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　近年，豪雨や地震などの災害に伴い発生する廃棄物の処理・処分について

の問題や課題が示され，さまざまな対応策が提起されるようになってき

た１）２）３）。最新の中央防災会議の予測では，首都直下地震発生直後の災害廃棄

物の発生量は約８３００万～９６００万トンと推定されており４），これだけで全国の

一般廃棄物の年排出量約５０００万トンをはるかに上回っている。また，東京都

防災会議は東京湾北部地震において４０００万トン以上の災害廃棄物が発生する

と予想している５）。こうしたことを背景に，社団法人日本プロジェクト産業

協議会では「首都圏における震災廃棄物処理のあり方」を提言している６）。

　こうした提言にも示されているが，災害廃棄物に対しては，広域的な連携

体制，仮置場の確保や災害廃棄物の再利用のあり方などが問題となり，それ

らを事前に検討準備しておくことが重要である。また，実際の災害時には，

災害想定どおりではないことも十分に考えられ，適切かつ迅速な被害状況の

把握と，それに基づく災害廃棄物への対応策を検討・修正していかなければ

ならない。

 

　災害の中でも地震は，短時間に大きな被害をもたらす。阪神・淡路大震災

では，最終的に解体撤去した家屋は神戸市だけで６万５６１８棟にも及ぶ７）。ま

た，避難所生活や仮設住宅生活なども長引く場合が多い。このように短期間

に膨大に発生する災害廃棄物は，できるだけ迅速にかつ適切に処理・処分す

る必要がある。このために災害廃棄物の処理のフローを考え，処理のための

中継としての仮置場の適地選定が重要な課題の１つとなる。

　災害廃棄物の処理のフローは，八村他８）をはじめいくつかの例が示されて

いる（図３‐１）。図にも示されるように，大きくは，被災家屋などから発生
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する解体廃棄物（以下，解体系災害廃棄物）と避難生活等に伴う生活系ごみ

と家財ごみを中心とした災害廃棄物（以下，生活系災害廃棄物）とがあるが，

基本的には通常の廃棄物処理と変わらない。ただし，大きな特徴として，そ

の発生量が短期間に膨大なものとなる点であり，この処理のためには，阪神・

淡路大震災以来指摘されているように，災害廃棄物の仮置場の設置が重要と

なる。こうした仮置場についても，適地選定について，以下のような条件が

必要であることが阪神・淡路大震災を教訓に述べられている９）。

�　１０トン級ダンプ車両の進入が可能であること（できれば複数ルートが取

れること）

�　地盤の良いところ１０）

�　住居地域からなるべく離れていること
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図３‐１　災害廃棄物の処理フロー

資料　八村智明・宮原哲也・大野博之「連載特集：環境問題への挑戦�（災害廃棄物による地下水・土壌汚染
の可能性）」『応用地質』第４７巻第６号，３６０～３６８頁，２００７年



�　できれば通常時の搬入ルートに近いこと

�　協定等による重機・車両の確保

�　発火・臭気・埃・衛生対策を考慮しておくこと

　以上の点を考慮しながら，仮置場の選定に当たっては，図３‐２に示すよう

な選定の手順をとる必要がある。なお，ここで重要なことは，稼動している

最終処分場，もしくは閉鎖・廃止中の最終処分場あるいは処分場の跡地の有

無と，それらが仮置場として有効であるかどうかを事前に検討しておくこと

である。
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図３‐２　仮置場適地選定の流れの提案

資料　図３‐１と同じ



　仮置場を含めた災害廃棄物の処理フローを自治体ごとに事前に検討してお

くことが，今後の大規模な地震災害時等に適切に対応する上で重要である。

災害発生以前の平常時に仮置場，積出基地および廃棄物の収集・運搬ルート

の検討ならびに候補の選定を行うに当たっては，地理情報システム

（Geographic Information System，以下，GIS）と複数の衛星データ等を用

いることも有効である１１）。

 

