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　まず始めに，災害の分類と定義について触れることにする。我が国の防災

行政でとらえられている災害分類を表１‐１に示している１）。災害は，自然災

害（天災）と人為災害（人災）に大別され，本書では自然現象に伴う災害

（自然災害）を取り扱う。災害対策基本法では災害を，「暴風，豪雨，豪雪，

洪水，高潮，地震，津波，噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若

しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定め

る原因により生じる被害」（第２条第１号）と定義している。

　表１‐２は，理科年表に掲載されている１９２０年から２００８年までの主な災害２）

を集計したものである。１９９０年代は，台風，水害，その他の自然災害ともに

過去最大の発生件数を示し，大雨の件数が著しく増加している。２０００年代に

おいても，２００８年までの記録ではあるが，１９９０年代以前の件数と同等，また

はそれ以上となっており，１９９０年以降，自然災害の発生は増加しているよう

である。

　表１‐３には近年の大規模地震（マグニチュード６以上の規模）を示す。地

震は地球温暖化とは関連のない災害であるが，三陸沖から房総沖にかけての

地震や南海トラフ地震などの発生確率は高まっている３）。三陸沖北部（Ｍ７．１

～７．６）や茨城県沖（Ｍ６．８程度）では３０年以内の地震発生確率が９０％程度，

宮城県沖（Ｍ７．５前後）では９８％となっている。同じく，南海地震（Ｍ８．４前

後）は約４０％，東南海地震（Ｍ８．１前後）が約５０％の地震発生確率と予測され

ている。１９９５年に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）においては，

実に約２５万棟の家屋が崩壊している。地震によって多くの家屋が破壊され，

道路，橋梁，ごみ・し尿処理施設などのインフラストラクチャーも被害を受

けることから，災害廃棄物の視点からも地震予知，地震の発生確率の動向を

的確に把握しておくことは大切である。

主な自然災害とその気象的要因１
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表１‐１　日本の災害分類

１．自然災害（天災）

風災，降雨災害，雪害，酷寒災害，酷暑災害，霜害，雹害，雷害，霧害，湿害　１－１　気象災害

震害，火山災害，地滑り災害　１－２　地変災害

病原菌（伝染病・風土病），虫害，鳥害，貝害，獣害　１－３　動物災害

２．人為災害（人災）

大気汚染，水質汚濁，騒音，振動，汚物・悪臭，地盤沈下，火災　２－１　都市公害

工場災害，鉱山災害，土建現場災害，職業病・労働災害，放射線障害　２－２　産業災害

陸上交通災害，飛行機事故，船舶災害（火災・衝突・海難）　２－３　交通災害

　２－４　戦争災害

調査粗漏による災害，設計・計画のずさんによる災害，施工の劣悪による災害，管理
の不備・怠慢による災害，行政処置の不当による災害，流言 飛 語による災害，予報警

ひ

報の間違いによる災害，その他人間の英知の不測による災害

　２－５　管理災害

出典　大矢根淳「社会学的災害の一視点――被災生活の連続性と災害文化の具現化」『年報社会学論集』１４１頁，
第５号，１９９２年

表１‐２　過去の主な災害

合　計地　震注２小　計その他注１大　雨台　風年　代

２１１００１１９２０

１８１１７５４８１９３０

２６５２１５３１３１９４０

４９０４９１３１３２３１９５０

４２３３９９１２１８１９６０

３６３３３９１０１４１９７０

４５３４２１９１０１３１９８０

７８１７７２６２３２８１９９０

６９６６３２２１９２２２０００～２００８

注１　台風，大雨を除く災害で，強風，竜巻，干害，酷暑，冷害，大雪，雪崩，雪害，大火，赤潮など
　２　マグニチュード６以上とした。
　３　理科年表に掲載されていた主な災害を集計するとともに，大規模地震を加えた。
出典　国立天文台編『理科年表 平成２１年』丸善，３２８～３５０頁，２００８年
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表１‐３　主な大規模地震と被害状況

被　　害　　状　　況規　模地　震　名発生年月日
死者・行方不明者 １４２，８００人
家屋全壊 １２８，２６６棟，半壊 １２６，２３３棟，焼失 ４４７，１２８棟Ｍ７．９関東大震災１９２３年９月１日

死者 １，５２２人，行方不明者 １，５４２人，負傷者 １２，０５３人
家屋全壊 ７，００９棟，流出 ４，８８５棟，浸水 ４，１４７棟，焼失 ２９４棟Ｍ８．１三陸地震津波１９３３年３月３日

