通じて収集します。災害廃棄物処理に必要な情報に

ついても総務対策部を通じて収集します。 

 

１)共有すべき災害情報・被害情報 

○人的被害、住家被害、火災、がけ崩れ等に関する情報 

○避難者数、指定避難所の場所等に関する情報の収集 

○医療機関の被災状況・稼働状況に関する情報の収集 
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○道路の被害、応急対策の状況及び交通状況に関する情報 

○港湾・漁港の被害、応急対策の状況及び海上交通状況に関する情報 

○ヘリポート、鉄道の被害及び応急対策の状況に関する情報 

○電気、上・下水道、電話の被害及び応急対策の状況に関する情報 

 

なお、情報の重複、輻輳を可能な限り抑制するため次の点に留意します。 

○情報のソース（現場で確認したものか、報告等間接的なものかなど） 

○現場の位置 

○発信する情報を入手した時刻 

 

２)防災関係機関から収集した災害情報の伝達 

本市は、防災関係機関から入手した災害情報・被害情報を市民へ提供するため、市ホーム

ページやＳＮＳでの情報発信や報道機関等へ情報提供を行います。 

 

（４）災害廃棄物に係る情報の流れ 

発災後は、逐次変化する被害状況について、本市災害対策本部だけでなく、県等と情報を

共有するとともに、市民等に対して発信します。 

災害廃棄物に係る情報の流れを図 2-3に示します。 

 

図 2-3 災害廃棄物に係る情報の流れ 

  

津久見市災害対策本部（総務対策部） 

大分県、 
近隣市町村 
協定締結団体 等 

廃棄物処理施設 

大分市等の近隣市町村の一般廃棄物処理施設 

セメント工場等の民間処理施設  など 

【災害廃棄物担当】 

衛生対策部 
（環境保全課） 

市
民
・
事
業
者
等 

→被害状況等の報告 
→必要に応じて協定等による応援要請 
←人員派遣等の相談、支援方法の連絡  

↓災害の発生状況（日時、場所） 
↓被害概要（電気、水道、道路、下水 
道、建物被害、浸水被害等） 

↓避難所の設置情報（仮設トイレ数等） 
↑廃棄物処理施設の被災状況 
↑仮置場の調整（確保） 

↓被害概要（電気、水道、道路、下水道） 
↑廃棄物処理施設の被災状況 

←一次仮置場の設置状況 
←災害廃棄物の分別方法、収集、受入期間 
→相談、問い合わせ 
⇔家屋解体撤去等の調整 
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発災後は、本市の人材、資機材、廃棄物処理施設等を最大限活用して対応を図りますが、災

害の規模等によっては自らによる処理が困難で応援が必要な場合が想定されます。 

本市で発生した大量の災害廃棄物に可能な限り迅速に対応するためには、県及び県内市町村

との協力・支援（受援）体制の構築が不可欠となります。 

大分県における災害廃棄物処理の広域連携の大まかな流れを図 2-4に示します。 

 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）を基に作成］ 

図 2-4 広域連携の大まかな流れ  

 

発災 

被災市町村 

災害廃棄物等発生状況の確認 

支援要請の判断 

※被災市町村が応援要請できない

場合は県独自の判断で支援 

【応援要請】（電話・FAX 等） 

（１）災害の状況 

（２）応援の内容 

（３）応援の機関 

（４）応援の場所 

（５）その他必要な事項 

２．文書の提出（後日） 

 応援要請書の作成、各種報告書 

※作成 

応援費用の支払い 

県 

応援要請の支援 

【応援の実施（災害廃棄物関係）】 

①災害応急措置に必要な職員の派遣 

②救護、医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提

供 

③ごみ及びし尿処理のための車両及び施設の提供 

④その他被災市町村の長から特に要請のあったもの 

⑤応援要請先の市町村に対する要請内容の伝達（被

災市町村に個別に要請するいとまがなく、知事に

対して一括して応援の要請を依頼する場合） 

⑥被災市町村の求めに応じた処理経費の一時繰替え

支弁 

本県のみでの対応が困難と判断 

県（被災者救援部廃棄物対策班か

ら災害対策本部に連絡） 

↓ 

国、他県へ支援要請 

※各種報告書様式（廃棄物処理施設等被害報告書、避難場所・避難人数・仮設トイレの配置計画報告
書、し尿の収集対象推計発生量報告書、家屋の倒壊及び焼失状況報告書、災害廃棄物の推計発生量報
告書、ごみの推計発生量報告書）については、資料編のとおり。 
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平時より関係機関と災害時協力協定等を締結しておくことは、発災後、本市が災害廃棄物処

理に関する「支援を受ける（受援）」又は「支援を行う」際に円滑な対応が可能となります。

令和３年３月時点における本市の災害廃棄物等の処理に関連する協定の締結状況を表 2-8に

示します。 

表 2-8 本市の災害廃棄物処理に関連する災害時協力協定等（令和３年３月時点） 

協定の名称 災害時における仮設トイレ等の供給協力に関する協定書 

締結日 平成 19年 2 月 16日 

締結団体 ㈱美幸環境 ⇔ 津久見市 

応援の内容 ○災害時における仮設トイレ等の供給協力に関すること 
 

協定の名称 災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定書 

締結日 平成 19年 2 月 16日 

締結団体 ㈱美幸環境、㈲津久見浄化槽 ⇔ 津久見市 

応援の内容 ○災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の協力に関すること 
 

協定の名称 「大分県災害廃棄物処理の応援に関する協定書」に関する実施細目 

締結日 平成 26年 10月 20 日 

締結団体 
一般社団法人大分県産業廃棄物協会 ⇔ 津久見市 

（平成 30年 6月 1 日から一般社団法人大分県産業資源循環協会に名称変更） 

応援の内容 

○災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処分等に関する協力 

○災害対策会議及び防災訓練への参加 

○人員、車両及び資器材の確保 
 

協定の名称 循環型社会の形成の推進に関する協定書 

締結日 平成 28年 12月 2日 

締結団体 大分県 ⇔ 太平洋セメント㈱大分工場 ⇔ 津久見市 

応援の内容 ○災害時における廃棄物等の受入及びその処理 
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発災時の混乱した状況下においても、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向けて、担

当者が自ら考え、適切な判断及び行動がとれるよう、平時より災害廃棄物処理を担当する「環

境保全課」をはじめ関係部署の職員に対し、教育訓練を行います。 

 

 

本計画を通じて庁内及び市民、民間事業者、県、他市町村とともに災害への備えの重要性

を共有し、それぞれの行動につなげるよう働きかけます。 

災害廃棄物処理の経験者や災害廃棄物処理技術に関する知識・経験を有する専門家を交え

た講習会・研修会等に参加し、職員の能力維持・向上に努めます。 

また、仮置場候補地の選定等の進捗状況を定期的かつ継続的に確認するとともに、県等と

課題を共有し、評価・検討を通じて本計画の実行性と職員の対応力の向上を図ります。 

 

 

表 2-9に示す研修及び訓練を通じて、災害廃棄物処理に係る知識や情報を得るとともに、

各種訓練に参加し、発災に備えます。研修及び訓練内容は適宜見直し、実行性の向上を図り

ます。研修及び訓練を通じた専門的知識・経験の習得者及び災害廃棄物処理の実務経験者を

リストアップし、定期的に見直し継続的に更新します。 

表 2-9 教育・訓練の内容（案） 

項目 概要 

研修 

○本計画が有効に活用されるよう、計画の記載内容を職員に周知する。 

○災害廃棄物処理の経験者や専門家を交え、経験の共有、処理の基礎、法制度、処

理量の推計、仮置場の設置・管理・運営・撤去の基礎、発注・予算管理、組織体

制と人員・資材の調達等の講習会・研修会等を定期的に開催する。 

訓練 

○災害発生を想定し、本計画を用いて机上訓練、実地訓練を行う。 

○訓練では、組織体制の構築や連絡体制の確認を行うとともに、災害廃棄物発生量

や仮置場必要面積等を推計し、災害廃棄物の発生源から最終処分もしくはリサイ

クルまでの一連の処理フローを作成する。災害廃棄物処理の全体像、仮置場の設

置・管理・運営方法や災害廃棄物の処理技術等の知識習得を図る。 

［出典：災害廃棄物に関する研修ガイドブック（総論編：基本的な考え方）（国立環境研究所、平成 29年３月）

を基に作成］  
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災害廃棄物の処理にあたって市民等へ提供すべき情報は、対応時期（初動期、応急対応期、

復旧・復興期）によって異なります。各時期に必要な情報の伝達・発信を行うことで、市民等

の混乱を防ぎ、発災時に迅速に対応することが可能になります。 

災害廃棄物対策にあたり市民等への情報提供が必要となる項目の例を表 2-10に示します。

これらの情報は、市災害対策本部と連携して、市民等へ情報提供を行います。 

表 2-10 住民への情報提供が必要となる項目と発信方法（例） 

対応時期 発信内容 発信内容の詳細 発信方法 

初動期 

生活ごみ、し尿及び
浄化槽汚泥等の収集
体制 

分別方法や排出場所、収集頻度 

○自治体庁舎、公民館等
の公共機関、避難所、
掲示板への貼り出し 

○市ホームページ 
○マスコミ報道（基本、

災害対策本部を通じた
記者発表の内容） 

トイレ使用の可否 
下水道管や終末処理施設の被災状
況に基づくトイレ使用の可否 

有害廃棄物やその他
処理困難物の取扱い 

搬出方法や搬出場所 

感染症ごみの取扱い 感染症ごみの排出方法や排出場所 

災害廃棄物処理に係
る問い合わせ先 

窓口の電話番号やホームページ情
報等 

応急対応
期 

し尿の収集方法 
し尿収集を実施する被災家屋や避
難所の場所、収集頻度 

○広報宣伝車 
○防災行政無線 
○回覧板 
○自治体や避難所等での

説明会 
○行政の公式 SNS等 

仮設トイレの設置場
所 

仮設トイレの設置場所や設置基数 

災害廃棄物の排出方
法 

災害廃棄物の排出場所や排出方
法、注意点、野焼きの禁止 

感染症ごみの取扱い
方法 

感染症ごみの排出方法、収集・運
搬方法、処理方法 

被災自動車等の取扱
い 

被災自動車等の取扱い方法 

被災家屋の取扱い 
倒壊家屋の撤去等に関する具体的
な情報（対象物、場所、期間、手
続き等） 

仮置場の設置状況・
搬入等 

仮置場の設置場所や処理の概要、
直接搬入の可否、直接搬入する場
合の分別方法、設置予定期間 

災害廃棄物処理実行
計画 

災害廃棄物の処理フローや処理ス
ケジュール、災害廃棄物発生量、
処理体制、処理・処分の方法等 

災害廃棄物処理の進
捗状況 

災害廃棄物処理の進捗状況や今後
のスケジュール 

復旧・復
興期 

災害廃棄物処理の進
捗状況 

災害廃棄物処理の進捗状況や今後
のスケジュール 

○災害初動期と応急対応
期に用いた発信方法 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 25-2】住民等への情報伝達・発信等（災害時）（環境省、令和２年

３月 31日改定）、大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）を基に作成］ 
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災害廃棄物処理の流れを図 2-5に示します。 

災害廃棄物は可能な限り発生場所で分別したうえで仮置場に搬入し、粗選別（人力や重機

等により混合状態で搬入された廃棄物を大きさ別や分別区分に合わせて選別する）を行いま

す。その後、廃棄物処理施設（焼却施設、セメント工場、リサイクル施設、最終処分場等）

に搬入し、処理や再資源化を行います。既存の廃棄物処理施設では受け入れられない場合、

仮置場にて破砕・選別、再資源化等の処理を行うこともあります。 

 

図 2-5 災害廃棄物処理の流れ 
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（１）災害廃棄物発生量の推計手順 

災害廃棄物の発生量の推計は、発災前・発災後のいずれにおいても、災害廃棄物の計画的

な処理の検討における前提条件となるとともに、処理経費の算定における基礎情報ともなる

ため、重要です。災害廃棄物発生量の推計は、図 2-6のフローに基づいて行います。 

 

①建物被害棟数の確認 

 被害区分別（全壊、半壊、床上・床下浸水等）の建物被害棟数及び津

波浸水面積を把握する。 

 

②災害廃棄物発生量の推計 

A)災害廃棄物：災害廃棄物発生量原単位を①建物被害棟数に乗じる。 

B)津波堆積物：津波堆積物発生量原単位を①津波浸水面積に乗じる。 

 

③組成別災害廃棄物発生量の推計 

種類別割合を②災害廃棄物発生量推計値に乗じる。 

 

④災害廃棄物発生量の見直し 

 発災後、被害状況や処理の進捗状況等に基づき、発生量を見直す。 

図 2-6 災害廃棄物発生量の推計の基本的な流れ 

 

（２）災害廃棄物発生量の推計 

１）地震災害 

① 建物被害棟数の確認 

本計画の被害想定となっている５つの地震災害の被害区分別の建物被害棟数を表 2-11に

示します。 

表 2-11 地震災害の建物被害棟数（再掲） 

 揺れ 
（棟数） 

液状化 
（棟数） 

津波 
（棟数） 

焼失 
(棟数) 

 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 床上 床下  

中央構造線断層帯による地震 1 5 1 2 6 280 228 218 0 

周防灘断層群主部による地震 0 0 0 0 2 27 21 19 0 

プレート内地震 13 64 101 151 - - - - 0 

南海トラフの巨大地震 2 16 63 94 2,704 2,870 1,149 368 0 

別府湾の地震 0 2 - - 6 53 - - - 
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【算出結果】 

② 災害廃棄物発生量の推計 

A) 災害廃棄物 

災害廃棄物発生量は、表 2-12に示す災害廃棄物発生量原単位を表 2-11 の建物被害棟数

に乗じることで推計します。 

表 2-12 建物被害による災害廃棄物発生原単位 

被害区分 定義 
災害廃棄物 

発生原単位 1) 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、

すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没または住家の

損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用すること

が困難なもの 

※焼失による全壊は除く 

117t／棟 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失し

たもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修す

れば元通りに再使用できる程度のもの 

23t／棟 

木造火災（全焼） 全焼した木造家屋数 78t／棟 

非木造火災（全焼） 全焼した非木造家屋数 98t／棟 

床上浸水 津波浸水深が 0.5m以上 1.5m未満の被害 4.60t／世帯 2) 

床下浸水 津波浸水深が 0.5m未満の被害 0.62t／世帯 2) 
備考：l)推計対象地域における住宅・非住宅建物（大規模建物や公共建物を含む）及び公共施設系（インフラな

ど）の災害廃棄物を含んだ全体の発生量を算出する原単位という特徴を有し、単位は「トン／棟」になる

が、単純に建物 1棟の解体に伴う発生量を表すものではない。 

2)災害時に世帯数で把握できない場合は t／棟とする。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（環境省、平成 31 年４月

１日改定）］ 

 

 

 

 

 

 

 災害廃棄物発生量の推計結果を表 2-13に示します。 

表 2-13 災害廃棄物発生量の推計結果 

 

   単位：t 

 揺れ 液状化 津波 焼失 

 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 床上 床下  

中央構造断層帯による地震 117 115 117 46 702 6,440 1,049 135 0 

周防灘断層群主部による地震 0 0 0 0 234 621 97 12 0 

プレート内地震 1,521 1,472 11,817 3,473 0 0 0 0 0 

南海トラフの巨大地震 234 368 7,371 2,162 316,368 66,010 5,285 228 0 

別府湾の地震 0 46 0 0 702 1,219 0 0 0 

 

 

【算出式】（例）中央構造断層帯による地震 

建物被害棟数に基づくよる災害廃棄物発生量 

＝（全壊棟数（8棟）×117t／棟）＋（半壊棟数（287棟）×23t／棟） 

＋（床上浸水世帯数（228世帯）×4.60t／世帯数） 

＋（床下浸水世帯数（218世帯）×0.62t／世帯数） 
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B) 津波堆積物発生量 

津波堆積物発生量は、下記の算出式により推計します。ここでの試算にあたっては津波

の浸水面積を把握することが必要となります。なお、容積に換算する場合の比重は 1.10～

1.46t／㎥を使用します。なお、浸水面積については国土地理院による浸水範囲概況図※や

航空写真を用いて把握します。 

※東日本大震災では発災後 1カ月程度で公表されています。 

 

 

 

 

 

大分県は、平成 26年３月に、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23年法律第 123

号）第８条第１項に基づき、最大クラスの津波が悪条件下において発生した場合に想定さ

れる津波浸水想定を設定しています。当該想定では、過去に大分県沿岸に来襲した各種既

往津波と、今後来襲する可能性のある各種想定津波の津波水位を比較し、津波水位が最も

大きい津波を最大クラスの津波として「周防灘断層群主部」「別府湾の地震」「南海トラフ

地震」の３地震を重ね合わせた場合の大分県各市町村における浸水面積の算出結果として

表 2-14が示されています。 

本計画では、地震による被害想定のうち、「中央構造断層帯による地震」「周防灘断層群

主部による地震」「南海トラフの巨大地震」「別府湾の地震」については、表 2-14より、

本市の浸水面積 3.68 ㎢を用いて津波堆積物の発生量を推計することとします。なお、大分

県による津波浸水想定では「中央構造断層帯による地震」は想定されていませんが、津波

による建物被害棟数が想定されていることから、浸水面積 3.68㎢を用いて津波堆積物の発

生量を推計することとします。また、津波による建物被害が想定されていない「プレート

内地震」は津波堆積物の発生量は０tとします。 

津波堆積物発生量の推計結果を表 2-15に示します。なお、発災時には、実際の浸水範

囲に基づき推計を見直すこととします。 

  

【算出式】 

津波堆積物（t）＝津波浸水面積（㎡）×発生原単位（0.024t／㎡） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（環境省、平成 31 年４