　災害廃棄物は，種々雑多なものが短期間に発生する。災害の種類によって

その実態はさまざまであるが，共通した傾向として，通常の処理システムで

は対応できない状況になることがあげられ，その適切な対応が必要となるが，

その発生量が分からなければ対応もしにくい。

　阪神・淡路大震災は，大都市の地震災害であるが，近年多発している地震

災害は，２００４年新潟県中越地震，２００８年岩手・宮城内陸地震など地方の地震

災害である。ここでは，過去の地震の中で最大震度７を記録した２つの地震，

阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の例（２００８年９月現在，過去の地震で最

大震度が７を記録したものはこの２つの地震だけである）を示し，大都市と

地方の地震に伴う災害廃棄物の違いを見る。

�   阪神・淡路大震災の場合

　阪神・淡路大震災の場合，これまで多くの資料が残されている。ここでは，

神戸市が示した「災害廃棄物処理事業業務報告書」１２）およびこの報告書作成

関係者が執筆した雑誌『都市政策』１３）の内容を基に，災害廃棄物の実態を示

す。

　阪神・淡路大震災（正式名：平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震）は，１９９５

年１月１７日の未明に発生した（マグニチュード７．３，最大震度７）。この地震

災害廃棄物の実態３
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表３‐１　阪神・淡路大震災時の生活系災害廃棄物の仮置場

計
小野浜グラ
ウンド２

遠矢浜グラ
ウンド

兵庫突堤大阪ガス跡地
小野浜グラウ
ンド１

東ＣＣ隣地仮置場名

－
中央区小野
浜町

兵庫区遠矢
浜町

兵庫区築地
町

長田区南駒栄
町

中央区小野浜
町

東灘区魚崎浜
町

場所

４６，０００５，０００５，０００３，０００１０，０００５，０００１８，０００規模（m２）

－
混合ごみの
うち可燃系
ごみ

不燃系ごみ不燃系ごみ
可燃系・不燃
系混合ごみ

可燃系・不燃
系混合ごみ

可燃系・不燃
系混合ごみ

搬入ごみ
の種類

約９２，２５０約２，９００約１１，６００約３，７５０約９，０００約２１，８００約４３，２００
搬入ごみ
量（トン）

－
１９９５/１/２４
～２/４

１９９５/４/１
～９/３０

１９９５/２/２５
～３/３１

１９９５/２/２ ～
２/２６

１９９５/１/２３～
９/３０

１９９５/１/２４～
９/３０

設置時期

－１０日間１８３日間３５日間２５日間２５１日間２５０日間設置期間

表３‐２　阪神・淡路大震災時の解体系災害廃棄物（木質系）の仮置場

計脇浜友清複合産業団地PI－２期淡河布施畑仮置場名

中央区脇浜海
岸通
積出基地隣接
（神戸製鋼所
脇浜工場跡
地）

西区櫨谷町西区押部谷町中央区港島南
町
ポートアイラ
ンド２期工事
の一部

北区淡河町
最終処分場
（淡河環境セ
ンター）

西区伊川谷町
最終処分場
（布施畑環境
センター）

場所

４８．７　注１２３１０２０３５haの一部１０２haの一部
規模
（ha）

木質系木質系主に廃木材木質系木質系木質系木質系
搬入ごみ
の種類

４，５９７，４００　注２１３４，０００７，８００９８，６００４６０，０００１，０５５，０００２，８４２，０００
搬入ごみ
量（約ト
ン）

１９９５/８/２１～
１９９６/４/２０

１９９５/７/２４～
１９９５/１０/３１

１９９５/３/７ ～
１９９５/１１/３０

１９９５/２/２３～
１９９７/３/３１

１９９５/１/２１～
１９９７/３/３１

１９９５/１/１８～
１９９８/３/３１

設置時期

２４４１００２６９７６８８０１１１６９
設置期間
（日間）

１９９５/８/２１～
１９９６/３/１６

１９９５/２/２３～
１９９５/３/３１

１９９５/２/２３～
１９９５/３/３１

１９９５/２/２３～
１９９５/３/３１

１９９５/１/２１～
１９９５/１０/３１

１９９５/１/１８～
１９９８/２/２８

搬入受入
期間

０００３５，０００３９，０００１７７，０００
焼却灰
（トン）

１３４，０００
域外処理（岡
山県笠岡市）

３２６，０００
キルン土砂と
して現地埋立

特記事項
（トン）

注１　布施畑・淡河の規模は全体の１割（布施畑１０．２ha，淡河３．５ha）と仮定して計算した。
　２　１９９８年３月末最終の実績では，木質系の合計は４５９万８０００トンとなっている（森澤眞輔他「特集：阪神大震災と廃棄
物・リサイクル」『都市政策』第９３号，３～６８頁，１９９８年より）。