死者 １，０８３人
家屋全壊 ７，４８５棟，半壊 ６，１８５棟，焼失 ２５１棟Ｍ７．２鳥取地震１９４３年９月１０日

死者・行方不明者 １，２２３人
家屋全壊 １７，５９９棟，半壊 ３６，５２０棟，流失 ３，１２９棟（津波）Ｍ８．０東南海地震１９４４年１２月７日

死者 １，１８０人，行方不明者 １，１２６人，負傷者 ３，８６６人
家屋全壊 ７，２２１棟，半壊 １６，５５５棟，全焼 ２棟，半焼 ３棟，その
他 ２４，３１１棟

Ｍ６．８三河地震１９４５年１月１３日

死者・行方不明者 ３，７６９人，負傷者 ２２，２０３人
家屋全壊 ３６，１８４棟，半壊 １１，８１６棟，焼失 ３，８５１棟Ｍ７．１福井地震１９４８年６月２８日

死亡 １４２人
家屋全壊 １，５００棟余，半壊 ２，０００棟余Ｍ８．５チリ地震津波１９６０年５月２３日

死者 ２６人 
家屋全壊 １，９６０棟，半壊 ６，６４０棟，浸水 １５，２９８棟Ｍ７．５新潟地震１９６４年６月１６日

死者 ５２人，負傷者 ３３０人
家屋全壊 ６７３棟，半壊 ３，００４棟，一部損壊 １５，６９７棟Ｍ７．９十勝沖地震１９６８年５月１６日

死者 ３０人，負傷者 １０２人
家屋全壊 １３４棟，一部損壊 ２４０棟，全焼 ５棟Ｍ６．９伊豆半島沖地震１９７４年５月９日

死者 ２３人，行方不明者 ２人，負傷者 ２１１人
家屋全壊 ９６棟，半壊 ６１６棟Ｍ７．０伊豆大島近海地震１９７８年１月１４日

死者 ２８人，負傷者 １，３２５人
家屋全壊 １，１８３棟，半壊 ５，５７４棟Ｍ７．４宮城県沖地震１９７８年６月１２日

負傷者 １６７人
家屋全壊 １３棟，半壊 ２８棟，一部損壊 ６７５棟，その他 ２２棟Ｍ７．１浦河沖地震１９８２年３月２１日

死者 １０４人
家屋全壊 ９３４棟，半壊 ２，１１５棟，一部損壊 ３，２５８棟，流失 ５２棟，
浸水 ２１４棟，その他 ２，５８２棟

Ｍ７．７日本海中部地震１９８３年５月２６日

死者 １４人，行方不明者 １５人，負傷者 １０人
家屋全壊 １４棟，半壊 ７３棟，一部損壊 ５１７棟Ｍ６．８長野県西部地震１９８４年９月１４日

死者 ２０１人，行方不明者 ２９人，負傷者 ３２３人
家屋全壊 ６０１棟，半壊 ４０８棟，一部損壊 ５，４９０棟，焼失 １９２棟，
浸水 ４５５棟，その他 ７３５棟

Ｍ７．８北海道南西沖地震１９９３年７月１２日

死者 ６，４３４人，行方不明者 ３人，負傷者 ４０，０７１人
家屋全壊 １０４，９０６棟，半壊 １４４，２７４棟，一部破損 ３９０，５０６棟，焼
失 ７，５３４棟

Ｍ７．３兵庫県南部地震１９９５年１月１７日

負傷者 １８２人
家屋全壊 ４３５棟 ，半壊 ３，１０１棟 ，一部破損 １８，５４４棟，その他 
３，１９７棟

Ｍ７．３鳥取県西部地震２０００年１０月６日

死者 ２人，重傷者 ４３人，軽傷者 ２４５人
家屋全壊 ７０棟，半壊 ７７４棟，一部損壊 ４９，２２３棟Ｍ６．７芸予地震２００１年３月２４日

負傷者 ６４９人
家屋全壊 ４８９棟，半壊 １，２３１棟Ｍ６．４宮城県北部地震２００３年７月２６日

死者 １人，行方不明 １人，負傷者 ８４９人
家屋全壊 １１６棟，半壊 ３６８棟Ｍ８．０十勝沖地震２００３年９月２６日

死者 ６８人，負傷者 ４，８０５人
家屋全壊 ３，１７５棟，半壊 １３，８０８棟，一部損壊 １０３，８５４棟Ｍ６．８新潟県中越地震２００４年１０月２３日

死者 １人，重傷者 ７６人，軽傷者 １，０１１人
家屋全壊 １３３棟，半壊 ２４４棟，一部損壊 ８，６２０棟 （２００５年５月１２
日時点） 

Ｍ７．０福岡県西方沖地震２００５年３月２０日

死者 １人，負傷者 ３４１人
家屋全壊 ６３８棟，半壊 １，５６３棟，一部損壊 １３，５５３棟Ｍ６．９能登半島地震２００７年３月２５日

死者 １１人，負傷者 ２，３４３人
家屋全壊 １，２４４棟，半壊 ５，２４１棟，一部損壊 ３４，２７７棟Ｍ６．８新潟県中越沖地震２００７年７月１６日

資料　文部科学省地震調査研究推進本部



 