月１日改定）］ 
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【算出結果】 

表 2-14 浸水面積 

市町村名 浸水面積（㎢） 

佐伯市 25.98 

津久見市 3.68 

臼杵市 5.87 

大分市 45.48 

別府市 3.69 

日出町 2.69 

杵築市 6.14 

国東市 5.89 

姫島村 1.49 

豊後高田市 13.66 

宇佐市 7.71 

中津市 3.21 

全体 125.48 

［出典：「津波浸水想定について（解説）」（大分県、平成 26年３月）］ 

 

表 2-15 津波堆積物発生量の推計結果 

 

           単位：t 

 揺れ 液状化 津波 焼失 津波 合計 

 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 床上 床下  堆積物  

中央構造断

層帯による

地震 

117 115 117 46 702 6,440 1,049 135 0 88,320 97,041 

周防灘断層

群主部によ

る地震 

0 0 0 0 234 621 97 12 0 88,320 89,283 

プレート内

地震 
1,521 1,472 11,817 3,473 0 0 0 0 0 0 18,283 

南海トラフ

の巨大地震 
234 368 7,371 2,162 316,368 66,010 5,285 228 0 88,320 486,347 

別府湾の地

震 
0 46 0 0 702 1,219 0 0 0 88,320 90,287 

 

 

③ 組成別災害廃棄物発生量の推計 

組成別災害廃棄物の割合は表 2-16に示すとおりで、柱角材、可燃物、不燃物、コンク

リートがら、金属くず、その他の６種類となっています。表 2-13で推計した災害廃棄物

発生量に表 2-16の組成割合を乗じることにより、組成別災害廃棄物発生量を算出しま

す。 



第 2章 災害廃棄物処理計画 

35 

【算出結果】 

 

表 2-16 東日本大震災（岩手県、宮城県）における災害廃棄物の組成 

組成 割合 

柱角材 4% 20% 

可燃物 16% 

不燃物 30% 80% 

コンクリートがら 43% 

金属くず 3% 

その他 4% 

合計 100% 100% 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（環境省、平成 31年４月

１日改定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

組成別災害廃棄物発生量の推計結果を表 2-17に示します。 

表 2-17 組成別災害廃棄物発生量の推計結果 

 

        単位：t 

    組成別     

 柱角材 可燃物 不燃物 コンク

リート

がら 

金属 

くず 

その他 合計 津波 

堆積物 

中央構造断層帯による

地震 
349 1,395 2,616 3,750 262 349 8,721 88,320 

周防灘断層群主部によ

る地震 
39 154 289 414 29 39 963 88,320 

プレート内地震 731 2,925 5,485 7,862 548 731 18,283 0 

南海トラフの巨大地震 15,921 63,684 119,408 171,151 11,941 15,921 398,027 88,320 

別府湾の地震 79 315 590 846 59 79 1,967 88,320 

 

  

【算出式】（例）中央構造断層帯による地震 

組成別災害廃棄物発生量 

＝（柱角材（8,721t×4%）＋（可燃物（8,721t×16%） 

＋（不燃物（8,721t×30%）＋（コンクリートがら（8,721t×43%） 

＋（金属くず（8,721t×3%）＋（その他（8,721t×4%） 
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【算出結果】 

２） 風水害等 

① 建物被害の確認 

本計画の風水害等の被害想定である津久見川及び青江川の洪水は、令和３年３月時点に

おいて、建物被害棟数（床上浸水、床下浸水）の想定がなされておらず、下記の算出式に

基づく災害廃棄物発生量の推計ができません。 

参考値として、平成 29年９月に発生した台風第 18号の建物被害棟数の実績に基づき、災

害廃棄物発生量の推計を行います。被害区分別の建物被害棟数を表 2-18に示します。 

表 2-18 風水害等の建物被害棟数 

 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水 合計 

住家 1 7 585 365 538 1,496 

非住家 1 3 170 239 68 481 

合計 2 10 755 604 606 1,977 

   災害廃棄物発生量の推計に合わせた区分 

 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 合計 

合計 2 765 604 606 1,977 

［出典：津久見市復旧・復興計画（平成 30年６月）を基に作成］ 

 

② 災害廃棄物発生量の推計 

風水害等による災害廃棄物の発生量については、次の方法により推計します。 

 

 

 

 

 

 

平成 29年台風第 18号の建物被害棟数に基づく災害廃棄物発生量の推計結果を表 2-19

に示します。 

表 2-19 平成 29年台風第 19号に基づく災害廃棄物発生量の推計結果 

 

  全壊 大規模 

半壊 

半壊 一部損壊 床下浸水 合計 

棟数 

（棟） 

住家 1 7 585 365 538 1,496 

非住家 1 3 170 239 68 481 

合計 2 10 755 604 606 1,977 

災害廃棄物発生量

（t） 

234 230 17,365 2,778 376 20,983 

(原単位：

全壊) 

(原単位：

半壊) 

(原単位：

半壊) 

(原単位：

床上浸水) 

(原単位：

床下浸水) 

 

 

【算出式】 

災害廃棄物発生量（t） 

＝（全壊棟数（２棟）×117t／棟）＋（半壊棟数（765棟）×23t／棟） 

＋（床上浸水世帯数（604棟）×4.60t／世帯数） 

＋（床下浸水世帯数（606棟）×0.62t／世帯数） 
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【算出結果】 

 

 

 

 

 

［備考：四捨五入の関係で合計が一致しない。］ 

③ 組成別災害廃棄物発生量の推計 

組成別災害廃棄物の割合は表 2-20に示すとおりであり、柱角材、可燃物、不燃物、コ

ンクリートがら、金属くず、その他、土砂の７種類となっています。割合は平成 29年台風

第 18号による廃棄物処理実績を基に設定しました。 

表 2-19で推計した災害廃棄物発生量に表 2-20の組成割合を乗じることにより、組成別

災害廃棄物発生量を算出します。 

表 2-20 風水害等による災害廃棄物の組成割合 

組成 割合 

柱角材 6% 21% 

可燃物 15% 

不燃物 1% 12% 

コンクリートがら 8% 

金属くず 2% 

その他 1% 

土砂 67% 67% 

合計 100% 100% 

※平成 29年台風第 18号の処理実績に基づく 

［出典：「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省、平成 29年度及び平成 30年度 災害ごみ処理状況 津久見

市）を基に作成］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風水害等の組成別災害廃棄物発生量の推計結果を表 2-21に示します。 

表 2-21 組成別災害廃棄物発生量の推計結果 

 

 

        単位：t 

    組成別     

 柱角材 可燃物 不燃物 コンク

リート

がら 

金属 

くず 

その他 土砂 合計 

風水害等 1,259 3,147 210 1,679 420 210 14,059 20,983 

 

【算出式】 

組成別災害廃棄物発生量 

＝（柱角材（20,983t×6%）＋（可燃物（20,983t×15%） 

＋（不燃物（20,983t×1%）＋（コンクリートがら（20,983t×8%） 

＋（金属くず（20,983t×2%）＋（その他（20,983t×1%） 

＋（土砂 20,983t×67％） 
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【参考 ～強風による大規模火災～】 

これまで本市では大規模火災は発生していませんが、小規模の火災が強風により大規模火災

になることもあります。参考として、他事例における被害概要や災害廃棄物の発生量、組成等

を示します。 

なお、大規模火災による災害廃棄物発生量の推計は、地震災害による火災の災害廃棄物発生

量と同様の方法となります。 

【糸魚川大規模火災における事例】 

①被害の概要 

 平成 28年 12月 22 日に発生した糸魚川大規模火災で焼損した被災地は、市街地中心部の糸

魚川駅から北側に位置している。被災地は主に昭和初期に建造された雁木造の商店街や木造

住宅の密集地域であり、発災当日は冬場としては珍しいフェーン現象による乾燥した南から

の強風にあおられ、火元から約 300メートル離れた日本海沿岸までの約 40,000㎡を焼失した

大規模火災となった。 

 （人的被害）：負傷者 17名、消防団員 15名 

 （焼損棟数）：147棟（全焼 120棟、半焼５棟、部分焼 22棟） 

 （延床面積）：38,849㎡ 

②災害廃棄物の発生量 

  約 20,562トン 

③発生した災害廃棄物の種類と特徴・処理方法 

 【種類】可燃物、木くず、コンクリートがら、金属くず、処理困難物、混合残さ 

表 2-22 平成 28年新潟県糸魚川市大規模火災における災害廃棄物の組成 

組成 割合 

柱角材 2.3% 2.7% 

可燃物 0.4% 

不燃物 0.0% 58.5% 

コンクリートがら 54.4% 

金属くず 4.1% 

その他（燃えがら） 38.9% 38.9% 

合計 100% 100% 
［備考：四捨五入の関係で合計が 100%とならない。］ 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（環境省、平成 31年４月

１日改定）］ 

 

【特徴】含有成分にアスベストやダイオキシン類、重金属等の有害物質の発生が懸念された。 

【性状】木くずは、細くなった炭状の木くずとなる。焼け焦げ臭がする。 

【処理方法】 

可燃物は糸魚川市清掃センターの炭化施設で炭化処理を行った。木くずは市内セメント工

場でバイオマス発電燃料としてサーマルリサイクルを行い、発生した主灰及び飛灰はセメ

ント原料として利用した。コンクリートがらは市内再生工場で再資源化、金属くずは市内

一般廃棄物処理業者が保管・運搬を行い、市外で再資源化を行った。混合残さは仮置場で

保管・選別を行い、燃え殻は県内最終処分場で埋立処分、その他の選別された廃棄物は各

処理施設で処理を行った。被災家電の多くは焼損が激しく、家電リサイクル法に基づくリ

サイクルが行えない状態であったため、金属くずとして再生利用を行った。 
［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-20】火災廃棄物の処理（自然災害に起因するもの、仮置場の火災）

（環境省、平成 31年４月１日作成）を基に作成］  
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（３） 発災後の発生量の見直し 

災害廃棄物の発生量の推計は、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を進めるうえでの

基礎的な資料となるため、災害の種類やタイミングに応じて推計方法を選択、活用すること

が重要です。災害フェーズに応じた災害廃棄物発生量の推計を図 2-7に示します。 

 

１）被害状況を踏まえた災害廃棄物発生量の推計（発災後） 

建物の被害棟数（全壊、半壊、床上・床下浸水）及び浸水範囲について、現地確認や航空

写真等により把握し、災害廃棄物発生量を推計します。 

推計された災害廃棄物発生量に基づき、処理体制の構築や実行計画の作成を行います。 

 

２）災害廃棄物発生量の見直し（災害廃棄物処理実行計画策定・見直し時（発災から１か月程

度）） 

災害廃棄物発生量は、災害情報（津波浸水範囲等）や被害情報（建物の被害棟数や解

体・撤去棟数）、発生原単位（仮置場等でのトラックスケールでの計測値やトラック台数

による実績値に基づき設定）に基づき、災害廃棄物発生量を見直します。 

 

 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（環境省、平成 31年４月１

日改定）］ 

図 2-7 災害フェーズに応じた災害廃棄物の発生量の推計 
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（１）災害廃棄物の発生から処理までの一連の処理フロー 

新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止に努めながら、災害廃棄物の処理方針（国が定

めるマスタープラン、県や本市の災害廃棄物処理方針（第１章第６節）、災害廃棄物の発生

量等を踏まえ、災害廃棄物の種類ごとに、分別、中間処理、最終処分、再資源化の方法を一

連の流れで示した処理フロー図を作成します。 

なお、処理フローに整理する仮置場以降の分別、処理方法等は、災害廃棄物の発生状況や

中間処理を行う事業者等によって異なってくるため、実際の災害廃棄物処理の状況に沿って

見直します。 

 

 

 

 

 

［出典：熊本県災害廃棄物処理実行計画～第２版～（平成 28年６月策定、平成 29年６月改訂）に加筆］ 

図 2-8処理フロー図の例  

再資源化、処理、処分等の方法（災害報告書作成に必要となる

ため、それぞれの量、処理（委託）先も整理することになる） 

発生時点での分別 
仮置場での選別後

の分別 

中間処理施設での 

処理方法 
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（２）災害廃棄物処理に必要となる施設等の整理 

災害廃棄物（生活ごみ、避難所ごみ、し尿を含む）処理に必要となる施設の概要を以下に

示します。なお、本市の可燃ごみは大分市の一般廃棄物処理施設（福宗環境センター及び佐

野環境センター）にて広域処理を行うこととしていますが、各施設においては、災害状況に

より、災害廃棄物の搬入が制限される可能性があるため、災害廃棄物の搬出先について平時

より検討しておく必要があります。また、発災時は、各施設の被災状況や災害廃棄物の受入

可能量等に基づき、最適な搬出先を決定します。 

 

施設の名称 福宗環境センター 

施設の住所 大分市大字福宗 618番地 

処理方式 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ炉） 

平時の処理対象物 可燃ごみ 

受入条件 収集分…指定ごみ袋の使用 

処理能力 438ｔ/24h（146t/24h×３炉） 

近年の処理実績 
（実績の年度） 

90,691ｔ/年 

（平成 30年度） 

エネルギー 
回収の有無 

発 電 6,000kW 

熱利用 冷暖房、給湯 

周辺施設への供給 なし 

非常用発電機の有無 あり 

ごみピットの貯留能力 6,500㎥ 

避難所指定の有無 ― 

稼働開始年月 平成９年４月 

 

施設の名称 佐野環境センター 

施設の住所 大分市大字佐野 3400番地の 10 

処理方式 全連続燃焼式焼却炉（シャフト炉式ガス化溶融炉） 

平時の処理対象物 可燃ごみ 

受入条件 収集分…指定ごみ袋の使用 

処理能力 387ｔ/24h（129t/24h×３炉） 

近年の処理実績 
（実績の年度） 

77,488ｔ/年 
（平成 30年度） 

エネルギー 
回収の有無 

発 電 9,500kW 

熱利用 冷暖房、給湯 

周辺施設への供給 佐野植物公園（温水供給） 

非常用発電機の有無 あり 

ごみピットの貯留能力 7,400㎥ 

避難所指定の有無 ― 

稼働開始年月 平成 15年４月 
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施設の名称 
津久見市ドリームフューエルセンター 

（資源化施設） 

施設の住所 津久見市大字日見 309-４ 

処理方式 圧縮・成形 

平時の処理対象物 ① アルミ缶 ② スチール缶 

受入条件 ①及び② 中身、残留物の除去 

処理能力 ①・② ５ｔ/日 

近年の処理実績 

（実績の年度） 

① 17ｔ/年② 25ｔ/年 

（令和元年度） 

避難所指定の有無 なし 

稼働開始年月 平成９年１月 

 

施設の名称 津久見市再生資源保管施設 

施設の住所 津久見市大字日見 136 

平時の対象物 
木くず、瓶、革類、布類、 

プラ類、古鉄、小型家電 

受入条件 一般廃棄物であること（災害廃棄物は不可） 

保管分類数 ５ 

屋内面積 1,453m2 

屋外面積 4,216m2 

稼働開始年月 平成９年１月 

 

施設の名称 津久見市一般廃棄物最終処分場 

施設の住所 津久見市大字日見 309-４ 

平時の処理対象物 残渣、不燃物（陶磁器等） 

受入条件 一般廃棄物であること（災害廃棄物は不可） 

埋立構造 

※準好気性埋立構造 など 
準好気性埋立構造 

埋立地面積 10,700m2 

埋立地全体容量 40,480m3 

残余容量 

（時点） 

18,528m3 

（平成 31年４月現在） 

近年の埋立実績 

（実績の年度） 

345m3/年 

（令和元年度） 

浸出水処理方式 生物処理・凝集沈殿・砂ろ過・活性炭吸着方式 

浸出水処理能力 30 m3/日 

遮水工の有無 あり 

覆蓋施設の有無 

※あり：屋根付き処分場 
なし 

稼働開始年月 平成７年４月 

埋立終了予定年度 令和 26年 

 



第 2章 災害廃棄物処理計画 

43 

施設の名称 津久見市し尿等前処理施設 

施設の住所 津久見市大字千怒 75番地の 42 

処理方式 受入・貯留、除渣、希釈方式 

処理能力 25.1kL/日 

近年の 

処理実績 

し尿 

浄化槽汚泥 

（実績の年度） 

1,304kL/年 

5,473kL/年 

（令和元年度） 

稼働開始年月 平成 28年４月 

 

施設の名称 津久見市し尿等一時貯留施設 

施設の住所 津久見市大字四浦字元切 298番地の 1 

貯留可能量 240㎥ 

稼働開始年月 平成 28年４月（貯留施設として稼働） 

 

【一般廃棄物処理業許可業者の処理施設】 

業者名 太平洋セメント㈱大分工場 

事務所の住所 津久見市合ノ元町２番１号 

施設の名称 キルン 灰水洗 主灰選別機 

施設の住所 
津久見市合ノ元町２番
１号 

津久見市大字下
青 江 字 大 迫 東
4002番１ 

津久見市徳浦
石灰ノ上 2159
他６筆 

廃棄物の種類 

一般廃棄物の可燃物、
不燃物、災害廃棄物、
特別管理一般廃棄物の
ばいじん、燃え殻 

ばいじん、燃え殻 
燃え殻、混合ご
み 

処理方式 焼却 灰水洗 選別 
 

施設の名称 廃プラ破砕機 
廃プラ２次破砕
機 

木くず破砕機 

施設の住所 
津久見市下青江田平西
3170番他５筆 

津久見市下青江
田平西 3170 番５
筆 

津久見市大字
徳浦字権現平
1666番６ 

廃棄物の種類 

廃プラ、紙くず、木く
ず、繊維くず、ガラス
類 

廃プラ、紙くず、
木くず、繊維く
ず、金属くず、ガ
ラスくず等 

廃プラ、木く
ず、繊維くず 

処理方式 破砕 破砕 破砕 
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【産業廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）】 

業者名 太平洋セメント㈱大分工場 

事務所の住所 津久見市合ノ元町２番１号 

 ↓  ↓ 

施設の名称 選別施設 選別施設 選別施設 

施設の所管 太平洋セメント㈱大分工場 

施設の住所 

津久見市大字徳浦字

石灰ノ上 2159番地

他５筆 

津久見市大字下青江

4134-18 

津久見市大字下青

江 4134-18 

廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃油、

廃プラ、紙くず、木

くず、繊維くず、動

植物性残さ、ゴムく

ず、金属くず、ガラ

スくず、鉱さい、が

れき類、動物のふん

尿、ばいじん 

汚泥、鉱さい 燃え殻、ばいじん 

処理方式 選別 選別 選別 

稼働開始年月 - - - 

   