では，死者６４３４名，行方不明３名の尊い命が奪われた。

　生活系災害廃棄物については，６か所の仮置場が最長では２５１日間設置され

た。これらの仮置場における搬入ごみ量など仮置場の諸元を表３‐１にまとめ

た。搬入された生活系災害廃棄物量は，６か所の合計で約９万２０００トンであ

る。一方，解体系災害廃棄物量は膨大なものとなり，１９９８年３月の最終報告

では解体受付件数６万５６１８棟で８０３万５０００トンもの廃棄物が仮置場に搬入さ

れた（表３‐２，表３‐３）。

　表からも分かるように，生活系災害廃棄物と解体系災害廃棄物の大きな違

いは，仮置場の設置期間とその発生量（搬入量）である。生活系災害廃棄物

は最長でも２５１日（平均約１２６日間）しか設置されていないが解体系では最長

で３年以上（平均約５４２日間）設置されたものもある。すなわち，平均で４倍

以上の期間の違いがあるが，搬入ごみ量の違いはさらに大きく８７倍も解体系

のほうが多い。

�   新潟県中越地震の場合

　２００４年１０月２３日に発生した新潟県中越地震（平成１６年（２００４年）新潟県中

越地震）は，マグニチュード６．８，最大震度７を記録し，小千谷市や長岡市

（旧山古志村を含む）を中心に大きな被害をもたらした（死者６８名，負傷者

４８０５名，気象庁発表）。ここでは，大野らが行った２００５年１１月および２００７年６
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表３‐３　阪神・淡路大震災時の解体系災害廃棄物（コンクリート系）の仮置場

計長田積出基地灘浜積出基地PI－２期仮置場名

長田区南駒栄町灘区灘浜町中央区港島南町
ポートアイランド２期工
事の一部

場所

２６．９１．９５２０（木質系と共有）規模（ha）

コンクリート系コンクリート系コンクリート系コンクリート系
搬入ごみの
種類

約３，４３７，０００約５５１，０００約２，８１４，０００約７２，０００
搬入ごみ量
（トン）

１９９５/２/１０～１９９７/１/３１１９９５/３/１５～１９９６/３/３１１９９７/２/１～１９９８/３/３１設置時期

７２２日間３８３日間４２４日間設置期間



月の長岡市担当者への聞き取り調査資料１４）や他の調査資料１５）をもとにまとめ

たものを示す。

　長岡市の場合，生活系災害廃棄物は，地震発生の翌々日の１０月２５日から収

集が開始され，１１月１４日まで毎日収集し，１１月１５日以降は，通常のカレンダー

どおりの収集を行っている。生活系災害廃棄物のうち，可燃ごみは１１月１４日

までに８００トン（収集開始１週間は通常の３割増であったが，その後は通常の

量に回復した），不燃・粗大ごみは１１月３０日までに４８００トンが収集された。こ

れらの廃棄物のうち粗大ごみは既存の最終処分場に一時保管していたが，毎

日通常の約５倍の量が発生していたので，１１月３日に西部丘陵地に仮置場（３

ha）を設置し（表３‐４），有機物を含む混合ごみも含め生活系災害廃棄物が

仮置きされた。この生活系災害廃棄物の種類とその発生量は予測できず，排

出実態を見ながら量を予測し処理方法を決めていたのが実情である。なお，

この頃の避難者数は，新潟県の災害対策本部の報告によれば２００４年１０月２７日

７時時点で長岡市３万１６８５人，山古志村２１６１人であり，これをもとにすれば，

避難者１人当たり可燃ごみが約１１８２g/日，不燃・粗大ごみが約３９３９g/日が排

出されたことになる（前年（２００３年）の長岡市の１人当たりの排出量は，可

燃ごみが約９６９g/日，不燃・粗大ごみが約１３６g/日）。

　また，道路上のがれきは道路管理課が収集，宅地内の瓦やタイルなどのが

れきは業務課が収集し，埋立処分された。このがれきの収集量は３４２９トンで

あり，そのうち２８００トンが地震発生後１か月以内のものであった。

　解体系災害廃棄物は，地震発生後１か月半以上経過した１２月１３日に６haの

仮置場を西部丘陵地（生活系の南隣）に設けて，一時保管が開始された。当

初予想では，解体系災害廃棄物だけで，２８万７７００トンを見積もったが，実際

には２００７年３月末までに，解体・修繕した家屋が２８９０棟，解体系災害廃棄物

量１３万７５５９トン（特定廃家電含む）と当初予測より少なかった。この仮置場
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表３‐４　新潟県中越地震時の災害廃棄物の仮置場

設置期間設置時期搬入ごみ規模（ha）場所仮置場名

１４９日間２００４/１１/３～２００５/３/３１生活系災害廃棄物３長岡市関原町西部丘陵地

１１１４日間２００４/１２/１３～２００７/１２/３１解体系災害廃棄物６
長岡市関原町
（生活系の南隣）

西部丘陵地



は２００７年度初頭の段階で２００７年中に閉鎖する予定にしており，最終の発生量

は表３‐５のように１４万７３４４トンと見込んでいた。これは，実際に解体した家

屋が当初予測の３２００棟（解体のみ修繕含まず）よりも少なかったためでもあ

るが，１棟当たりの発生量を正確に見積もることが困難なことにもよると思

われる。

　なお，長岡市の場合，２００７年７月１６日に発生した「平成１９年（２００７年）新

潟県中越沖地震」においても被害が生じ，解体系災害廃棄物の仮置場（西部

丘陵地）を２００７年１１月段階でも閉鎖できない状況に至った。この例は，前の

災害処理が終了していない段階で再び災害が起きる場合もあることを示して

おり，災害廃棄物の処理・処分の難しさを示している。このため，現場にお

いては，臨機応変な対応が必要となる。

�   阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の比較

　阪神・淡路大震災および新潟県中越地震における被災家屋棟数は最終的に

表３‐６のような状況となった。最大震度は同じであるものの，被害の主だっ

た場所が都市部の阪神・淡路大震災では全壊だけで６万棟以上であるのに対

して，被害の中心が都市部ではない新潟県中越地震では阪神・淡路大震災の
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表３‐５　平成１６年（２００４年）新潟県中越地震時の解体系災害廃棄物の内訳