施設の名称 選別施設 破砕施設 

施設の所管 太平洋セメント㈱大分工場 

施設の住所 
津久見市下青江

4134-16 

津久見市大字徳浦字

権現平 1666-６ 

廃棄物の種類 鉱さい 

廃プラ、紙くず、木く

ず、繊維くず、金属く

ず、ガラスくず等 

処理方式 選別 破砕 

稼働開始年月 - - 
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業者名 太平洋セメント㈱大分工場 

事務所の住所 津久見市合ノ元町 2番 1号 

 ↓ ↓ ↓ 

施設の名称 
セメント焼成炉 

（３号炉） 

セメント焼成炉 

（４号炉） 

セメント焼成炉 

（５号炉） 

施設の所管 太平洋セメント㈱大分工場 

施設の住所 津久見市合ノ元町２番１号 

廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、紙く

ず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属

くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類、動物のふん

尿、ばいじん 

処理方式 焼却 

稼働開始年月 - 

 

施設の名称 破砕施設 破砕施設 灰水洗施設 

施設の所管 太平洋セメント㈱大分工場 

施設の住所 

津久見市大字下青

江字田平西 3170

他 5筆 

津久見市大字下青 

江字奥ノ上 3038

番 1他 5筆 

津久見市大字下

青江 字大迫東

4002番 1 

廃棄物の種類 

廃プラ、紙くず、

木くず、繊維くず、

金属くず、ガラス

くず等 

廃プラ、紙くず、

木くず、繊維くず、

金属くず、ガラス

くず等 

燃え殻、ばいじ

ん 

処理方式 破砕 破砕 灰水洗 

稼働開始年月 - 
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（３）災害廃棄物の処理スケジュール 

処理スケジュールは、災害廃棄物処理の進捗管理やマネジメントのために必要です。また、

市民の生活再建にも関係するため、被災状況（災害の種類や規模、災害廃棄物の発生量等）

に応じて検討を行い、活用可能な資源を勘案して可能な限り短い処理期間を設定します。 

特に、生活環境に支障が生じる災害廃棄物（例えば、現在住民が生活を営んでいる場所の

近傍にある災害廃棄物（片づけごみを含む）や腐敗性廃棄物）については、どの災害でもで

きる限り早期の対応が必要であり、発災時期も踏まえ、撤去・回収スケジュールを検討しま

す。初動対応においては仮置場の早期（発災直後）の確保が重要です。 

過去の災害における処理期間を表 2-23に、また、本市の地震災害の被害想定のうち、最も

多くの災害廃棄物の発生が見込まれる南海トラフの巨大地震における災害廃棄物処理スケジ

ュールの目安を図 2-9に示します。 

表 2-23 過去の災害における処理期間 

 名称 災害名 災害種類 発災 発生量 処理期間 

国 環境省 東日本大震災 津波・地震 平成 23年 3 月 約 3,100万トン※1） 

（災害廃棄物＋津波堆積物） 

約 3年 

県 岩手県 

宮城県 

熊本県 平成 28年熊本地震 地震 平成 28年 4 月 303万トン※1） 約 2年 

市

町

村 

広島市 平成 26年 8 月豪雨 土砂 平成 26年 8 月 52 万トン※1） 約 1.5年 

熊本市 平成 28年熊本地震 地震 平成 28年 4 月 148万トン※2） 約 2年 

常総市 平成 27年 9月関東・

東北豪雨 

水害 平成 29年 9 月 5 万 2 千トン※1） 約 1年 

大島町 平成 25年台風 26号 土砂 平成 25年 10月 23 万トン※1） 約 1年 

益城町 平成 28年熊本地震 地震 平成 28年 4 月 32万 9千トン※3） 約 2年 

発生量の出典： 

※1）「近年の自然災害における災害廃棄物対策について」（平成 30年 12月 18日、第１回平成 30年度災害廃

棄物対策推進検討会 資料３） 

※2）「熊本市災害廃棄物処理実行計画 第３版」（平成 29年６月９日、熊本市） 

※3）「平成 28年熊本地震に係る益城町災害廃棄物処理実行計画 第２版」（平成 29年６月 21日、益城町） 

 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-5】処理のスケジュール（例）（環境省、平成 31年４月 1日改

定）］  
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項目 
1 年目 2 年目 3 年目 

前半 後半 前半 後半 前半 後半 

検討・各種調整             

処理処分先の検討・
処理実行計画策定等 

            

各処理処分先等との
調整 

            

仮置場跡地利用照会             

仮置場処理施工             

用地選定             

搬入・仮置             

粗選別             

跡地調査・整地・土
地返却 

            

県内焼却施設             

市町村協議             

試験焼却             

焼却             

仮設焼却炉（必要に応
じて） 

            

設計・建設・試運転             

焼却             

解体             

セメント工場             

焼却             

セメント資源化             

最終処分場             

最終処分             

県内最終処分場             

最終処分             

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-5】処理のスケジュール（例）（環境省、平成 31年４月１日改

定）を基に作成］ 

図 2-9 南海トラフの巨大地震における災害廃棄物処理スケジュールの目安 
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（４）災害廃棄物の処理見込量 

処理施設での処理見込量を推計します。図 2-5 災害廃棄物処理の流れで示したように、

災害廃棄物は焼却処理又は再資源化処理（セメント資源化等）等を想定しています。本市で

発生した災害廃棄物は災害協定に基づき民間事業者が所有する施設を中心に処理を行います

が、その時の事業活動により受入れ可能量が定まらないため、本計画では平成 29年台風第 18

号による風水害等の処理実績を処理見込量として示します。 

平成 29 年台風第 18 号で発生した災害廃棄物は、平成 29 年度、平成 30 年度の２年間にわ

たり搬入から処理・処分を行いました。災害廃棄物の搬入量を表 2-24に、処理・処分量を表 

2-25に示します。 

表 2-24 搬入量 

組成 
搬入量（t） 

平成 29年度 平成 30年度 

柱角材 634 422 

可燃物 2,573 0 

不燃物 170 4 

コンクリートがら 0 1,304 

金属くず 248 11 

その他 151 0 

土砂 11,343 18 

合計 15,119 1,759 

※平成 29年台風第 18号の処理実績に基づく 

［出典：「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省、平成 29年度及び平成 30年度 災害ごみ処理状況 津久見

市）を基に作成］ 

表 2-25 処理・処分量 

処理・処分 
処理・処分量（t） 

平成 29年度 平成 30年度 

再資源化処理 

（セメント資源化等） 
14,535 0 

再資源化 584 1,507 

最終処分 0 252 

合計 15,119 1,759 

※平成 29年台風第 18号の処理実績に基づく 

［出典：「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省、平成 29年度及び平成 30年度 災害ごみ処理状況 津久見市）

を基に作成］ 
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本計画においては、災害廃棄物は可能な限り発生場所で分別したうえで一次仮置場に搬入し、

粗選別後に廃棄物処理施設に搬入し、処理・処分を行う計画ですが、災害の規模や被害の状況

によっては二次仮置場を設置する必要があります。以下では、一次仮置場、二次仮置場の定義、

設置場所等を示します。 

 

（１）仮置場の分類 

仮置場は、被災した家屋から発生する片付けごみの分別や重機による粗選別・粗破砕等を

行い、処理施設や二次仮置場への搬出を行う拠点としての機能を持つ「一次仮置場」と、破

砕・選別、焼却等の中間処理設備（仮設の処理施設）を備え、再資源化された復興資材の保

管等も行う「二次仮置場」とに分類されます。仮置場の分類を表 2-26に示します。 

表 2-26 仮置場の分類 

分
類 

定義 設置場所 開設目標 

一
次
仮
置
場 

○道路啓開や住居等の片付け、損壊家屋
の撤去（必要に応じて解体）等により発
生した災害廃棄物を被災現場から集積
するために一時的に設置する場所で、
基本的に市区町村が設置して管理・運
営し、最終的に閉鎖（解消）する。なお、
別の一次仮置場から災害廃棄物を一時
的に横持ちした場所や、粗選別を効率
的に行うために設けた複数の一次仮置
場を集約した場所も一次仮置場に含ま
れる。 

○一次仮置場では、可能な限り粗選別し
ながら搬入すると同時に、バックホウ
等の重機や展開選別により、後の再資
源化や処理・処分を念頭に粗選別する。 

○場合によっては固定式又は移動式破砕
機を設置し、角材や柱材、コンクリート
塊等の破砕処理を行う場合もある。 

○運動公園や公共の遊休
地等、ある程度の広さ
が確保できる場所が望
ましい。 

○面積が小さい場合でも
一次仮置場として利用
することができるが、
種類の異なる災害廃棄
物が混合状態とならな
いよう分別を徹底する
ことや、品目を限定し
て複数の仮置場と連携
して運用することも検
討する。また、事故が発
生するのを防ぐため、
重機の稼動範囲を立ち
入り禁止にする等、安
全管理を徹底すること
が必要である。 

一次仮置場は、被災直
後から発災後災害応
急対応期のうちに開
設することを目標と
する。 

二
次
仮
置
場 

処理処分先・再資源化先に搬出するまで
の中間処理が一次仮置場において完結し
ない場合に、さらに破砕、細選別、焼却等
の中間処理を行うとともに、処理後物を
一時的に集積、保管するために設置する
場所。 

中間処理のための設備を
設置することから、一次
仮置場と比較すると広い
場所が必要となり、運動
公園、港湾、工業用地、公
有地等で、数ヘクタール
の面積を確保できる場所
に設ける。 

二次仮置場は、設置・
管理・運営等に関する
発注事務が生じるこ
とから、開設を行うこ
ととなった際には、速
やかに発注に向けた
手続きを開始した上
で、発災後災害復旧・
復興時に開設するこ
とを目標とする。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-1】仮置場の分類（環境省、平成 31年４月１日改定を基に作

成）］ 
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（２）仮置場の必要面積 

被害想定を基に推計した災害廃棄物発生量及び津波堆積物発生量から、以下の２つの推計

方法により仮置場の必要面積を推計します。安全側を見て最大値を把握する場合は方法１、

仮置場からの搬出を考慮する場合は方法２により推計します。 

推計した仮置場必要面積の推計結果を表 2-27、表 2-28に示します。また、参考として組

成別の容積を表 2-29 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【算出式】 

◆方法１：最大で必要となる面積 

面積＝集積量／見かけ比重／積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

○集積量：災害廃棄物の発生量と同値（t） 

○見かけ比重：可燃物 0.4（t/㎥）、不燃物 1.1（t/㎥） 

○積み上げ高さ：５ｍ以下が望ましい。 

○作業スペース割合：100％ 

※仮置場の必要面積は、廃棄物容量と積み上げ高さから算定される面積に車両の走行スペース、分別等

の作業スペースを加算する必要がある。阪神・淡路大震災の実績では、廃棄物置場とほぼ同等か、そ

れ以上の面積がこれらのスペースとして使用された。そこで、仮置場の必要面積は廃棄物容量から算

定される面積に、同等の作業スペースを加える。 

 

◆方法２：処理期間を通して一定の割合で災害廃棄物の処理が続くことを前提 

面積＝集積量／見かけ比重／積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

○集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量 

○処理量＝災害廃棄物の発生量／処理期間 

○見かけ比重：可燃物 0.4（t/㎥）、不燃物 1.1（t/㎥） 

○積み上げ高さ：５ｍ以下が望ましい。 

○作業スペース割合：0.8～１ 

※災害廃棄物の発生量を勘案して処理期間を１年と設定し、「処理期間＝１」を計算式に代入すると、

集積量が０と算定されてしまう。これは、集積期間も１年と設定されているためである（集積のペー

ス＝処理のペースとなり、仮置きが不要という計算になる）。しかし、現実には災害廃棄物量が少な

ければ集積期間も短くなるため、想定する災害廃棄物量に応じた集積期間を設定（例えば、発生量が

少なく処理期間を１年と設定するのであれば、集積期間を 0.5 年と設定する等）し、式により求め

た処理量に集積期間（0.5 年であれば 0.5）を乗じて集積が完了した時点の処理量を算出し、必要面

積を算定する必要がある。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-2】仮置場の必要面積の算定方法（環境省、平成 31年４月

１日改定）］ 

 

【設定値】 

 以下の値を設定する。 

 ○積み上げ高さ：５ｍ 

 ○作業スペース割合：100％ 

 ○処理期間：３年 
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【算出結果】 

【算出結果】 

表 2-27 仮置場必要面積の推計結果 

（方法１：最大で必要となる面積） 

 

 集積量 

（㎥） 

仮置場の面積 

（㎡） 

 可燃物 不燃物 可燃物 不燃物 合計 

中央構造断層帯による地震 4,360 86,633 1,744 34,653 36,398 

周防灘断層群主部による地震 482 80,992 193 32,397 32,589 

プレート内地震 9,142 13,297 3.657 5,319 8,975 

南海トラフの巨大地震 199,013 369,765 79,605 147,906 227,511 

別府湾の地震 984 81,721 393 32,689 33,082 

風水害等 11,016 15,070 4,406 6,028 10,434 

 

表 2-28 仮置場必要面積の推計結果 

（方法２：処理期間を通して一定の割合で災害廃棄物の処理が続くことを前提） 

 

 処理量（㎥） 集積量（㎥） 仮置場の面積（㎡） 

 可燃物 不燃物 可燃物 不燃物 可燃物 不燃物 合計 

中央構造断層帯による地震 1,453 28,878 2,907 57,756 1,163 23,102 24,265 

周防灘断層群主部による地震 161 26,997 321 53,994 128 21,598 21,726 

プレート内地震 3,047 4,432 6,094 8,864 2,438 3,546 5,984 

南海トラフの巨大地震 66,338 123,255 132,676 246,510 53,070 98,604 151,674 

別府湾の地震 328 27,240 656 54,481 262 21,792 22,055 

風水害等 3,672 5,023 7,344 10,046 2,938 4,019 6,956 
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表 2-29 組成別の容積 

 容積（㎥） 

中央構造断層帯に

よる地震 

選別前 
可燃物 不燃物 

4,360 86,633 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 津波堆

積物 

872 3,488 2,378 3,409 238 317 80,291 

周防灘断層群主部

による地震 

選別前 
可燃物 不燃物 

482 80,992 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 津波堆

積物 

96 385 263 377 26 35 80,291 

プレート内地震 

選別前 
可燃物 不燃物 

9,142 13,297 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 津波堆

積物 

1,828 7,313 4,986 7,147 499 665 0 

南海トラフの巨大

地震 

選別前 
可燃物 不燃物 

199,013 369,765 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 津波堆

積物 

39,803 159,211 108,553 155,592 10,855 14,474 80,291 

別府湾の地震 

選別前 
可燃物 不燃物 

984 81,721 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 津波堆

積物 

197 787 536 769 54 72 80,291 

風水害等 

選別前 
可燃物 不燃物 

11,016 15,070 

選別後 

柱角材 可燃物 不燃物 コンクリ

ートがら 

金属くず その他 土砂 

3,147 7,869 191 1,526 382 191 12,781 

［備考：四捨五入の関係で合計が一致しない。］ 
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（３）仮置場を選定する際に必要となる条件 

仮置場の確保は、平時から候補地を選定し、必要面積や配置を検討するなどの事前準備を

進めることで、災害発生時に円滑な運用が行えるようになります。 

選定にあたっては表 2-30の基準を参考にします。 

表 2-30 仮置場の選定基準 

項目 条件 理由 

所有者 

○公有地が望ましい（町有地、県有地、国有地）

（例：公園、グラウンド、公民館、公共施設

駐車場、廃棄物処理施設（跡地を含む）、港湾

（水域を含む）、工業団地未利用地等） 

○災害時には迅速な仮置場の確保が必要

であるため。 

○地域住民との関係性が良好である。 

○（民有地の場合）地権者の数が少ない。（その

他：災害協定等を締結している事業者の用

地、工場跡地、資材置場、未利用地等今後の

用途が見込まれておらず、長期にわたって仮

置場として利用が可能な空地等） 

面

積 

一次仮置場 ○広いほどよい。（3,000㎡は必要） ○適度な分別のため。 

二次仮置場 ○広いほどよい。（10ha以上が好適） 
○仮処理施設等を設置する場合があるた

め。 

平常時の 

土地利用 
○農地、校庭、海水浴場等は避けたほうがよい。 ○原状復旧の負担が大きくなるため。 

他用途での利

用 

○応急仮設住宅、避難場所、ヘリコプター発着場

等に指定されていないほうがよい。 

○当該機能として利用されている時期は、

仮置場として利用できないため。 

望ましい 

インフラ 

（設備） 

○使用水、飲料水を確保できること。（貯水槽で

可） 

○火災が発生した場合の対応のため。 

○粉じん対策、夏場における熱中症対策の

ため。 

○電力が確保できること。（発電設備による対応

も可） 
○仮設処理施設等の電力確保のため。 

土地利用規制 
○諸法令（自然公園法、文化財保護法、土壌汚染

対策法等）による土地利用の規制がない。 
○手続、確認に時間を要するため。 

土地基盤の 

状況 

○舗装されているほうがよい。 

○水はけの悪い場所は避けたほうがよい。 
○土壌汚染、ぬかるみ等の防止のため。 

○地盤が硬いほうがよい。 ○地盤沈下が発生しやすいため。 

○暗渠排水管が存在しないほうがよい。 
○災害廃棄物の重量で暗渠排水管を破損

する可能性があるため。 

○河川敷は避けたほうがよい。 

○集中豪雨や台風等増水の影響を避ける

ため。 

○災害廃棄物に触れた水が河川等へ流出

されることを防ぐため。 

地形・地勢 

○平坦な土地がよい。起伏が少ない土地がよい。 

○廃棄物の崩落を防ぐため。 

○車両の切り返し、レイアウトの変更が難

しいため。 

○敷地内に障害物（構造物や樹木等）が少ないほ

うがよい。 
○迅速な仮置場の整備のため。 

土地の形状 ○変則形状でないほうがよい。 ○レイアウトが難しくなるため。 

道路の状況 

○前面道路の交通量は少ないほうがよい。 

○災害廃棄物の搬入・搬出は交通渋滞を引

き起こすことが多く、渋滞による影響が

その他の方面に及ばないようにするた

め。 

○前面道路は幅員 6.0ｍ以上がよい。二車線以上

がよい。 
○大型車両の相互通行のため。 
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項目 条件 理由 

搬入・搬出 

ルート 
○車両の出入口を確保できること。 ○災害廃棄物の搬入・搬出のため。 

輸送ルート 

○高速道路のインターチェンジ、緊急輸送道路、

鉄道貨物駅、港湾（積出基地）に近いほうが

よい。 

○広域輸送を行う際に効率的に災害廃棄

物を輸送するため。 

周辺環境 

○住宅密集地でないこと、病院、福祉施設、学校

に隣接していないほうがよい。 

○企業活動や農林水産業、住民の生業の妨げにな

らない場所がよい。 

○粉じん、騒音、振動等による住民生活

への影響を防止するため。 

○鉄道路線に近接していないほうがよい。 
○火災発生時の鉄道への影響を防ぐた

め。 

被害の有無 
○各種災害（津波、洪水、液状化、土石流等）の

被災エリアでないほうがよい。 
○二次災害の発生を防ぐため。 

その他 ○道路啓開の優先順位を考慮する。 
○早期に復旧される運搬ルートを活用す

るため。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項（環境省、平

成 31年４月１日改定）］ 

 

平時は表 2-30の仮置場の選定基準をもとに仮置場候補地を選定します。発災後は、災害

の規模や被害状況などを考慮した上で、状況に応じて仮置場の設置の検討を行い、必要な際

は速やかに候補地を絞り込み、確保していきます。 

また、大規模災害発生時には早期の復旧・復興に取り掛かれるよう、仮設の破砕・選別・

焼却等を行う二次仮置場の設置を優先的に検討します。 

なお、二次仮置場は複数年設置することが想定されるため、特に環境上の配慮が必要とな

ります。 

平成 29年台風第 18号時は、日代中学校グラウンドを二次仮置場としました。 

 

（４）仮置場の運営における留意点 

仮置場の運営における留意点を表 2-31に示します。 

表 2-31 仮置場の運営における留意点 

留意点 内容 

人員の確保 ○仮置場を管理・運営するためには受付（被災者、場所の確認、積荷のチェック）、
出入口の交通誘導員、分別指導員、荷下ろし補助員等が必要である。特に発災
初期は人員の確保に時間を要することが多いため、円滑に人員を確保できる
よう、あらかじめ庁内での応援体制を構築しておく。併せて、近隣自治体との
災害支援協定の活用やシルバ一人材センター等との連携について平時から協
議し、円滑な人員確保のための体制を整えておくことが重要である。 

災害廃棄物の
分別 

○災害廃棄物の分別は、下記に示すような大きなメリットがあり、分別の必要性
と方針を初動時に明示し、住民等の協力を得ることが重要である。住民等が分
別したものを戸別に収集する事例が見られるが、結果として混合廃棄物とな
っている事実もあり、戸別収集を選択する際は慎重な検討が必要であること
に留意が必要である。 

○仮置場における分別等は、担当職員の指導はもとより、各現場で作業を行う人
材（応援者、地元雇用者等）の能力や認識に相当依存することから、リーダー
や役割分担を決め、分別の重要性、内容、方法について共通理解を図った上で、
分別を行うことが重要である。 

○また、被災場所等の片付けや仮置場への搬入は、ボランティア活動によるもの
が大きいことから、ボランティアの取りまとめを行う社会福祉協議会等と分
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留意点 内容 

別に係る情報交換を行って共有を図りつつ、分別や安全の確保を徹底する。教
材として「災害廃棄物早見表」（一般社団法人廃棄物資源循環学会）を活用す
ると良い。 

＜分別を行うことのメリット＞ 
円滑な搬出 
○災害廃棄物の種類に応じて処理を行うことができる事業者を確保し、搬出す
ることが容易となる。これに伴い、仮置場の逼迫を防ぎ、搬入停止などの支
障を来たすことなく、円滑な運営が可能となる。 

安全衛生の確保 
○腐敗性廃棄物、火災発生の危険性がある畳や木くず、適正処理困難物等を適
切に分別することで、悪臭や害獣・害虫・火災の予防対策が容易となり、周
辺環境や作業員の安全衛生の確保につながる。 

処理・処分費用の抑制と処理期間の短縮 
○混合廃棄物の発生を抑制することで、災害廃棄物の種類に応じた処理事業者
の確保が容易となり、処理・処分費用の抑制や処理期間の短縮も可能となり
得る。 

最終処分場の延命化 
○災害廃棄物の再生利用が進むことで埋立処分量が低減し、最終処分場の延命
化につながる。 

搬入量・搬出
量の把握 

○災害廃棄物処理の進捗や処理費用を管理するためには、搬入量・搬出量の把
握が重要である。特に処理・処分先への搬出量は、国庫補助金を申請する上
で必須の情報でもある。そのため、搬出量については必ず計量機で計量し、
記録することが必要である。搬入量についても、簡易計量機等での計量が望
まれるが、これらを設置できない場合には、搬入台数（車種別）を計数、記
録しておく必要がある。 

早期の搬出と
仮置場の整
理・整頓 

○分別により、金属や廃家電等は仮置場から早期に搬出でき、仮置場スペース
の確保が容易となる。また、適切な仮置場の管理・運営が行えるよう、定期
的に仮置場の整理・整頓を行うことも必要である。 

野焼きの禁
止、便乗ご
み・不法投棄
の禁止 

○仮置場の不足や周知が不十分な場合、野焼きをする住民が出てくる可能性が
ある。環境・人体への影響上、「野焼き禁止」を呼びかけておく必要がある。 

○便乗ごみ※や不法投棄を防止するため、仮置場に受付を設置し、被災者の確認
及び積荷のチェックを行う。併せて、広報紙や看板等による住民等への周知
や、夜間の不法投棄防止のための出入口の施錠、警備員の配置も必要とな
る。 

※便乗ごみ…災害廃棄物の回収に便乗した、災害とは関係のない通常ごみ、事
業ごみ、危険物など。便乗ごみには、①被災地域以外からの廃棄
物、②被災地域内からの災害由来ではない廃棄物に大別される。
例えば、処理費用がかかるために家庭に退蔵されていたブラウン
管テレビ等の家電や自転車、水害時に持ち込まれる浸水の痕跡が
明確でないもの等は便乗ごみの場合がある。また、大量の廃タイ
ヤ、使用していない石膏ボード、鉄筋の入ったコンクート塊など
は、通常一般家庭から排出されることはないものであり、事業系
の便乗ごみの可能性がある。 

○住民が自宅近傍に自ら集積所を設置する場合がある。これらの場所は不法投
棄につながる場合があることから、一次仮置場への搬入を促し、速やかに閉
鎖（解消）することが必要となる。 

仮置場の安全
管理 

○仮置場での事故防止のため、重機の稼動範囲をコーンで囲うなど立ち入り禁
止区域を明示し、誘導員の配置や注意喚起を行う等、安全管理を徹底する。 

○作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの混入に
備え、必ず防じんマスクやメガネを着用する。靴については、破傷風の原因
となる釘等も多いため、安全長靴をはくことが望ましいが、入手困難な場
合、長靴に厚い中敷きを入れるなどの工夫をする。 

○夏場においては、休憩時間の確保や水分・塩分の補給等、熱中症対策を行
う。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-4】仮置場の運用に当たっての留意事項（環境省、平成 31年４

月１日改定）］ 
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（５）仮置場における廃棄物の保管場所や機器等の概略配置 

災害廃棄物の発生量や種類に基づき、一次仮置場及び二次仮置場における廃棄物の保管場

所や機器等の概略配置を示します。 

 

１）一次仮置場 

一次仮置場には、分別して搬入される災害廃棄物を種類毎に一時保管するスペースのほか、

作業スペースとして大型物（家電、金属、コンクリートがら、柱材・角材、絨毯、布団、畳

等）、危険物・有害物（燃料、爆発物、薬物、アスベスト、PCB等）等の抽出、選別スペース、

搬入搬出車両の通行路及び積み降ろしスペース等を配置する必要があります。これらの作業

スペースは、災害廃棄物を一時保管するために必要なスペースの同等以上必要です。 

一次仮置場の配置計画を検討する際のポイントを表 2-32に示します。 

表 2-32 一次仮置場の配置計画（レイアウト）を検討する際のポイント 

【人員の配置】 

○出入口に交通誘導員を配置し、入口に受付を設置する。 

○分別指導や荷下ろし補助のための人員を配置する。 

【出入口】 

○出入口には門扉等を設置する。門扉を設置できない時は、夜間に不法投棄されないよう、重
機で塞いだり、警備員を配置する。 

○損壊家屋の撤去等に伴い発生した災害廃棄物を搬入する場合、その搬入量や搬出量を記録
するため、出入口に計量器（簡易なものでよい）を設置する。なお、簡易計量器は片付け
ごみの搬入量・搬出量の管理にも活用可能であるが、住民による搬入時には渋滞等の発生
の原因になることから、計量は必須ではない（省略できる）。仮置場の状況や周辺の道路
環境を踏まえ判断する必要がある。 

【動線】 

○搬入・搬出する運搬車両の動線を考慮する。左折での出入りとし場内は一方通行とする。
そのため、動線は右回り（時計回り）とするのがよい。場内道路幅は、搬入車両と搬出用
の大型車両の通行が円滑にできるよう配慮する。 

【地盤対策】 

○仮置場の地面について、特に土（農地を含む）の上に仮置きする場合、建設機械の移動や
作業が行いやすいよう鉄板を手当する。 

○津波の被災地においては、降雨時等に災害廃棄物からの塩類の溶出が想定されることか
ら、遮水シート敷設等による漏出対策について必要に応じて検討する必要がある。 

【災害廃棄物の配置】 

○災害廃棄物は分別して保管する。 

○災害廃棄物の発生量や比重を考慮し、木材等の体積が大きいもの、発生量が多いものはあ
らかじめ広めの面積を確保しておく。地震と水害では、発生量が多くなる災害廃棄物の種
類は異なることから、災害の種類に応じて廃棄物毎の面積を設定する。 

○災害廃棄物の搬入・搬出車両の通行を妨害しないよう、搬入量が多くなる災害廃棄物
（例：可燃物/可燃系混合物等）は出入口近傍に配置するのではなく、仮置場の出入口から
離れた場所へ配置する。 

○搬入量が多く、大型車両での搬出を頻繁に行う必要がある品目については、大型車両への
積み込みスペースを確保する。 

○スレート板や石膏ボードにはアスベストが含まれる場合もあるため、他の廃棄物と混合状
態にならないよう離して仮置きする。また、スレート板と石膏ボードが混合状態にならな
いよう離して仮置きする。またシートで覆うなどの飛散防止策を講じる。 

○PCB 及びアスベスト、その他の有害・危険物、その他適正処理が困難な廃棄物が搬入さ
れた場合には、他の災害廃棄物と混合しないよう、離して保管する。 

○時間の経過とともに、搬入量等の状況に応じて、レイアウトを変更する。 
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【その他】 

○市街地の仮置場には、災害廃棄物処理事業の対象ではない「便乗ごみ」が排出されやすいた
め、受付時の被災者の確認、積荷チェック、周囲へのフェンスの設置、出入口への警備員の
配置など防止策をとる。フェンスは出入口を限定する効果により不法投棄を防止すること
に加え、周辺への騒音・振動等の環境影響の防止や目隠しの効果が期待できるものもある。 

○木材、がれき類等が大量で、一次仮置場で破砕したほうが二次仮置場へ運搬して破砕するよ
りも効率的である場合には、一次仮置場に破砕機を設置することを検討する。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項（環境省、平

成 31年４月１日改定）］ 

 

 
※ 上図は、面積が１ヘクタール程度の一次仮置場を想定したものであり、水害の楊合で発災から１～２ヶ月程

度経過した時点を想定したものである。 

場内道路の幅員は災害廃棄物の搬入車両と搬出用の大型車両の通行も考慮し設定する。 

面積が狭い場合は、品目を限定して複数の仮置場を運用してもよい。 

可能であれば品目毎に１名の分別指導員を配置するのが望ましいが、配置が困難な場合は複数の品目を兼務

したり、分別指導と荷下ろし補助を兼務させる等の対応が必要である。 

地震災害の場合、上記に示した廃タイヤや布団、ソファー、畳等は便乗ごみとして排出される可能性がある

ため、配置計画に当たってはこれらを除外することを含めた検討が必要であり、それは災害毎に必要である

ことに留意する。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項（環境省、平

成 31年４月１日改定）］ 

図 2-10 一次仮置場レイアウト例  
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２）二次仮置場 

中間処理施設（二次仮置場）では、仮置場（一次仮置場）から運搬されてくる粗選別され

た災害廃棄物の一時保管後、粗選別、破砕・選別処理、焼却処理等の中間処理を行い、二次

処理された選別物（再資源化された復興資材等）を搬出するまで保管されます。そのため、

処理前の災害廃棄物の保管スペース、中間処理施設設置スペース、処理後物保管スペース、

搬出入車通路、管理事務所、駐車場などを配置する必要があります。また、周囲はフェンス

または飛散防止ネットを敷設します。フェンスには、必要に応じて吸音板等騒音防止対策を

施す必要があります。 

表 2-33 二次仮置場の配置計画（レイアウト）を検討する際のポイント 

【受入品・選別品保管ヤード】 

○受入品保管ヤードの面積は、祝祭日の搬入停止や、重機等による粗分別を行う前処理期間

等を考慮して設定 

○敷地内の土壌汚染を防ぐため、保管ヤード下部のシート設置、アスファルト舗装等を実施 

○選別品保管ヤードは、品目毎に設け、搬出量とのバランスを考慮して設置 

【処理施設ヤード】 

○場内運搬を少なくするため、処理施設（破砕・選別、手選別、焼却）は、処理の流れにし

たがって配置 

○焼却炉は周辺環境への影響が少ない場所を選定して設置 

○焼却炉の近辺には、可燃物の保管ヤード、焼却灰の保管ヤード等を隣接して配置 

○冬期の風雪への対策として、手選別ラインを仮設ハウスや大型テント内に設置 

○敷地内の土壌汚染を防ぐため、処理ヤード下部のシート設置、アスファルト舗装等を実施 

【管理ヤード】 

○事務所棟、駐車場、計量設備等は出入口近辺に集約して配置 

○計量設備は、運行計画等を基に必要台数を設置 

○計量設備の手前に滞留スペースを設け、通行車両と計量車両との動線を分離 

○場内出口付近に、タイヤ洗浄設備を設置 

【その他ヤード】 

○主要な場内道路は一方通行として計画。また、車線数は２車線とし、荷下ろし中の車両がい

ても通行できる幅員を確保 

○仮置場への入退場車両による出入口前面道路の渋滞を防止するため、左折入場となるよう運

搬経路を計画（転回路を設けた事例もある） 

○住居が仮置場に近接する場合は、防音設備を設置 

○粉じんの飛散や泥の引きずりを防ぐため、主要な場内道路はアスファルトで舗装 

○散水車による定期的な散水を実施 

○廃棄物の飛散を防止するため、外周部に仮囲いや飛散防止ネットを配置して飛散を防止 

○保管ヤードや処理ヤードの降雨水がそのまま周囲に流出しないよう側溝を設けるとともに、

必要に応じて流末に水処理施設を設置 

○地盤沈下箇所については、嵩上げや地盤改良等を実施 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項（環境省、平

成 31年４月１日改定）］ 
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［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項（環境省、平

成 31年４月１日改定）］ 

図 2-11 二次仮置場レイアウト例 
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（１）収集運搬の基本フロー 

災害廃棄物の基本的な収集運搬フローを図 2-12に示します。 

災害廃棄物は、廃棄物の発生量や種類、施設の被災状況等に応じて、一次仮置場を経由

して搬入（図 2-12①）、直接廃棄物処理施設へ搬入（図 2-12②）、または一次仮置場・二

次仮置場を経由して廃棄物処理施設へ搬入（図 2-12③）します。施設の被災状況や公共イ

ンフラの復旧状況によっては、他市町村等の施設に搬入し、処理します。 

 

 

図 2-12 災害廃棄物の収集運搬フロー 

 

（２）収集運搬ルートの検討 

収集運搬ルートによっては、洪水による浸水や土砂崩れ等の影響を大きく受けることが

考えられます。そのため、平常時より二次災害の影響の少ない収集運搬ルートを検討しま

す。 

収集運搬車両の確保とルートを検討するにあたっての留意事項を表 2-34に示します。 

緊急輸送道路は、災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のための緊

急車両の運行を可能にするため早期かつ優先的に道路啓開がなされるため、収集運搬ルー

トとして積極的に使用することとします。 

本市内における緊急輸送道路を図 2-13に示します。 

  

被災地域 搬入先 

災害廃棄物 

一次仮置場 二次仮置場 

廃棄物処理施設 

（他市町村・民間事業者の施設） 

②直接搬入 

①一次仮置場を 

経由して搬入 

③一次・二次仮置場を 

経由して搬入 
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表 2-34 収集運搬車両の確保とルートを検討するにあたっての留意事項（発災時・初動期） 