１棟当たり
搬入量（２００７年末
までの見込み量）

解体系災害廃棄物
の種類

１棟当たり
搬入量（２００７年末
までの見込み量）

解体系災害廃棄物
の種類

７．２トン２１，６３４トン廃木材４９．２トン１４７，３４４トン総量

２．１トン６，２１３トン木くず１．０トン３，０２３トン可燃粗大ごみ

２４．０トン７１，７３２トンコンクリート殻２．３トン６，８９０トン可燃ごみ

０．５トン１，３６２トン廃プラスチック０．１トン２０３トン不燃粗大ごみ

０．３トン１，０００トンガラス・陶磁器２．２トン６，５５３トン不燃ごみ

１．５トン４，４４６トン瓦０．１トン４４０トン廃家電

１．７トン５，１７８トン石膏ボード０．９台２，６０４台　　　テレビ

０．７トン２，０９４トン鉄・アルミ１．１台３，１５１台　　　冷蔵庫

３．１トン９，２８１トン壁土０．６台１，７０２台　　　洗濯機

２．４トン７，２９５トンその他（残�等）０．８台２，４７１台　　　エアコン



約２５分の１の全壊家屋である。解体系災害廃棄物量全体で見た場合，阪神・

淡路大震災の搬入量が１２２トン/棟であるのに対して新潟県中越地震は４９トン

/棟となり，１棟当たりで阪神・淡路大震災のほうが新潟県中越地震より２．５倍

の廃棄物が排出されている。これなどは住居形態の相違が原因の１つと考え

られる１６）。

　ところが，住居形態が異なれば，阪神・淡路大震災のほうがコンクリート

系からの廃棄物が多いように思われるが，表３‐７に見られるように，阪神・

淡路大震災のコンクリート系が木質系の４分の３であるのに対して，新潟県

中越地震のコンクリート系（この場合はコンクリート殻）は木質系とほとん

ど変わらない量が排出されている。この点は，統計のとり方が異なるので断

言はできないが，住居形態の違いでコンクリート系と木質系の最終的な廃棄

物量の割合が大きく異なるわけではないと考えることもできる１７）。

　また，前述したように，解体修繕棟数を事前に見積もることは極めて難し

い。阪神・淡路大震災でも，震災後２か月弱の１９９５年３月の見込み棟数の１
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表３‐６　阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の被災家屋棟数

新潟県中越地震（長岡市）阪神・淡路大震災（神戸市）

一部
損壊

半壊
大規模
半壊

全壊半焼全焼半壊全壊

６５，１７０７，９７１１，４６３２，７６８８０６，９６５５５，１４５６７，４２１被災家屋棟数

注１　神戸市の被災家屋棟数は１９９６年２月１日現在
　２　長岡市の被災家屋棟数は２００５年９月１日現在（このほか全焼・半焼各１棟）

表３‐７　阪神・淡路大震災と新潟県中越地震の解体系災害廃棄物の見込みと実績の推移

新潟県中越地震（長岡市）阪神・淡路大震災（神戸市）

備考最終見込み
２００７年３月
実績

２００５年１月
見込み

備考
１９９８年３月
実績

１９９５年１１月
見込み

１９９５年３月
見込み

２００５年に対
して０．４５

２，９９５２，９９５６，７００
１９９５年３月
に対して
０．８９

６５，６１８６５，５０３７３，８１７
解体修繕
棟数

－１４７，３４４１３７，１５１２７５，０００－８，０３５，０００７，９２７，９７７
１３６１．０万
m３

廃棄物量
（トン）

木質：コン
クリ＝１：
０．９５

７５，６１２６７，５００１２７，５００木質：コン
クリ＝１：
０．７５

４，５９８，０００４，８９６，１６１７０１．７万m３木質系

７１，７３２６９，６５１１４７，５００３，４３７，０００３，０３１，８１６６５９．１万m３
コンク
リート系

注　長岡市は２００７年７月に新潟県中越沖地震の被害を受けたので最終は見込み



割減，新潟県中越地震に至っては５割以上減の解体修繕棟数となっている（表

３‐７）。これは，被災家屋の家庭状況などにより，家屋再建の有無が左右さ

れるためであり，災害廃棄物の発生量の予測の難しさを示す一端である。

　なお，参考までに，中央防災会議の首都直下地震による震災廃棄物は，揺

れ，液状化，急傾斜地崩壊，火災延焼の４つによる被害家屋から解体系災害

廃棄物を８３００万～９６００万トンとしているが，家屋再建の有無によりこの量も

変化することが考えられるので，この量は，あくまでも目安であるという認

識をもったほうが良いように思える。

 

　災害廃棄物は，種々雑多で多量の廃棄物が一時期に発生するため，処理・

処分を行うまでの一時保管場所としての仮置場が設置されることが多い。ま

た，復興・復旧までに時間がかかり被災地に埋没ないしは放置されたままの

廃棄物も発生する。こうした廃棄物による周辺環境の汚染などのリスクも懸

念される１８）１９）。ここでは，地震や火山噴火時に設けられた仮置場と埋没廃棄

物の環境リスクの事例について述べる２０）。

　これらの災害廃棄物の仮置場では，２か所で鉛が環境基準以上の水が，１か

所で鉛・カドミウム・クロムが環境基準以上の水が検出されている。また，

埋没廃棄物の土壌からは，環境基準値の２分の１の鉛が検出された箇所が２

か所ある。

　このような事例から考えると，災害廃棄物においては，図３‐３に示すよう

なリスクが考えられる２１）。このリスクは，図３‐４に示すように，災害発生後

しばらくしてから生じる危険性もはらんでいる２２）。また，土壌･地下水などの

周辺環境汚染以外にも，地下に埋まった災害廃棄物の量が膨大な場合，災害

廃棄物の腐敗・腐食による地盤沈下などの地盤の不安定化も懸念される２３）。

　一方，平成１９年（２００７年）新潟県中越沖地震の刈羽村の仮置場においては，

アスファルトやシートの敷設，粉塵対策などを行い，適切に管理されていた。

災害廃棄物のリスクと課題４
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この例にもあるように，近年発生した程度の災害規模であれば管理・監視を

適切に行えばおおむね問題は生じていない。

　しかし，仮置場において若干の鉛が検出された例も見られる。これは，混

合ごみ中の金属類や鉄くずなどから溶出してきた可能性が考えられるが，こ

うした廃棄物の仮置きが長期化すれば，場合によってはより多くの重金属類

が溶出する可能性も皆無ではないことを示唆している。この仮置場では，地

震発生年度末までに，すべての災害廃棄物を処理・処分し，仮置場の表土を

厚さ３cm程度取り，消毒をした後に覆土を施すという，適切な処置がなされ，

長期化させず周辺環境への汚染は見られなかった２４）。

　このように災害廃棄物の処理・処分においては，地方自治体担当者の聞き

取り調査からも明らかになったが，仮置場の用地の選定・確保とその管理が

課題となる。また，仮置場が確保できても最終処分場の負荷が大きいため広

域の協力体制が重要である。

58 第３章　地震災害に伴う廃棄物処理

２）地表に放置され
た災害廃棄物

３）地下に埋まった
災害廃棄物

災害廃棄物によるハザード リスク

地下水位

１）仮置場や災害現場
での災害廃棄物

１）仮置場や災害現場で
の嫌気環境下におけ
る有害ガスや火災の
発生

２）大雨などによる災害
廃棄物の再移動

３）好気／嫌気環境下の
災害廃棄物の腐敗・
腐食

仮置場や災害現場で
の土壌・地下水汚染
や大気汚染

地盤の不安定化；災
害廃棄物部分の地盤
沈下や崩壊

図３‐３　災害廃棄物の危険因子（ハザード）とリスク

資料　Hiroyuki Ohno, Hiroyuki Tosaka, Tomoaki Hachimura, Tetsuya Miyahara, Kenji Matsumoto, Koichi 
Utsugi, Kou Kitaoka, Akira Yamamoto, Yoshiki Yamamoto, ‘Situation and Environmental Risk of the Waste 
at / after Disaster and Tentative Waste Storage’, Proceedings of the Asian Pacific Landfill Symposium 
（APLAS Sapporo ２００８），２Ｃ‐５を一部修正
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図３‐４　災害による地盤汚染発生のイメージ図

資料　図３‐１と同じ

嫌気的な腐敗の進行

好気的な腐敗の進行

土砂移動

斜面上方崩壊

施設等の崩壊
地下水面

山腹の崩壊

すべり面

地下水面

家屋や施設
森林

河川

（災害前の地すべり地）
崩壊土砂の移動（家屋や植生の埋没）

（災害発生直後の地すべり地）
埋没した家屋や植物の腐敗が進行する。

（災害発生後長期に放置）
地下水面より上方では好気的腐敗の進行、地下水面より下方では嫌気的腐敗の進行で周辺環境へ影響が発生する可能性が生じる。



　以上のように，最近の被害規模の地震では大きな環境リスクなどは生じて

いないものの，首都直下地震などで懸念される８０００万トン（解体系災害廃棄

物のみ）以上の災害廃棄物が発生する場合においては，前述したようなリス

クが高くなる可能性があり，今後十分な検討を行い，事前の対策を講じてお

く必要がある。

 