災害廃棄物全般 片付けごみ 

○災害初動時以降は、対策の進行により搬入

が可能な仮置場が移るなどの変化があるた

め、GPSと複数の衛星データ等（空中写

真）を用い、変化に応じて収集車両の確保

と収集、運搬ルートが変更修正できる計画

とする。 

○災害初動時は廃棄物の運搬車両だけでな

く、緊急物資の輸送車両等が限られたルー

トを利用する場合も想定し、交通渋滞等を

考慮した効率的なルート計画を作成する。 

○発災直後は粗大ごみ等の片付けごみが排出

される。片付けごみを収集車両により回収

する際、利用できる道路の幅が狭い場合が

多く、小型の車両しか使えない場合が想定

される。この際の運搬には２トンダンプト

ラック等の小型車両で荷台が深い車両が必

要となる場合もある。 

○直接、焼却施設へ搬入できる場合でも、破

砕機が動いていないことも想定され、その

場合、畳や家具等を圧縮・破砕しながら積

み込めるプレスパッカー車（圧縮板式車）

が活躍した例もある。 

○このため、別途、片付けごみについては、

回収戦略を検討しておく必要がある。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 17-3】収集運搬車両の確保とルート計画に当たっての留意事項（片

付けごみの回収戦略について）（環境省、令和２年３月 31日改定）を基に作成］ 

 

 

 

図 2-13 本市内における緊急輸送道路 

  



第 2章 災害廃棄物処理計画 

62 

（３）収集運搬体制の整備 

本市の委託業者、許可業者のほか、必要により他市町からの人員、機材等の応援を求め、

収集運搬体制を確立します。 

発災時は本市及び市内の民間事業者が所有する収集運搬車両を使用することとし、平常

時より他市町村や民間事業者と協力関係を構築し、発災時の収集運搬車両の確保に努めま

す。 
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災害廃棄物の中間処理は、災害廃棄物の安定化と減量化及び再資源化を目的として実施し

ます。特に、最終処分場の容量が不足することが想定されることから、可能な限り不燃物は

再生資材として利用するものとし、また可燃物は焼却等により減量化・安定化することを基

本とします。 

 

（１）中間処理の流れ 

一次仮置場においては、重機によって大きなコンクリートくずや柱・角材、金属くず等を

除去し、可燃系・不燃系混合物等にできるだけ粗選別します。そして、二次仮置場に搬入後

は、破砕機や粒度選別機等を用いて、さらに可燃物、不燃物、土砂、コンクリートくず、木く

ず、金属くず等に選別します。 

大分県災害廃棄物処理計画に示された二次仮置場での混合廃棄物の処理フローの例を図 

2-14に示します。構成機器は、次の様なものになります。 

 

① 破砕機は、移動式破砕機や固定式破砕機が一般的であるが、処理量が少ない場合は、

バックホウ、小型の木くず破砕機等を利用することもできる。 

② 機械選別装置には、移動式／固定式の振動篩や回転式篩がある。処理物の引取先の要

求に応じて、ふるい目幅を設定する。 

③ 比重差（風力）選別機は、重いもの、細かいもの（細粒物）、軽いもの（可燃物）に選

別するものである。 

 

破砕・選別後の処理後物は、再利用先や最終処分先に運搬されます。 

再利用先としては、木材チップ工場やセメント工場などのリサイクル施設、コンクリート

がらや津波堆積物を資材として使用する道路工事等が想定されます。 

再生利用できない廃棄物は焼却炉で焼却処理され、焼却残渣は最終処分場に埋め立てられ

るか、再生利用されます。また、選別後、どうしても再生利用できない不燃残渣も最終処分

されます。 
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［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 

図 2-14 二次仮置場における混合廃棄物の処理フロー例 

 

（２）災害廃棄物の種類毎の処理方法・留意事項 

災害廃棄物の種類毎の処理方法・留意事項を表 2-35に示します。 

表 2-35 廃棄物種類ごとの処理方法・留意事項等 

種類 処理方法・留意事項等 

混合廃棄物 ○混合廃棄物は、有害廃棄物や危険物を優先的に除去した後、再資源化可能な木
くずやコンクリートがら、金属くずなどを抜き出し、トロンメルやスケルトン
バケットにより土砂を分離した後、同一の大きさに破砕し、選別（磁選、比重
差選別、手選別など）を行うなど、段階別に処理する方法が考えられる。 

木くず ○木くずの処理に当たっては、トロンメルやスケルトンバケットによる事前の土
砂分離が重要である。木くずに土砂が付着している場合、再資源化できず最終
処分せざるを得ない場合も想定される。土砂や水分が付着した木くずを焼却処
理する場合、焼却炉の発熱量（カロリー）が低下し、処理基準（800℃以上）
を確保するために、助燃剤や重油を投入する必要が生じる場合もある。 

コンクリート
がら 

○分別を行い、再資源化できるように必要に応じて破砕を行う。再資源化が円滑
に進むよう、コンクリートがらの強度等の物性試験や環境安全性能試験を行っ
て安全を確認するなどの対応が考えられる。 
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種類 処理方法・留意事項等 

家電類 ○災害時に、家電リサイクル法の対象物（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯
機）については他の廃棄物と分けて回収し、家電リサイクル法に基づき製造
事業者等に引き渡してリサイクルすることが一般的である。この場合、被災
市区町村が製造業者等に支払う引渡料金は原則として国庫補助の対象とな
る。一方、津波等により形状が大きく変形した家電リサイクル法対象物につ
いては、東日本大震災では破砕して焼却処理を行った事例がある。 

○冷蔵庫や冷凍庫の処理にあっては、内部の飲食料品を取り出した後に廃棄す
るなど、生ごみの分別を徹底する。 

○冷蔵庫等フロン類を使用する機器については分別・保管を徹底し、フロン類
を回収する。 

畳 ○破砕後、焼却施設等で処理する方法が考えられる。 
○畳は自然発火による火災の原因となりやすいため、分離し高く積み上げない
よう注意する。また腐敗による悪臭が発生するため、迅速に処理する。 

タイヤ ○チップ化することで燃料等として再資源化が可能である。火災等に注意しな
がら処理する。 

石膏ボード、
スレート板な
どの建材 

○石綿を含有するものについては、適切に処理・処分を行う。石綿を使用して
いないものについては再資源化する。 

○建材が製作された年代や石綿使用の有無のマークを確認し、処理方法を判断
する。 

○バラバラになったものなど、石膏ボードと判別することが難しいものがある
ため、判別できないものを他の廃棄物と混合せずに別保管するなどの対策が
必要である。 

石綿 ○損壊家屋等は、撤去（必要に応じて解体）前に石綿の事前調査を行い、発見
された場合は、災害廃棄物に石綿が混入しないよう適切に除去を行い、廃石
綿等又は石綿含有廃棄物として適正に処分する。 

○廃石綿等は原則として仮置場に持ち込まない。 
○仮置場で災害廃棄物中に石綿を含むおそれがあるものが見つかった場合は、
分析によって確認する。 

○損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）及び仮置場における破砕処理現場周
辺作業では、石綿暴露防止のために適切なマスク等を着用し、散水等を適宜
行う。 

漁網 ○漁網には錘に鉛などが含まれていることから事前に分別する。漁網の処理方
法としては、焼却処理や埋立処分が考えられる。ただし、鉛は漁網のワイヤ
ーにも使用されている場合があることから、焼却処理する場合は主灰や飛
灰、スラグなどの鉛濃度の分析を行い、状況を継続的に監視しながら処理を
進める。 

漁具 ○漁具は破砕機での破砕が困難であるため、東日本大震災の一部の被災地で
は、人力により破砕して焼却処理した事例がある。 

肥料・飼料等 ○肥料・飼料等が水害等を受けた場合は（港の倉庫や工場内に保管されている
肥料・飼料等が津波被害を受けた場合も含む）、平時に把握している事業者へ
処理・処分を依頼する。 

海中ごみの取
扱い 

○東日本大震災では、「東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指
針」（平成 23年 11月 18日）に基づき、海中ごみの処理が行われた。今後、
大規模災害が発生した場合には、国の方針に従う。 

ＰＣＢ廃棄物 ○ＰＣＢ廃棄物は、被災市区町村の処理対象物とはせず、ＰＣＢ保管事業者に
引き渡す。 

○ＰＣＢを使用・保管している損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）を行う
場合や撤去（必要に応じて解体）作業中にＰＣＢ機器類を発見した場合は、
他の廃棄物に混入しないよう分別し、保管する。 

○ＰＣＢ含有有無の判断がつかないトランス・コンデンサ等の機器は、ＰＣＢ
廃棄物とみなして分別する。 
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種類 処理方法・留意事項等 

テトラクロロ
エチレン 

○最終処分に関する基準を越えたテトラクロロエチレン等を含む汚泥の埋立処
分を行う場合は、原則として焼却処理を行う。 

危険物 ○危険物の処理は、種類によって異なる。（例：消火器の処理は日本消火器工業
会、高圧ガスの処理は県エルピーガス協会、フロン・アセチレン・酸素等の処
理は民間製造業者など） 

太陽光発電設
備 

○太陽電池モジュールは破損していても光が当たれば発電するため、感電に注意
する。 

○感電に注意して、作業に当たっては、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用
し、絶縁処理された工具を使用する。 

○複数の太陽電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコネク
ターを抜くか、切断する。 

○可能であれば、太陽電池パネルに光が当たらないように段ボールや板などで覆
いをするか、裏返しにする。 

○可能であれば、ケーブルの切断面から銅線がむき出しにならないようにビニー
ルテープなどを巻く。 

○保管時において、太陽電池モジュール周辺の地面が湿っている場合や、太陽光
発電設備のケーブルが切れている等、感電のおそれがある場合には、不用意に
近づかず電気工事士やメーカー等の専門家の指示を受ける。 

蓄電池 ○感電に注意して、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理された
工具を使用する。 

○電気工事士やメーカーなどの専門家の指示を受ける。 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）］ 

 

（３）処理に当たっての問題及び対策 

災害廃棄物には土砂、水分、塩分が含まれており、処理に影響を及ぼすことがあります。

処理に当たっての問題及び対策を表 2-36に示します。 

表 2-36 処理・処分に当たっての問題及び対策 

影響 問題 対策 

土砂分の影響 

 

○水害又は津波等により土砂が可燃物に付
着・混入することで、焼却炉の摩耗や可動
部分への悪影響、焼却残さの増加等の影響
を及ぼすことや、発熱量（カロリー）が低
下することで助燃剤や重油を投入する必要
が生じる。 

○トロンメルやスケルトンバ
ケットによる土砂分の分離
を事前に行うことが有効で
ある。 

 ○仮置場において発生した火災に対して、土
砂による窒息消火を行う場合は、災害廃棄
物が土砂まみれになる。 

○土砂を分離する方法として
薬剤の使用も考えられる。 

水分の影響 ○水分を多く含んだ災害廃棄物を焼却するこ
とで焼却炉の発熱量（カロリー）が低下
し、助燃剤や重油を投入する必要が生じる
ことや、水分の影響で木くず等に付着した
土砂分の分離を難しくすることがある。 

○テントを設置するなど降雨
から災害廃棄物を遮蔽する
対策が考えられる。 

塩分の影響 ○津波による海水の影響を受けている災害廃
棄物は、再資源化に当たって塩分濃度の分
析値を受入側から要求される場合がある。
濃度が高い場合は用途が制限されることが
想定される。 

○塩分濃度分析と場合によっ
ては適切な除塩を行う必要
がある。 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）］  
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災害廃棄物の最終処分量を減量するため、本市の想定災害（地震災害、風水害等）におい

て大量に発生する「コンクリートがら」及び「混合廃棄物」等については可能な限り復興資

材として県内外で活用することを前提とします。 

再生利用を推進するためには、災害廃棄物を再生利用の用途に応じた形状と品質に加工す

る必要があります。災害廃棄物の再生処理方法、再生される資材の種類、用途等は表 2-37及

び表 2-38に示すとおりです。 

表 2-37 災害廃棄物の再生処理及び用途 

災害廃棄物 再生処理 再生資材 用途等 

津波堆積物 乾式／湿式分級※ 土砂 復興資材（建設資材等） 

○盛土材（嵩上げ） 

○農地基盤材など 

コンクリートがら 選別・破砕 再生砕石 復興資材 

○防潮堤材料 

○道路路盤材など 

金属系廃棄物 選別（磁選、手選） 金属 金属くず 

○精錬や金属回収による再資源化 

木質系廃棄物 選別・破砕、除塩 木質ペレッ

トやチップ 

木質チップ／バイオマス 

○マテリアルリサイクル原料 

○サーマルリサイクル原料 

混合廃棄物（不燃物等） 破砕・選別、除塩 セメント ○セメント原料 

※可燃物や焼却残渣も原料となり

うる 

※分級とは、粒子をその大きさによって分ける操作をいいます。乾式分級はふるいや遠心力等による方法、湿式

分級は液体の中に入れ、沈降速度の差によって粒子を分別する方法です。 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 
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表 2-38 再資源化の方法（例） 

災害廃棄物 処理方法（最終処分、リサイクル方法） 

可
燃
物 

分別可能な場合 ○家屋解体廃棄物、畳・家具類は生木、木材等を分別し、塩分除去を
行い木材として利用。 

○塩化ビニル製品はリサイクルが望ましい。 

分別不可な場合 ○脱塩・破砕後、焼却し、埋立等適正処理を行う。 

コンクリートがら ○40mm以下に破砕し、路盤材（再生クラッシャラン）、液状化対策
材、埋立材として利用。 

○埋め戻し材・裏込め材（再生クラッシャラン・再生砂）として利
用。最大粒径は利用目的に応じて適宜選択し中間処理を行う。 

○5～25mmに破砕し、二次破砕を複数回行うことで再生粗骨材 Mに利
用。 

木くず ○生木等はできるだけ早い段階で分別・保管し、製紙原料として活
用。 

○家屋系廃木材はできるだけ早い段階で分別・保管し、チップ化して
各種原料や燃料として活用。 

金属くず ○有価物として売却。 

家
電 

リサイクル可能な
場合 

○テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、乾燥機等は指定引取
場所に搬入してリサイクルする。 

リサイクル不可能
な場合 

○災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理する。 

自動車 ○自動車リサイクル法に則り、被災地域からの撤去・移動、所有者も
しくは処理業者引渡しまで一次仮置場で保管する。 

廃
タ
イ
ヤ 

使用可能な場合 ○現物のまま公園等で活用。 
○破砕・裁断処理後、タイヤチップ（商品化）し製紙会社、セメント
会社等へ売却する。 

○丸タイヤのままの場合域外にて破砕後、適宜リサイクルする。 
○有価物として買取業者に引き渡し後域外にて適宜リサイクルする。 

使用不可な場合 ○破砕後、埋立・焼却を行う。 

木くず混入土砂 ○最終処分を行う。 
○異物除去・カルシア系改質材添加等による処理により、改質土とし
て有効利用することが可能である。その場合除去した異物や木くず
もリサイクルを行うことが可能である。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 22】再資源化の方法（例）（環境省、平成 31年４月１日改定）を基

に作成］ 
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本市は最終処分場を有していますが、災害廃棄物の再生利用及び減量化を最大限図ること

で、最終処分量の残存容量への負担を軽減する必要があります。 

例えば、セメント工場で処理することにより、焼却残渣が全てセメント原料として利用さ

れた場合、最終処分量の削減が可能となります。本市は民間のセメント工場と災害時におけ

る廃棄物等の受入及びその処理に関する災害協定を締結しており、災害時において確実に災

害廃棄物の受入・処理が可能となるよう、平時より事業者と協議を行います。 

また、東日本大震災では、広域処理を行ったことにより、他の都府県での可燃物の焼却や

焼却灰の民間処分場等での受け入れがなされたことで処理が迅速化し、被災地内の最終処分

場逼迫の問題にも対処できた事例もあることから、広域処理を含めて災害廃棄物の最終処分

の可能性を検討します。 
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災害によって損壊した家屋等については撤去、必要に応じて解体する場合があり、原則と

して所有者が実施することとなりますが、倒壊の恐れがあるなど二次災害の起因となる損壊

家屋等については、本市と損壊家屋等の所有者が協議・調整の上、公費により本市が撤去・

解体を実施する場合があります。 

災害復興に当たっては、災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して全壊家屋の解体を実施

することができます。被害の状況によっては国の特例措置により、半壊家屋まで補助対象が

拡大された場合もあるため、補助対象の適否は、災害発生後の環境省の通知を確認する必要

があります。 

表 2-39 災害等廃棄物処理事業費補助金の対象 

区分 全壊 半壊 

撤去・解体 ○ △ 

運搬 ○ ○ 

処理・処分 ○ ○ 

         ※○：適用、△：場合により適用 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 19-2】公費解体に係る事務手続き（環境省、令和２年３月 31日改

定）］ 

 

撤去・解体を行う場合の手順は、以下のとおりとします。また、損壊家屋等の撤去・解体

に係る作業・処理フローを図 2-15に示します。なお、本市の発注等の事務処理及び立会い調

査等が膨大なものとなる場合は、当該業務の（一社）日本補償コンサルタント復興支援協会

への委託について検討することとします。 

① (一社)大分県建設業協会・大分県建造物解体工事業協同組合と、解体工事の単価契約を

締結 

② 所有者等（申請者）からの申請受付 

③ 指示書（発注書）発出 

④ 協会・組合は、協会員・組合員に解体撤去工事を割り振り 

⑤ 解体工事着手前に申請者・本市・解体工事業者の三者で現地調査 

⑥ 発注管理会議：解体する建物の確認や解体方法、作業の流れ、作業日程等を決定 

⑦ 願出者・受入業者に対して、調査終了後に解体・撤去決定通知書を申請者に交付 

⑧ 解体業者が解体・撤去作業 

⑨ 撤去完了後、再度三者での現場立会いにより完了の確認 

⑩ 受注業者に対して、指示確認書発出 

⑪ 業務完了報告書の提出・確認 

⑫ 確認完了後、本市から損壊家屋等解体・撤去完了通知書を申請者に郵送 

⑬ 受注業者に対して、支払い手続き 

⑭ 申請者が滅失登記の手続き 
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［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 19-1】損壊家屋等の撤去と分別に当たっての留意事項（環境省、令

和２年３月 31日改定）］ 

図 2-15 損壊家屋等の撤去・解体に係る作業・処理フロー 

 

損壊家屋等の撤去に係る留意点を表 2-40、公費解体に係る留意点を表 2-41に示します。 

なお、個人情報等にも係る貴重品や思い出の品の取扱いの詳細は「11 思い出の品等」に

示します。 

表 2-40 損壊家屋等の撤去にかかる留意点 

留意事項 内容 

事前調査に関す

る留意点 

○可能な限り所有者等の利害関係者へ連絡を行い、調査計画を事前に周知し

た上で被災物件の立ち入り調査を行う。 

撤去に関する留

意点 

○倒壊してがれき状態になっている建物及び元の敷地外に流出した建物につ

いては、地方公共団体が所有者等の利害関係者へ可能な限り連絡を取り、

承諾を得て撤去する。どうしても連絡が取れない場合は、災害対策基本法

第 64条第 2項に基づき、承諾がなくとも撤去することができる。 

○一定の原型を留め敷地内に残った建物については、所有者等への利害関係

者へ可能な限り連絡を取って意向を確認するのが基本であるが、どうして

も関係者へ連絡が取れず倒壊等の危険がある場合には、土地家屋調査士の

判断を求め、建物の価値について判断を仰ぐ。建物の価値がないと認めら

れたものは撤去する。その場合には、撤去の作業開始前および作業終了後

に、動産、思い出の品等を含めて、撤去前後の写真等の記録を作成する。 

○廃棄物を撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に努め、

できるだけ焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。 

○エアコンの取り外し等の所有者では対応が難しい作業は、所有者が家屋の

撤去事業者等へ依頼する。 

作業場の安全に

関する留意点 

○撤去作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うとともに、適切

な保護具を着用して作業を実施する。 

○作業者や関係者の安全確保に心がけ、警報等が発令された際の情報源確保

（ラジオの配布）や避難場所等の情報の事前確認、消火器の配置等を行う。 

○粉じんの防止やアスベスト飛散防止のため、適宜散水して作業を行う。ま

た、作業員や立会い者は、防じんマスクやメガネ等の保護具を着用し、安

全を確保する。 
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留意事項 内容 

貴重品や思い出

の品の取扱い 

○建物内の貴金属やその他の有価物等の動産及び位牌、アルバム等の個人に

とって価値があると認められるものは、一時又は別途保管し所有者等に引

き渡す機会を提供する。所有者が明らかでない動産については、遺失物法

により処理する。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 19-1】損壊家屋等の撤去と分別に当たっての留意事項（環境省、令

和２年３月 31日改定）を基に作成］ 

 

表 2-41 公費解体における留意点 

留意事項 内容 

受け付け体制
等の検討 

○家屋等を公費により解体する場合、問題となるのは受付体制であり、受付に
至る手続きやルールを定める必要がある。 

○住民からの問合せが殺到することが想定されるため、災害の規模によっては
回答例を用意し、コールセンターを設置して対応することが賢明である。 

 
１）公費解体の対象案件の選定 
① 公費解体の対象はどういうものか（環境省の基準確認） 
② 具体的な対象事例（または除外する事例）の絞り込み（例：敷地の地割の

みで建物被害のないものは除外） 
③ 基礎や一体的に解体されるブロック塀等、対象となる工作物の絞り込み 
④ 敷地境界、解体物の特定 

２）公費解体のためのルール作り 
① 公費解体のための規則または要綱、書類様式の制定 
② 申請受付期間の設定 
③ 公費解体後の登記の扱い等 

３）公費解体受付体制 
① 職員による直営受付、アルバイト、人材派遣等に委託するのかの方針決定 
② 受付期間に応じた受付場所の確保 
③ 申請受理後の書類審査、現地調査の体制の決定 
④ 市民向け広報の手法と時期、内容の検討（家財の扱い、電気・ガス・水道

の本人による事前手続き等も含む） 
⑤ 家屋解体事業者と申請者、市町村の 3者現地打合せの方法 
⑥ 解体前に申請者のすべき事項の策定 
⑦ 解体後発生する廃棄物の受入・処分体制の確認 

４） 賃貸物件や集合住宅の公費解体 
① 所有者と入居者が異なる場合の必要書類（同意書） 
② 入居者の退去予定時期の明確化 
③ 退去（見込）者の住居相談対応 

業者との契約 

○発災直後の危険家屋等の解体撤去は、災害協定を締結している業者との随契
が多くなる。 

○一方、罹災証明が発行されてからの公費解体については、申請件数が少ない場
合には、１件ごとに解体工事の設計を行い、入札により業者を設定すること
が適切である。ただし、大規模災害においては、１件ずつの契約が現実的で
なく、熊本地震では、県が解体標準単価を設定し、地域ごとに解体工事業協
会会員で班編成を行って、順次計画的に解体工事が進められた。 

○アスベスト含有成形板等のレベル３の建材は多くの家屋に使用されており、
解体撤去工事に当たり、アスベストに関する事前調査が必要となる。熊本地
震では、被害を受けた家屋を解体する際に石綿含有成形板等石綿を取り扱う
作業を行う場合は「石綿作業主任者技能講習」を修了した石綿作業主任者を
選任し、特別教育を受けることが義務付けられた。 

○業者は建築工事業、土木工事業または解体工事業の許可をもっていることが
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留意事項 内容 

必須（鳶・土工事業だけで解体工事ができるのは平成 31年までの経過措置で
ある。）である。当該現場の請負金額によって必要な業許可が異なるため、建
設部門に事前に確認しておくことが必要である。 

工事発注のた
めの積算 

○損壊家屋等の解体後は土地の整地が行われるが、整地に伴う撤去物は管理型
最終処分場でしか処分できないような残渣である。その残渣の処分にも費用
を要するが、過去の災害事例ではその費用が積算に含まれておらず、被災自
治体の経費で処分せざるを得ない状況が散見された。そのため、工事発注の
積算を行うに当たっては、庁内関係部局（土木・建設部局等）へ確認し、残渣
の処分を含めて積算を行う必要があることに留意が必要である。 

石綿等への対
応 

○石綿使用建材は、建物の倒壊や損壊により吹付け石綿等が露出し飛散する恐
れがあることから、吹付け石綿等の露出等の状況を把握し、飛散・ばく露防
止に係る応急措置を実施することが必要である。 

○災害発生時に速やかに対応を実施するため、大気汚染防止法所管部署（環境
対策部）、防災担当部署（災害対策支部）、建築基準法所管部署（土木対策
部）、応急危険度等判定担当部署（土木対策部）、環境対策担当部署（環境対
策部）が連携し、平時から石綿露出状況等の把握方法を整理し、情報の受入
れ・伝達体制を構築する。また石綿に関する情報は、アスベスト調査台帳、
建築確認台帳、固定資産課税台帳等から把握しておき、不明な場合には所有
者への確認や実地による確認を行い、情報を整理する。 

○応急対応時には、初動対応者、住民等への注意喚起を行うとともに、アスベ
スト露出状況を把握し、必要に応じて石綿飛散・ばく露防止の応急措置を行
う。 

○解体に向けて、環境モニタリングを行うとともに、解体事業者は解体調査・
計画・届出を行い、周辺等への周知のうえ飛散防止措置等を講じて解体を行
う。解体後は、原則として仮置場への搬入は行わず、中間処理施設又は最終
処分場にて適切に処理・処分を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）（環境省、平成 29

年９月）］ 

図 2-16石綿露出状況等の把握と情報の受入れ・伝達体制（例） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 19-2】公費解体に係る事務手続き（環境省、令和２年３月 31 日作

成）、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）（環境省、平成 29年９月）を基に作成］ 
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有害物質が漏洩等により災害廃棄物に混入すると、災害廃棄物の処理に支障をきたすことと

なります。そのため、有害性・危険性がある廃棄物は、通常の災害廃棄物と混入しないよう、

市民等に排出方法や処理方法を示し、適切に回収や保管等を行い、環境汚染や処理施設の損傷、

事故等が起こらないようにする必要があります。 

有害性・危険性がある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当する

ものは、事業者の責任において処理することを原則とし、一般廃棄物に該当するものは、排出

に関する優先順位や適切な処理方法等について市民に広報するものとします。 

また、有害性・危険性がある廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適正処理を

推進することが重要であり、関連業者へ協力要請を行います。 

有害・危険物の処理フローを図 2-17に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP１ 収集先の確認 

発生物の収集ルートが機能している場合には、各指定引取先または受入先での回収を依頼

し、速やかに処理・リサイクルを行う。 

発生物の収集ルートが機能していない場合は、仮置場で一時保管し指定引取先の復旧を待

つか、他の指定引取先へ転送し、処理・リサイクルを行う。 

STEP２ 仮置場における保管 

本市が回収・処分している場合は、平常時の機能が回復するまで、または地域共同で回収

処分する体制が確立しているところでは、当該システムが機能するまで保管する。 

仮置場を新たな指定引取場所とし、運搬・処理業者と直接やり取りすることで、速やかに

処理・リサイクルを行う方法も考えられる。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-15】個別有害・危険製品の処理（環境省、平成 31 年４月１日改

定）］ 

図 2-17 有害・危険物の処理フロー 
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有害性・危険性がある廃棄物とその収集・処理方法を表 2-42、取扱いにおける留意事項を

表 2-43に示します。 

農薬や塗料・ペンキ、廃乾電池類、ガスボンベ等の有害物質に関しては、それぞれ専門の処

理業者に引き渡す必要があります。所有者が判明している有害廃棄物については、所有者にそ

の処分を求めることを基本としますが、流出して所有者が判明しない有害廃棄物は他の廃棄物

とは分別して、専門の処理業者へ引き渡します。 

表 2-42 有害廃棄物の収集・処理方法 

区分 項目 収集方法 処理方法 

有
害
性
物
質
を
含
む
も
の 

廃農薬、殺虫剤、その他薬品（家庭
薬品ではないもの） 

販売店、メーカーに回収依頼
／廃棄物処理許可者に回収・
処理依頼 

中和、焼却 

塗料、ペンキ 焼却 

廃
電
池
類 

密閉型ニッケル・カドミウム蓄
電池（ニカド電池）、ニッケル
水素電池、リチウムイオン電池 

リサイクル協力店の回収（箱）
へ 破砕、選別、リサ

イクル 

ボタン電池 電器店等の回収（箱）へ 

カーバッテリー 
リサイクルを実施しているカ
ー用品店・ガソリンスタンド
へ 

破砕、選別、リサ
イクル（金属回
収） 

廃蛍光灯 
回収（リサイクル）を行ってい
る事業者へ 

破砕、選別、リサ
イクル（カレッ
ト、水銀回収） 

危
険
性
が
あ
る
も
の 

灯油、ガソリン、エンジンオイル 購入店、ガソリンスタンドへ 焼却、リサイクル 

有機溶剤（シンナー等） 
販売店、メーカーに回収依頼
／廃棄物処理許可者に回収・
処理依頼 

焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 
再利用、リサイク
ル 

カセットボンベ・スプレー缶 
使い切ってから排出する場合
は、穴をあけて燃えないごみ
として排出 

破砕 

消火器 
購入店、メーカー、廃棄物処理
許可者に依頼 

破砕、選別、リサ
イクル 

感
染
性
廃
棄
物
（
家
庭
） 

使用済み注射器針、使い捨て注射器
等 

地域によって自治体で有害ご
みとして収集、指定医療機関
での回収（使用済み注射器針
回収薬局等） 

焼却・溶融、埋立 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-15】個別有害・危険製品の処理（環境省、平成 31 年４月１日改

定）］ 
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表 2-43 有害・危険製品注意事項 

種類 注意事項 

農薬 

○容器の移し替え、中身の取り出しをせず、許可のある産業廃棄物業者または回

収を行っている市町村以外には廃棄しない。 

○毒物または劇物の場合は、毒物及び劇物取締法により、保管・運搬を含め事業

者登録が必要となり、廃棄方法も品目ごとに定められている。 

○指定品目を一定以上含むものや、強酸・強アルカリに類するものは特別管理産

業廃棄物に区分されることがある。 

塗料 

ペンキ 

○産業廃棄物の場合は、許可のある産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 

○一般廃棄物の場合は、少量なので中身を新聞等に取り出し固化させてから可燃

ごみとして処理し、容器は金属ごみまたはプラスチックごみとして処理する。 

○エアゾール容器は、穴を開けずに中身を抜いてから容器を金属ごみまたはプラ

スチックごみとして処理する。 

廃電池類 

○仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

○水銀を含むボタン電池等は、容器を指定して保管し回収ルートが確立するまで

保管する。 

○リチウム電池は発火の恐れがあるので取扱いに注意を要する。 

廃蛍光灯 
○仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

○破損しないようドラム缶等で保管する。 

高圧ガスボ

ンベ 

○流失ボンベは不用意に扱わず、関係団体に連絡する。 

○所有者が分かる場合は所有者に返還し、不明の場合は仮置場で一時保管する。 

カセットボ

ンベ・スプ

レー缶 

○内部にガスが残存しているものは、メーカーの注意書きに従うなど安全な場所

及び方法でガス抜き作業を行う。 

○完全にガスを出し切ったものは金属くずとしてリサイクルに回す。 

消火器 
○仮置場で分別保管し、日本消火器工業会のリサイクルシステムルートに処理を

委託する。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-15】個別有害・危険製品の処理（環境省、平成 31年４月１日改

定）］ 
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位牌、アルバム等の思い出の品は所有者等の個人にとって価値があると認められるものです。

思い出の品等の取扱ルールを設定しておくとともに、作業にあたり収集や保管等の適切な対応

を行います。 

貴重品及び思い出の品等の例を表 2-44、取扱ルールを表 2-45に示します。 

表 2-44 貴重品・思い出の品等の例 

貴重品 財布、預金通帳、印鑑、現金、貴金属、金庫など 

思い出の品等 
位牌、アルバム、写真、賞状、手帳、成績表、パソコン（PC）、HDD、携

帯電話、ビデオ、デジカメなど 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-17】貴重品・思い出の品の取扱い（環境省、平成 31年４月１日

改定）、大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）を基に作成］ 

 

表 2-45 貴重品・思い出の品等の取扱ルール 

（１）建物の解体など災害廃棄物を撤去する場合は、貴重品や思い出の品を取り扱うことを

前提として作業を行う。 

（２）発見した場合は発見日時、発見場所、発見者氏名、品目、確認者等を記録し、あらか

じめ定めた保管場所に保管する。 

（３）建物の解体などについては、できるだけ所有者などの立会いのもとで実施し、思い出

の品や貴重品等が発見された場合確認を行う。 

（４）貴重品を発見した場合は、速やかに警察に届け出る。 

（５）土や泥等で汚れている場合が多いため、一度集めた上で、洗浄、乾燥することが望ま

しい。（地元雇用やボランティアの協力を得る） 

（６）個人情報も含まれるため、保管・管理には配慮する。 

（７）保管に当たっては、写真等の劣化やカビの発生がないよう清潔に保管することを心が

ける。 

（８）返却は面会引き渡しを基本とする。本人が確認できる場合は郵送引き渡しを行う。 

（９）思い出の品は膨大な量となることが想定され、また、限られた期間の中で所有者へ返

却を行うため、発見場所や品目等の情報がわかる管理リストを作成し管理する。 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）を基に一部加筆］ 
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思い出の品等の回収・引き渡しの流れを図 2-18に示します。 

 

 
［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-17】貴重品・思い出の品の取扱い（環境省、平成 31年４月１日

改定）］ 

図 2-18 思い出の品等の回収・引き渡しフロー（例） 
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【算定式】 

し尿収集必要量＝災害時におけるし尿収集必要人数×1日 1人平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③1人 1 日平均排出量 

 

①仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

○避難者数  ：避難所へ避難する住民数 

○断水による仮設トイレ必要人数＝｛水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝× 

上水道支障率×1／2 

○水洗化人口 ：平常時に水洗トイレを使用する住民数（下水道人口、コミニティプラン

ト人口、農業集落排水人口、浄化槽人口） 

○総人口   ：水洗化人口十非水洗化人口 

○上水道支障率：地震による上水道の被害率 

○1／2    ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち

約 1/2の住民と仮定。 

②非水洗化区域し尿収集人口＝汲取人口－避難者数×（汲取人口／総人口） 

○汲取人口：計画収集人口 

③1人 1日平均排出量：1.1L／人・日（令和元年本市実績） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計方法（環

境省、令和２年３月 31 日改定）］ 

 

【設定値】 

※令和元年度の津久見市総人口：16,994人、水洗化人口：15,415人、汲取人口：1,579人 

※想定地震ごとの避難者数、上水道支障率は以下表のとおりです。なお、別府湾の地震の上

水道支障率は、市地域防災計画では想定されていないため「-」としています。 

 

 

 

 

 

 

［出典：大分県地震被害想定調査（大分県、平成 31 年公表版）］ 

 

避難所への避難及び断水によって自宅の水洗トイレが使用不可となることにより、仮設ト

イレの設置が必要になります。なお、発災後も非水洗化地域の汲み取りは継続して行います。 

新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止に努めながら、仮設トイレの設置、及びし尿収

集車両（バキューム車）による収集・運搬、処理を行います。 

 

（１）し尿収集必要量 

し尿収集必要量は、①仮設トイレを必要とする人数と②非水洗化区域のし尿収集人口の合

計にし尿計画 1人 1日平均排出量を乗じて推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  避難者数（人） 上水道支障率 

 避難所 直後 １週間後 

中央構造断層帯による地震 110 0% 0% 

周防灘断層群主部による地震 13 - - 

プレート内地震 633 15% 7% 

南海トラフの巨大地震 3,679 - - 

別府湾の地震 128 - - 
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【算出結果】 

し尿収集必要量の推計結果を表 2-46に示します。 

表 2-46 し尿収集必要量の推計結果 

 

 

 仮設トイレ必要人数

（人） 

非水洗化区域

し尿収集人口 

（人） 

し尿収集必要量 

（L/日） 

 直後 １週間後 直後 １週間後 

中央構造断層帯による地震 0 0 1,569 1,726 1,726 

周防灘断層群主部による地震 - - - - - 

プレート内地震 1,113 519 1,520 2,897 2,244 

南海トラフの巨大地震 - - - - - 

別府湾の地震 - - - - - 

 

 