　２０００年３月に厚生省（当時）は「大都市圏震災廃棄物処理計画作成の手引

き」を示している。これは阪神・淡路大震災を受けて示された厚生省防災業

務計画（平成８年１月１１日厚生省総第２号），震災廃棄物対策指針（平成１０年

１０月厚生省水道環境部環境整備課）を基に，大都市の特徴を踏まえて地震に

伴う災害廃棄物の処理の重要事項および留意事項を説明したものである。こ

の手引きでは，環境への配慮，リサイクル，協力支援体制の確立，市民等へ

の啓発について説くとともに，し尿，生活ごみや粗大ごみ（生活系災害廃棄

物），がれき（解体系災害廃棄物）の処理・処分について述べられている。

　この中で，生活ごみは原則として仮置きは行わないこと，粗大ごみは極力

リサイクルを行うことが述べられている。しかし，新潟県中越地震の長岡市

でも見られるように，生活系災害廃棄物も平常時よりも多くの廃棄物が排出

され，仮置場を設けざるを得ない場合がある。首都圏などの大規模地震災害

のときなどでは，避難住民も膨大な数にのぼり（中央防災会議（２００１年）の

首都直下地震の帰宅困難者数は１都３県で約６５０万人（都内だけで約３９０万人）

であり，これらの人々は流動的な避難住民となる），平常時よりも多くの生活

系災害廃棄物が発生すると思われる。それであれば，むしろ仮置場の設置を

前提とし，適切な管理体制を事前に検討しておいたほうが良いと思われる。

　また，手引きの中では，がれきについては，現場での分別解体を行うべき

ことを示している。この手引きにそった形で，新潟県中越地震の長岡市や小

千谷市をはじめ，近年の地震災害では，５種類以上の分別解体が進められてい

現在まで考えられている災害廃棄物への対応５
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る。この点は，行政側の指導が適切になされれば，解体現場等での分別解体

も容易に行われることを物語っている。

　さらに，この手引きでは，仮置場および緊急処理施設の確保，最終処分先

や広域支援の確保等に関して，事前に体制の整備を行っておき，状況によっ

て適宜検討し直すべきことが示されている。また，がれきなどの仮置場（一

時保管場等）は，必要となる仮置場面積の算出２５）と設置場所の調整を行い，

候補地選定では，搬入ルートの考慮，被災地域全域を網羅するような配置な

どを考慮する必要があることも述べられている。しかし，前述したようなリ

スクへの対応の検討については触れられておらず，今後，このリスクにどの

ように対応するのが適切であるかについての検討も重要な事項の一つとなろ

う２６）。

　地震などの災害時には不測の事態が起きやすく，手引きで述べられた事項

だけでは，特に首都直下地震などの大規模災害時には，対応できないことも

生じやすいと考えられる。

　社団法人日本プロジェクト産業協議会では，将来の災害廃棄物の状況を鑑

み，「首都圏における震災廃棄物処理のあり方」を提言している２７）。その中で

は，首都直下地震の発生などに対応するために，災害廃棄物を環境に配慮し

ながら早期（２年以内）に処理することを目標として，①災害時における国

の最高機関による超法規的かつ一元的な連携体制の確立（震災有事マニュア

ル），②平常時における事前準備（具体的な行動計画案の作成，地域コンセン

サス，教育等）を行うべきことを防災担当大臣に提言している。また，平常

時の事前準備として，以下の８項目が必要であることが示されている。

�　緊急統合指令センター機能の充実

�　緊急車両支援システムの整備

�　域内の仮置場確保

�　地域ブロック化・連携体制の検討

�　リダンダンシーのある緊急輸送ネットワークの検討

�　臨海部等における積出基地の事前準備

�　広域処理・広域再資源化体制の確立

	　震災廃棄物の再利用計画の立案
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　こうした事前検討・準備に関しては，災害廃棄物に対してさまざまな観点

からの検討が必要となる。一方，実際の災害時には事前検討・計画の内容と

は異なる事態が発生することが十分考えられる。これに対しては，災害後の

被災状況などを適切にかつ迅速に把握することが重要である。こうした被災

状況の把握にリモートセンシング技術の利用が有効となる可能性が示されて

いる２８）。

　しかし，ここで最も懸念されることは，「災害廃棄物を環境に配慮しながら

早期（２年以内）に処理する」という点である。前述した例でも示されるよ

うに，これまでの災害廃棄物の処理は，２年以内に終わっていない。今後，こ

の点を実際にどう解決するのかが課題の１つとなる。

　このような観点を検討する手法としては，以下のような方法も提案されて

いる２９）（なお，原著はリモートセンシングの活用の観点で書かれているので，

ここでは，その点を一般の観点に書き換えてある）。

災害発生以前（平常時）

�　中継ステーション，中間処理ヤードなどの仮置場，積出基地および廃棄

物の収集・運搬ルートの検討ならびに候補の選定

　　都市計画との整合性を考慮し，GISと複数の衛星データ等（空中写真など

でも良い）を用いて仮置場等の候補地のシミュレーション検討を行う。な

お，生活系災害廃棄物の仮置場の設置箇所は，設置面積が小さくても災害

に強い箇所を選定しておく必要がある。また，解体系災害廃棄物の重要候

補地については，災害に強い立地条件でかつ１ha程度以上の箇所を選定し

ておく必要がある。

災害発生直後

�　生活系災害廃棄物の仮置場の被災状況の確認と早期設置

　　現地情報，衛星データや空中写真等を用いて生活系災害廃棄物の仮置場

とそれへの収集・運搬ルートの被災状況の確認。大きな被災状況でない場

合には，早期に設置する。

災害発生直後～数か月程度

�　解体系災害廃棄物の仮置場，積出基地および収集・運搬ルートの被災状
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況の把握

　　現地情報，衛星画像（高空間分解能（０．５m程度）の光学画像またはSAR

画像）や空中写真等を用いて被災状況を早期に把握する。被災前後のデー

タがあればより良い。

�　被災状況に基づく仮置場，積出基地および収集・運搬ルートの再検討

　　被災状況に基づいて，現地情報，衛星データ（または空中写真）とGIS

を併用した災害廃棄物の発生状況の予測と，処理・処分計画の変更・修正

を行う。また，災害廃棄物の観点から見た復旧・復興の優先箇所を選定し，

実施する。

�　解体系災害廃棄物の仮置場，積出基地および収集・運搬ルートの設置

　　災害後１か月程度の期間内で上記�および�を終了させた後，被災部分

の補修と二次災害対策を行った仮置場の設置，積出基地および収集・運搬

ルートの設置を行い，稼動させる。

災害発生後数か月以降

�　仮置場の積出基地の管理・監視

　　各所に設置した多数の仮置場群および積出基地群の管理・監視を高空間

分解能衛星データや空中写真等，および現地調査・収集情報等により行う。

�　埋没・放置された災害廃棄物の箇所選定とその処理・処分の推進

　　災害前，災害直後，災害発生後数か月経過後の衛星データや空中写真等

の比較により，被災地で埋没または放置された災害廃棄物の抽出を行い，

それに基づいた処理・処分計画を策定し実施する。

 

　ここでは，災害時，特に地震災害のときの廃棄物の処理・処分のための実

態を示し，そこで大きな問題となる仮置場のことを中心に述べた。地震災害

に伴う廃棄物の処理においては，地震の規模によっては水害の比ではなく，

対応は困難になる場合が多い。特に，インフラの被害は多岐にわたり，さま

おわりに６
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ざまなリスクを検討する必要がある。ここで示した内容からも分かるように，

現状分かっていることに比べ，今後の課題は多い。

　最近，日本応用地質学会災害廃棄物の防災と環境に関する研究小委員会で

は主に仮置場に関して，地盤工学会九州支部地盤環境および防災における地

域資源に関する研究委員会では主に災害廃棄物の再利用等に関しての検討な

ど，学会レベルでも災害廃棄物への対応策について検討されるようになって

きた。社団法人日本プロジェクト産業協議会の提言などと合わせ，学会レベ

ルの専門的な観点からの事前検討も，災害廃棄物への対応に当たっては，今

後重要になってこよう。その意味で，今後の世の中の推移を見守る必要があ

り，新しい知見が出れば，本内容を改定する必要があることを申し添えてお

く。
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