（２）仮設トイレの必要基数 

  表 2-46し尿収集必要量に基づき、仮設トイレの必要基数を算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【算定式】 

仮設トイレ必要基数＝①仮設トイレ必要人数／②仮設トイレ設置目安 

【設定値】 

①仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

○避難者数  ：避難所へ避難する住民数 

○断水による仮設トイレ必要人数＝｛水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝× 

上水道支障率×1／2 

○水洗化人口 ：平常時に水洗トイレを使用する住民数（下水道人口、コミニティプラン

ト人口、農業集落排水人口、浄化槽人口） 

○総人口   ：水洗化人口十非水洗化人口 

○上水道支障率：地震による上水道の被害率 

○1／2    ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち

約 1/2の住民と仮定。 

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

○仮設トイレの平均的容量：400L 

○し尿の１人１日平均排出量：1.1L／人・日（令和元年本市実績） 

○収集計画：３日に１回の収集（仮定） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計方法（環

境省、令和２年３月 31日改定）］ 
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【算出結果】 

仮設トイレ必要基数の推計結果を表 2-47に示します。 

表 2-47 仮設トイレ必要基数の推計結果 

 

 仮設トイレ必要人数

（人） 

仮設トイレの 

設置目安 

（人/基） 

仮設トイレ必要基数 

（基） 

 直後 １週間後 直後 １週間後 

中央構造断層帯による地震 0 0  0 0 

周防灘断層群主部による地震 - -  - - 

プレート内地震 1,113 519 121 10 5 

南海トラフの巨大地震 - -  - - 

別府湾の地震 - -  - - 

 

市内の民間事業者が保有する仮設トイレは 100 基、本市が備蓄している仮設トイレは 3 個

です（令和２年３月時点）。 

 

（３）し尿の収集・運搬 

し尿は、本市と災害時協力協定を締結する収集運搬業者との協定に基づき協力を要請し、

保有するバキューム車により収集を行いますが、必要により県を通じて他市町村や民間事業

者に支援を要請し、収集運搬体制を確立します。 

仮設トイレのし尿の収集運搬に必要となる、バキューム車の必要台数を以下の算定式によ

り推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バキューム車の必要台数の推計結果を表 2-48に示します。  

【算定式】（例）中央構造断層帯による地震（直後） 

バキューム車の必要台数（台） 

＝し尿発生量（1,726）（L／日）÷バキューム車の平均積載量（1,667）（L／台） 

÷トリップ数（１）（回／日） 

 

【設定値】 

○し尿発生量：表 2-46の推計結果 

○バキューム車の平均積載量 

＝本市委託業者のバキューム車の総積載量（15kL）÷バキューム車台数(９台)×1000 

＝1,667L／台 

※本市委託業者のバキューム車の総重量及び台数は、一般廃棄物処理実態調査結果（平成 30年

度）に基づく 

○トリップ数：１台あたり１日１回収集（仮定） 
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【算出結果】 

表 2-48 バキューム車の必要台数の推計結果 

 

 し尿収集必要量 

（L/日） 

バキューム車の必要台数 

（台） 

 直後 １週間後 直後 １週間後 

中央構造断層帯による地震 1,726 1,726 2 2 

周防灘断層群主部による地震 - - - - 

プレート内地震 2,897 2,244 2 2 

南海トラフの巨大地震 - - - - 

別府湾の地震 - - - - 

 

 

（４）し尿処理の流れ 

災害時のし尿処理の流れを図 2-19 に示します。被災地や避難所等に設けられたマンホー

ルトイレ等は下水道を経て終末処理場で処理を行います。また、組み立てトイレ、仮設トイ

レ等からのし尿は、新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止に努めながら汲み取りを行い、

し尿等前処理施設での処理を行いますが、被災状況により処理が困難な場合には、終末処理

場での処理を行います。 

 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 24-18】し尿・生活排水の処理（環境省、平成 31年４月１日改定）

を基に作成］ 

図 2-19 し尿処理の流れ 

  

下水道に接続された施設 

被災地、避難所等に設け

られた組み立てトイレ、

仮設トイレ等 

汲み取りし尿 

津久見市終末処理場 

津久見市し尿等前処理施設 

浄化槽汚泥 

マンホール 

トイレ等 

汲み取り 

下水道 
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発災後に発生する避難所ごみ及び生活ごみは、通常のごみと比べ、段ボールや容器包装、

使用済みの衣類、携帯トイレ等の廃棄が増加します。また、断水が続いている場合には、弁

当がらやカップ麺等の食品容器やペットボトル等の飲料容器が大量に発生します。 

新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止に努めながら、生活ごみ及び避難所ごみの収集・

運搬、処理を行います。 

 

（１）避難所で発生する廃棄物 

避難所で発生する廃棄物の種類、その発生源、管理方法を表 2-49に示します。 

表 2-49 避難所で発生する廃棄物（例） 

種類 発生源 管理方法 

腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 ハエ等の害虫の発生が懸念される。袋に

入れて分別保管し、早急に処理を行う。

処理事例として近隣農家や酪農家等に

より堆肥化を行った例もある。 

段ボール 食料の梱包 分別して保管する。新聞等も分別する。 

ビニール袋、プラスチッ

ク類 

食料・水の容器包装等 袋に入れて分別保管する。 

衣類 洗濯できないことによ

る着替え等 

分別保管する。 

し尿 携帯トイレ 

仮設トイレ 

携帯トイレを使用する。ポリマーで固め

られた尿は衛生的な保管が可能だが、感

染や臭気の面でもできる限り密閉する

管理が必要である。 

感染性廃棄物（注射針、血

の付着したガーゼ） 

医療行為 ○保管のための専用容器の安全な設置

および管理 

○収集方法にかかる医療行為との調整

（回収方法、処理方法等） 

感染症ごみ 発熱者や濃厚接触者用

の専用スペース 

○ごみ箱にふたをかぶせ、いっぱいにな

らないようにする。 

○ごみに直接触れることのないよう、ご

み袋の空気を抜いてしっかり縛って

排出する 

○ごみを捨てたあとはよく手を洗う 
［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 16-1】避難所における分別例（環境省、令和２年３月 31日改定）

を基に作成］ 
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【算出式】 

避難所ごみの発生量＝避難者数（人）×発生原単位※（g／人・日） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計方法（環

境省、令和２年３月 31 日改定）］ 

 

【設定値】 

※令和元年度の津久見市の家庭系ごみの発生原単位： 762g／人・日 

※想定地震ごとの避難者数は以下表のとおり。避難所ごみの発生量は、避難所に避難者した

避難者数（避難所）に発生原単位を乗じて推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月改訂）、津久見市地域防災計画（津久見市、令

和２年２月）］ 

【算出結果】 

（２）避難所ごみの発生量の推計 

避難所ごみは、避難所への避難者が排出する生活ごみであるため、市内から発生する生活

ごみの全体的な量が著しく増えることはありませんが、通常業務とは異なる収集体制を整備

する必要があるため、その際の基礎資料として使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

単位：人 

 建物 ライフライン 合計 

 避難所 避難所外 避難所 避難所外 避難所 避難所外 

中央構造断層帯による地震 110 59 0 0 110 59 

周防灘断層群主部による地震 13 7 - - 13 7 

プレート内地震 152 82 481 259 633 341 

南海トラフの巨大地震 3,676 1,979 3 2 3,679 1,981 

別府湾の地震 128 69 - - 128 69 

※建物：自宅の建物被害を理由とする避難者数 

※ライフライン：ライフライン支障を理由とする避難者数 

※避難所：避難所に避難した避難者 

※避難所外：自治体の指定避難所以外の避難先（在宅避難、車中避難、軒先避難等）へ避難した避難者 

 

 

 

避難所ごみ発生量の推計結果を表 2-50に示します。 

表 2-50 避難所ごみ発生量の推計結果 

 

 避難所の避難者数 

（人） 

避難所ごみ発生量 

（kg/日） 

中央構造断層帯による地震 110 84 

周防灘断層群主部による地震 13 10 

プレート内地震 633 482 

南海トラフの巨大地震 3,679 2,803 

別府湾の地震 128 98 
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（３）避難所ごみ及び生活ごみの排出ならびに収集運搬における留意事項 

避難所ごみ及び生活ごみの排出ならびに収集運搬における留意事項を表 2-51に示します。 

表 2-51 避難所ごみ及び生活ごみの排出ならびに収集運搬における留意事項 

項目 避難所ごみ及び生活ごみの排出ならびに収集運搬における留意事項 

基本方針 

○生活ごみは仮置場に搬入せず、極力従来通りの処理ルートを活用する。ただし、ご

みが多量に排出される場合は災害廃棄物と同様に取り扱う。 

○廃棄物処理施設や収集運搬機材・人員の被災等により通常の処理が困難な場合や粗

大ごみ等が多く排出され処理が困難な場合、隣接する市町村や民間関係団体、県に

支援を要請する。 

○被災後、粗大ごみなどが多量に道路や公園、空き地などに排出される可能性がある

ため、初動時において、住民への広報を積極的に行い、排出ルールへの理解・協力

を求める。 

○被災時の生活ごみの排出から処理について予め対策を検討し、被災後は速やかに行

動に移す。 

分別区分 

○避難所において分別を行うことは、その後のスムーズな処理へとつながるため、可

能な限り分別を行う。 

○混乱を避けるため基本的に平常時の分別区分とすることが望ましいが、被災状況や

収集運搬車両の確保状況等を踏まえて検討する。 

ルート計画 

○収集運搬ルートは平常時のルートを基本とするが、緊急輸送道路が優先的に道路啓

開されることも踏まえて検討する。 

○避難所の開設場所が変化するため、収集運搬ルートを変更・修正できる計画とする。 

○仮置場への搬入車両による渋滞が発生する可能性があるため、仮置場の設置場所を

想定し、交通渋滞を考慮したルート計画及び収集運搬頻度とする。 

収集運搬 

方法・頻度 

○発災後は弁当がらやカップ麺等の食品容器やペットボトル等の飲料容器が大量に

発生することが予想されるため、発生量の増加を考慮し、収集頻度を検討する。 

○避難住民が集中している場所等は避難所ごみの発生が多くなるため、発生量が多い

と予測される場所を考慮して収集頻度を定める。 

○避難命令・勧告が解除され、住民が帰宅するにつれて、粗大ごみの発生が増加する

ため、発生動向を逐次把握して、計画を更新する。 

○通常時と異なり粗大ごみなど特殊な廃棄物が多量に排出されるため、事前に廃棄物

の種類に応じた排出ルールを設定する（例：直接搬入は認めず収集を行う、きめら

れた日時に決められた場所に排出、直接搬入は最終処分場へ○○曜日のみ搬入等） 

○仮置場を設置すると、ごみを直接搬入する車により渋滞が発生するため対策を検討

する（例：直接搬入を認めず収集だけによる、区域によって搬入日を区分する等） 

○施設の処理能力や燃料の確保状況により排出・収集量を調整する必要性が生じる。

その場合は、市民に、ごみ排出の減量を求め、腐敗性のある生ごみ等の生活環境に

影響がある廃棄物を優先し、資源ごみや不燃ごみ等の衛生上大きな支障がないもの

は、収集運搬・処理体制が復旧するまで家庭で可能な限り保管するように求める。 

その他 

○市民・事業者にごみの出し方を周知する（図 2-20参照）。 

○自宅の庭先等での焼却も行わないように周知を行う。 

○都市ガスを使用している地域では、ガスの供給が停止した場合にカセットコンロの

使用量が増えるため、ガスボンベによる発火事故に注意して収集作業を行う。 

○避難所において発生する注射針や血が付着したガーゼ等の感染性廃棄物が他のご

みと混合された場合、感染や針が刺さる等の危険性があるため、収集方法及び処理

方法に関して医療機関と調整を行う。 

○家庭及び避難所での感染症ごみの適切な排出方法について、市民、避難者及び避難

所運営者に周知する（詳細は、第１章第８節 新しい生活様式への対応を参照） 

［出典：災害廃棄物対策指針（改定版）（環境省、平成 30年３月）、災害廃棄物対策指針の技術資料【技 17-3】収

集運搬車両の確保とルート計画にあたっての留意事項（環境省、平成 31 年４月１日改定）、大分県災害廃棄物処

理計画（大分県、令和２年３月）を基に作成］ 
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［出典：東日本大震災における震災廃棄物処理の記録（仙台市、平成 28年 3月）］ 

図 2-20 東日本大震災における仙台市の生活ごみ等の広報事例 
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災害廃棄物の処理は迅速な処理が求められる一方、被災者の健康や生活環境の保全に配慮

して適正な災害廃棄物の処理を行うことが必要です。解体撤去から収集運搬、保管、中間処

理等の一連の作業において、環境への影響を最小限に抑え、公衆衛生の確保、環境の保全に

努める必要があります。 

災害廃棄物処理に伴う環境への影響については、周辺環境の調査を定期的に行うことによ

って把握し、調査結果を踏まえた対応を取ることが必要となります。 

 

 

環境負荷低減や市民・作業者への健康被害防止のため、環境モニタリングを実施します。

特に、仮置場については、開設前に調査を実施し、閉鎖の時点で汚染が発生していないかを

確認します。 

 

 

災害廃棄物処理における環境影響の主な要因は表 2-52のとおりです。これらの要因を把

握するため環境モニタリングを実施します。 

表 2-52 環境影響の主な要因 

影響項目 環境影響 

大気 

○解体・撤去、仮置場作業における粉じんの飛散 

○石綿含有廃棄物（建材等）の保管・処理による飛散 

○災害廃棄物保管による有害ガス、可燃性ガスの発生 

騒音・振動 
○撤去・解体等処理作業に伴う騒音・振動 

○仮置場への搬入、搬出車両の通行による騒音・振動 

土壌等 ○災害廃棄物から周辺土壌への有害物質等の漏出 

臭気 ○災害廃棄物からの悪臭 

水質 ○災害廃棄物に含まれる汚染物質の降雨等による公共水域への流出 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-5】環境対策、モニタリング、火災防止策（環境省、平成 31年

４月１日改定）］ 
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災害廃棄物の処理・処分等に伴う環境負荷を低減するため、必要に応じて表 2-53の環境

保全対策を実施します。 

表 2-53 環境保全対策の実施 

対象 影響項目 環境保全対策の実施例 

被災現場 

大気質 
○定期的な散水 

○アスベスト飛散対策の適切な実施 

騒音・振動 
○低公害型重機等の活用 

○操業時間の配慮 

運搬 
大気質 

○定期的な散水 

○搬入路の鉄板敷設、簡易舗装の実施 

○運搬車両のタイヤ洗浄の実施 

○大気質に係る環境モニタリングの実施 

騒音・振動 ○走行ルートの配慮 

仮置場 

大気質 

○排出ガス対策型の重機、処理装置の使用 

○定期的な散水 

○周囲への飛散防止ネットの設置 

○フレコンバッグヘの保管 

○アスベスト飛散対策・石綿粉じん濃度測定の適切な実施 

○焼却炉の適切な運転管理 

○大気質に係る環境モニタリングの実施 

騒音・振動 
○低公害型重機等の活用 

○操業時間の配慮、防音壁の設置等 

土壌等 

○使用前後における土壌調査の実施 

○敷地内への遮水シートの敷設 

○敷地内で発生する排水、雨水の処理 

臭気 
○脱臭剤、防虫剤の配布 

○悪臭に係る環境モニタリングの実施 

水質 ○水質に係る環境モニタリングの実施 

その他 ○仮置場の火災予防対策（定期的な温度測定と CO濃度測定の実施） 

［出典：大分県災害廃棄物処理計画（大分県、令和２年３月）］ 

 

また、仮置場の火災防止対策を表 2-54に示します。  
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表 2-54 仮置場の火災防止対策 

項目 仮置場の火災防止対策 

保管高さ等 

○可燃性廃棄物※（混合廃棄物を含む。）の積み上げは高さ 5m以下 
○災害廃棄物の山の設置面積は 200m2以下 
○災害廃棄物の山と山との離間距離は 2m以上 

 

混在の防止 

○カセットボンベ・スプレー缶、ガスボンベ、灯油缶（ストーブを含む。）、ラ
イター、バイク等の燃料等を含む危険物や、電化製品、バッテリー、電池等
の火花を散らす廃棄物については混在を避け、分別を徹底した上で、可燃性
廃棄物とは近接させない。 

○可燃性廃棄物に、食品系廃棄物や畳等の腐敗性廃棄物を混在させない。 

火災予防策 

○積み上げた山の上で作業する場合、同一場所での作業を続けると蓄熱を誘発
する可能性があるため、重機の活動範囲を日単位で変更する（毎日同じとこ
ろに乗って転圧しない）。 

○長期間の保管が必要な場合、積み上げた山の中の温度上昇を防止するため、
数週間に一度は仮置場堆積物の切り返しを行い、積み上げたままの状態で長
期放置しないようにする。 

○目視による観察を毎日行い、放熱による空気の揺らぎや水蒸気が確認された
場合には、表層から 1ｍ程度の深さの温度を測定し、摂氏 40～70度であれば、
その部分の切り返しと置き換えの作業を行う。煙が確認された場合には、消
防に連絡すること。 

○繰り返しの降雨の後は堆積廃棄物内の温度が上昇するため、特に注意が必要
である。 

○堆積廃棄物の深層温度は、気温より 1～2か月遅れで上昇することから、少な
くとも 10月下旬頃までは注意が必要である。 

○積み上げた山にガス抜き管（有孔菅）を堆積初期又は切り返し時に設置する
ことで、放熱効果を高め火災予防を実施する。 

○廃棄物層の温度が摂氏 80 度以上あると、掘削することによって酸素が流入
し、発火に至る可能性があることから注意が必要である。 

○廃棄物の山の下部に厚さ 30cm以上の砕石層を敷いている場合、ガス抜き菅の
設置は避けること。 

○切り返しを実施する際、敷地面積が狭いことから堆積廃棄物の全量を切り返
しできない場合、火災発生の危険性が高い部位（法肩部分、小段部分）のみ
を切り返すことによって、火災発生抑制を図ることも可能である。 

○シート等による被覆は表面からの放熱が抑制、蓄熱が促進され、蓄熱火災（余
熱発火）が生じる可能性があるため、飛散防止等のためのシート被覆は極力
避ける。ただし、法面のみのシート被覆は、飛散防止と酸素の過剰侵入を防
止できることから有効である。 

○破砕された廃棄物は細分化され、発酵、分解速度が高まり、圧密による発火
の危険性が高まるため、破砕選別を行う場合は搬出分のみ破砕し、破砕物の
保管を極力避ける。 

木くず等 可燃物等 5ｍ以下

【理想的な仮置場の廃棄物堆積状況】

消火活動や延焼防止のため

離隔距離を2ｍ以上確保する

発火や温度上昇を

防止するため積上げ

高さを5ｍ以下とする

2ｍ以上
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項目 仮置場の火災防止対策 

モニタリング 

○仮置場の巡回監視を週に 1回程度実施し、モニタリングを実施することで仮
置場の安全性を確保する。 

○モニタリングでは、表層から深さ 1ｍ程度の温度、一酸化炭素濃度等を測定
する。 

○測定機材がない場合は、目視による蒸気や煙、芳香系の揮発臭の有無を確認
する。 

○サーモグラフィーによる表面温度や切削箇所のモニターは火災防止に有効な
方法であるため、実施を検討する。 

消火対策と安

全管理 

○消火器、防火水槽ならびに小型ポンプを常設し、自衛消防の体制を整え、火
災が発生したときのために、仮置場の管理者自ら消火できるように備えてお
く。 

○火災発生時に有害ガスや粉じんが発生する可能性があるため、消火活動前に
ガス測定を行い、安全を確保する。 

○外部からの放水では燃焼部位まで届かない場合もあるため、重機で掘り起こ
しながら散水する。 

○未燃部分を火災部位から隔離するため、重機等で防火帯をつくる。 
○蓄熱発火した廃棄物は鎮火後も白煙を発生して再発火する場合が多いため、
鎮火後も廃棄物の状況を監視する。 

○積上げた災害廃棄物内部の焼損箇所は軟弱になり、崩落や重機転倒の危険が
大きくなるため、十分に注意を払って作業する。 

※可燃性廃棄物とは、木くず、畳、シュレッダーダスト、廃タイヤ、廃プラスチック類、粗大ごみ、剪定枝等であ

る。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 1-14-7】環境対策、モニタリング、火災防止対策（環境省、平成 26

年 3月）、災害廃棄物分別・処理実務マニュアル（一般社団法人廃棄物資源循環学会、平成 24年 5月）］ 
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（１）環境モニタリングの実施時期 

環境モニタリングは災害発生当初の人命救助・捜索、緊急道路の啓開等の緊急時を除き、

本市が災害廃棄物の処理を開始した段階からの実施を想定します。 

 

（２）環境モニタリングを行う場所 

環境モニタリングを行う場所の考え方については表 2-55のとおりです。 

表 2-55 環境モニタリングを行う場所 

影響項目 留意点 

①大気、臭気 

○災害廃棄物処理機器（選別機器や破砕機など）の位置、腐敗性廃棄物（水産廃

棄物や食品廃棄物等）がある場合はその位置を確認し、環境影響が大きいと想

定される場所を確認する。 

○災害廃棄物処理現場における主風向を確認し、その風下における住居や病院

などの環境保全対象の位置を確認する。 

○環境モニタリング地点は、災害廃棄物処理現場の風下で周辺に環境保全対象

が存在する位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場所が複数

ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定することも検討事項である。 

②騒音・振動 

○騒音や振動の大きな作業を伴う場所、処理機器（破砕機など）を確認する。 

○作業場所から距離的に最も近い住居や病院などの保全対象の位置を確認する。 

○発生源と受音点の位置を考慮し、環境モニタリング地点は騒音・振動の影響

が最も大きいと想定される位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定

される場所が複数ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定すること

も検討事項である。 

③土壌等 

○土壌については、事前に集積する前の土壌等 10 地点程度を採取しておくと、

仮置場や集積所の影響評価をする際に有用である。また仮置場を復旧する際

に、仮置場の土壌が汚染されていないことを確認するため、事前調査地点や土

壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされていた箇所を調査地点として

選定する。東日本大震災の事例として、以下の資料が参考となる。 

【参考資料】仮置場の返却に伴う原状復旧に係る土壌汚染確認のための技術的

事項（環境省） 

災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領（岩手県） 

災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領運用手引書（岩手県） 

④水質 
○雨水の排水出口近傍や土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされてい

た箇所を調査する。 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-5】環境対策、モニタリング、火災防止策（環境省、平成 31年４

月１日改定）を基に作成］  
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（３）環境モニタリング項目 

環境モニタリング項目と調査・分析手法について東日本大震災での例を表 2-56に示しま

す。 

表 2-56 東日本大震災の被災地における環境モニタリング実施例 

影響項目 調査・分析方法（例） 

大気（飛散粉じん） 
JIS Z 8814ろ過捕集による重量濃度測定方法に定めるローボリューム

エアサンプラーによる重量法に定める方法 

大気（アスベスト） 
アスベストモニタリングマニュアル第 4.0版（平成 22年 6月、環境

省）に定める方法 

騒音 環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)に定める方法 

振動 振動レベル測定方法(JIS Z 8735)に定める方法 

土壌等 

○第一種特定有害物例（土壌ガス調査） 

平成 15年環境省告示第 16号（土壌ガス調査に係る採取及び測定の方

法） 

○第二種特定有害物質（土壌溶出量調査） 

平成 15年環境省告示第 18号（土壌溶出量調査に係る測定方法） 

○第二種特定有害物質（土壌含有量調査） 

平成 15年環境省告示第 19号（土壌含有量調査に係る測定方法） 

○第三種特定有害物質（土壌溶出量調査） 

平成 15年環境省告示第 18号（土壌溶出量調査に係る測定方法） 

臭気 
「臭気指数及び臭気排出強度算定の方法」(H7.9環告第 63号）に基づ

く方法とする。 

水質 

○排水基準を定める省令(S46.6総理府例第 35号） 

○水質汚濁に係る環境基準について(S46.12環告第 59号） 

○地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9.3環告第 10号） 

［出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-5】環境対策、モニタリング、火災防止策（環境省、平成 31年

４月１日改定）］ 
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（１）新型コロナウイルス感染症に伴い想定されるリスク 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、廃棄物の適正処理に関して以下のようなリ

スクが想定されます。 

 

○感染性廃棄物ではない廃棄物を感染性廃棄物として扱うことによる感染性廃棄物の収集・運

搬や処理施設のひっ迫 

○感染性廃棄物の発生量増大による感染性廃棄物の収集・運搬や処理施設のひっ迫 

○外出自粛に伴う家庭ごみの発生量増大による廃棄物の収集・運搬や処理施設のひっ迫 

○リサイクル市況や分別方法の変化に伴う廃棄物処理の停滞・ひっ迫 

○個人用防護具不足に伴う廃棄物処理の停滞・ひっ迫 

○作業員の感染に伴う廃棄物処理の停滞・ひっ迫 

○都道府県や市町村の職員の感染に伴う委託・許可事務手続きの停滞 

○廃棄物処理業者の経営悪化等に伴う廃棄物処理の停滞・ひっ迫 

［出典：「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」（環境省、令和２年９月）］ 

 

災害時には、これらのリスクがより高くなる可能性があることから、上記のリスクを念頭

に、県や廃棄物処理業者等とともに事前に対策を講じ、備えておく必要があります。 

 

（２）本市が取るべき措置 

本市は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、市町村自ら処理する一般廃棄物のみなら

ず、市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で発生する全ての一般廃棄物

の適正な処理を確保する必要があります。 

災害に伴って生じた廃棄物についても、原則として一般廃棄物であり、廃棄物処理法第６

条の２の規定により、生じた場所を補完する市町村がその処理責任を有しています。 

発災時の混乱した状況下においても、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理が可能となるよ

う、平時より、一般廃棄物処理業者と連携した廃棄物処理事業継続計画の策定をはじめ、適

正な処理体制の確保に係る準備を実施します。新型コロナウイルスの感染が拡大する中にお

いては、災害廃棄物処理においても、当該事業継続計画に基づき事業の継続や感染防止策等

を講じる必要があります。 

「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」（環境省、令和２年９

月）では、市町村が取るべき措置として下記１）、２）を挙げています。 
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１）法令等及び科学的知見に基づく廃棄物の適正かつ円滑な処理に関する周知徹底 

廃棄物処理業者及び排出者等の関係者に対し、国が発出した関連する通知、事務連絡、マ

ニュアル、Ｑ＆Ａ及びチラシ等の内容について周知徹底等を行う。 

 

《新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策に関連する資料》 

 廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（環境省、令和２年９月） 

 新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシ 

○新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方 

○新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ～家庭ごみを出

すときに心がける５つのこと～（図 2-21） 

○日本に在留する外国人の方々向けのやさしい（日本語版、英語版、中国語版） 

○医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 新型コロナウイルスの廃棄物につい

て 

○宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ 

○ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ 収集運搬作業における新型コロナウイルス対策

（Ａ４版、Ａ３版） 

○避難所でのごみの捨て方について（避難所に避難されている方々へ、避難所を運営されて

いる方々へ）（図 2-22、図 2-23） 

 新型コロナウイルスに係る廃棄物対策動画 

○【新型コロナ対策】廃棄物の収集運搬作業時における留意点 

 廃棄物処理業に係る関係団体が作成した感染拡大防止のためのガイドライン 

○廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン（一般財団法人日本環境衛生

センター／公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、令和２年 10 月） 

○産業廃棄物処理業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（公益社団法人 

全国産業資源循環連合会、令和２年５月） 

 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するＱ＆Ａ（環境省、令和２年８月） 
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［出典：新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ～家庭ごみを出すときに心がける５つのこ

と～（環境省）］ 

図 2-21 家庭での感染症ごみの排出方法  
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［出典：避難所でのごみの捨て方について 避難所に避難されている方々へ（環境省）］ 

図 2-22 避難所での感染症ごみの排出方法（避難所に避難されている方々へ） 
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［出典：避難所でのごみの捨て方について 避難所を運営されている方々へ（環境省）］ 

図 2-23 避難所での感染症ごみの排出方法（避難所を運営されている方々へ） 

 



第 2章 災害廃棄物処理計画 

98 

２）一般廃棄物の統括的な処理責任の徹底 

本市の一般廃棄物処理業者と協力して災害廃棄物を含む廃棄物処理事業継続計画の策定を

検討します。また、職員等が新型コロナウイルスに感染した場合や国内で感染が拡大した場

合等には、策定した事業継続計画にしたがって対応します。さらに、職員等に対して教育・

訓練を実施し、定期的に事業継続計画の点検・改定を行います。 

国内で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合等においては、本市は、一般廃棄

物の統括的処理責任を有していることに鑑み、災害廃棄物を含む一般廃棄物の適正かつ円滑

な処理が確保されるよう、以下の対応を追加的に行います。 

○事業継続計画に沿って、本市及び一般廃棄物処理業者における個人防護具等の備蓄状況

の確認や必要数の確保を行うなど、廃棄物処理事業継続のための取組に努める。 

○最新の状況の把握に努めるとともに、管内で廃棄物を処理できるかどうかについて総合

的に検討し、必要に応じて他市町村への応援要請や他の市町村等の施設での処理に向け

た調整を県に要請することを検討する（広域処理に当たっては、感染拡大防止策を十分

に講じた上で実施する）。 

○必要に応じて、一般廃棄物処理業の許可を要しない者に係る特例※1の活用について検討

する。 

○許可の更新の申請に関しては、行政庁による処分がされるまでの間は、従前の許可の有

効期間の満了後も当該許可がその効力を有する旨の規定の活用や、申請手続きにおいて

は、許認可事務の合理化の観点から、郵送や電子メール等の利用を推奨する※2 

 

※１ 令和２年５月１日付け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び新

型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等について（通知）」一 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/200501.pdf 

 

※２ 令和２年５月 12 日付け「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた更新許可事務における対応につ

いて（通知）」 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/200512.pdf 

 

なお、新型コロナウイルス感染症をはじめ新しい感染症については、その科学的知見が必

ずしも十分でないことから、最新の情報や動向等に応じて、必要な対策を実施していくこと

とします。 
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本計画において将来、さらに具体的な対策を講じておく事項を整理します。 

 

（１）被害想定に基づく災害廃棄物発生量の推計 

１）地震災害 

本計画で想定している地震災害では、津波が発生し、津波堆積物の発生が予想されま

す。令和３年３月時点において、大分県にて津波浸水想定がなされていますが、津波水位

が最も大きい最大クラスの津波に「周防灘断層群主部」「別府湾の地震」「南海トラフ地

震」の３つが該当するとして、３地震を重ね合わせた最大の浸水域として、各市町村にお

ける浸水面積の算出結果が示されています。本計画では当該面積を各地震に一律に当ては

めて津波堆積物を推計していますが、各地震の津波浸水面積の想定がなされた時点で、津

波堆積物発生量の推計結果を見直す必要があります。 

２）風水害等 

本計画で想定している風水害等である津久見川及び青江川の洪水は、令和３年３月時点

において、建物被害棟数（床上浸水、床下浸水）の想定がなされておらず、前述の算出式

に基づく災害廃棄物発生量の推計ができません。参考値として、本市で平成 29年９月に発

生した台風第 18号の建物被害棟数の実績に基づき、災害廃棄物発生量を推計しています。

風水害等の建物被害棟数（床上浸水、床下浸水）の想定がなされた時点で、災害廃棄物発

生量の推計結果を見直す必要があります。 

 

（２）災害廃棄物の搬出先の検討 

本計画では、災害廃棄物は大分市等の近隣市町村の一般廃棄物処理施設又は市域内に立地

するセメント工場等の民間処理施設にて処理を行うこととしています。 

しかしながら、令和３年３月時点において、大分市等の近隣市町村の一般廃棄物処理施設

における受入可能量は未確定の状況です。 

セメント工場等の民間処理施設における受入可能量についても、発災時の事業活動状況に

よることから、事前に受入れ可能量を把握することが困難です。また、セメント工場は本市

以外にも、大分県とも災害協定を締結していることから、本市以外の被災市町村で発生した

災害廃棄物についても受け入れることが予想され、被災状況によっては、本市で発生した災

害廃棄物全量を受け入れられないことも懸念されます。 

このような状況を踏まえて、災害廃棄物の搬出先について、平時より関係機関と連絡調整

を行い、備えを強化するとともに、発災後も関係機関との連携のもと、迅速かつ円滑な処理

に向けて体制を整備する必要があります。 

 

（３）仮置場候補地の確保 

本計画では、仮置場の選定基準について記載していますが、本市の地域特性上、平地でか

つ比較的まとまった用地は、海岸沿いでしか確保できない状況です。また、災害廃棄物が大

量に発生することが予想される市街地周辺は、浸水想定区域となっており、二次災害の発生
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も懸念されます。民有地、また、周辺市町村を含め地域単位で仮置場用地を確保することも

検討します。 

 

（４）ごみ処理体制の変更に伴う災害廃棄物処理体制の見直し 

本市の一般廃棄物のうち可燃ごみは、大分市の一般廃棄物処理施設にて広域的に処理する

こととしていますが、将来的には、大分市を中心とした大分都市広域圏で進めている一般廃

棄物を広域処理するための新環境センターが建設される予定であり、今後本市のごみ処理体

制が変更になる可能性があります。 

災害廃棄物は一般廃棄物であり、平常時のごみ処理体制（排出区分、収集運搬、処理、処

分）を前提として処理することになります。ごみ処理体制を変更する際は、必要に応じて本

計画の見直しを図る必要があります。 

 

（５）新しい生活様式に対応した廃棄物処理体制の確立 

本計画は、近年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、家庭や避難所から排出

される可能性のある感染症ごみの適切な排出及び取り扱いについても整理しています。しか

しながら、新型コロナウイルス感染症をはじめ感染症については、その科学的知見が必ずし

も十分でないことから、最新の情報や動向等を把握した上で、必要な対策を確実に実施して

いく必要があります。 

また、ごみ処理は、国民の安定的な生活の確保に不可欠な業務とされていることから、平

常時より、本市のみならず、排出者、また、廃棄物処理業者とともに、十分に感染拡大防止

策を講じつつ、新しい生活様式に対応した安定的なごみ処理事業の継続を図ります。 
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災害廃棄物の処理が長期間にわたる場合は、総合的、計画的に進める観点から、必要に応

じ関係機関、監理業務受託会社、処理業者等による連絡会を設置し、全体の進捗管理を行い

ます。 

 

［出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年３月改定）を基に作成］ 

図 2-24 連絡会の設置（例） 

 

 

近年の災害では、今まで経験したことのない被害が発生し、市民生活に影響を与えていま

す。状況を踏まえ、本計画の実効性を確保しておく必要があります。 

本計画は、以下に基づき、随時見直しを行うものとします。 

 

【見直しの時期】 

１．上位計画等の変更 

国・県の法令や関連計画、本市地域防災計画、津久見市一般廃棄物処理計画等の変

更により計画の見直しが必要となったとき。 

２．ごみ処理体制の変更 

   現行のごみ処理体制が変更されたとき。 

３．災害発生後の検証 

災害発生後、本計画に基づく処理手順等を検証した結果、改善が必要となったと

き。 

被災市町村 

関係機関 

監理業務受託会社 

警察 

労働基準監督署 

コンサルタント事業者 

処理業者 一般廃棄物処理事業者 

建設事業者 

産業廃棄物処理事業者 
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４．訓練等の実施 

災害廃棄物処理の手順を確認するための訓練の実施に伴い、改善点が確認されたと

き。 

５．民間関係団体等からの要望 

民間関係団体等から本計画の改善について要望があったときで、かつ、見直しが必

要と判断されたとき。 

６．その他 

上記事項のほか、本計画の見直しが必要となったとき。 
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資料 

 

平成 29 年台風第 18 号の記録を資料として掲載します。この知見及び教訓を活かし、発災時

には災害廃棄物処理を行っていきます。 
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