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は，地球温暖化に関する報告書で

あるIPCC第４次評価報告書（AR４）を作成し，２００７年２月より順次公開し

ている。報告書は第Ⅰ～Ⅲ作業部会（WG１～WG３）の報告からなってお

り，物理科学的根拠（WG１），影響・適応・脆弱性（WG２），緩和策（WG

３）について述べている。WG１では，観測事実やシミュレーションの多く

の結果に基づき，人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられ，

自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。WG２では，将来の

影響に関する現時点での知見として，①水資源の大幅な増減・雪解け水の減

少，② 旱  魃 の影響の増大・豪雨の増加・洪水の危険性の増大を指摘している。
かん ばつ

また，２００７年１１月に開催されたIPCCの総会では統合報告書が採択され，３つ

の作業部会による報告を踏まえ，以下の点を強調している。

・気候変化はあらゆる場所において，発展に対する深刻な脅威であること

・地球温暖化を疑っているときではなく，我々を取り巻く気候システムの温

暖化は決定的に明確であり，人類の活動が直接的に関与していること

・現在進行している地球温暖化の動きを遅らせ，さらに逆転させることは，

我々の世代のみが可能な挑戦であること

　温暖化による気温上昇が，災害をもたらす台風や大雨の発生にどのような

影響をもたらすのかをみてみよう４）５）。

　人間の活発な活動により，二酸化炭素，メタンなどの温室効果ガスが増加

し地球温暖化を招いている。地球の温暖化に伴って気温が上昇することに

よって，対流圏中の水蒸気量も増加する。この水蒸気も重要な温室効果ガス

の１つであり，一層の温暖化を強めることになる。大気中に存在できる水蒸

気の質量である飽和水蒸気量は，気温が高いほど多くなり，しかも温度の上

昇に伴い急激に増加する。

　全球的には，温室効果ガスの増加で対流圏が放射的に冷える効果と降水に

より潜熱が解放されて温まる効果が相殺されることから，気温上昇１℃当た

りの降水量（平均降水量）の増加は１～２％と見積もられている６）。しかし，

地球温暖化と多発する自然災害因２
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局地的には，降水量は絶対湿度そのものの影響を受け，相対蒸気圧と温度の

関係から気温１℃の上昇当たり７％程度まで増加すると見積もられてい

る７）。このように，地球温暖化は平均降水量を増加させるとともに，局所的

な大雨の発生をもたらす。日本など東アジアにおける観測データの解析から

は，相対的に強い降水の占める割合が増大し，弱い降水の割合が減少してい

る傾向が認められており，地球温暖化は無降水あるいは少雨の期間の増加も

同時に引き起こすことになる８）。つまり，地球温暖化によって雨期と乾期が

鮮明となり，大雨が増加し，ゲリラ的な集中豪雨による水害が発生するとと

もに，干害などの災害が多発することを意味している。

　世界中にある約２０のグループが，それぞれ特徴のある気候モデルを構築し，

気候変動研究や気候変化予測研究を行っている。排出シナリオに関する特別

報告（SRES）９）では，将来の経済活動にいくつものシナリオを考慮し，２１００

年までの二酸化炭素排出量や大気中の二酸化炭素濃度の推移を推定してい

る。

　図１‐１は，２１００年に二酸化炭素が７２０ppmに上昇するとした高二酸化炭素

排出シナリオ（SRES A１B）での全球年平均降水量偏差を示したものであ

る１０）。どの気候モデルも降水量は増加する予測結果となっており，現在に比

べて４．１％増加するとしている。図１‐２は，同じシナリオ（SRES A１B）で

得られた日本の夏季の豪雨日数の変化を示したものである１１）。日降雨量が

１００mmを越える日数が，２０４０年以降増加する結果が得られている。
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図１‐２　日本の夏季の豪雨日数の変化

出典　鬼頭昭雄「特集：気候変化研究の最前線（（２）
日本，世界の気候変動の現状と予測，２）モデル
による将来の気候変化予測）」『エネルギー・資源』
第２７巻第２号，１９～２３頁，２００６年

図１‐１　１９の気候モデルによる全球年平均降
水量偏差
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資料　国立環境研究所



　日本では気象庁気象研究所などが，大気モデルとしては世界最高解像度で，

台風も再現できる超高分解能大気モデルを開発し，地球シミュレータを用い

て２１世紀末の気候変化予測計算を行っている。最大風速が毎秒４５mを越える

ような非常に強い熱帯低気圧は温暖化によって出現数が増加する結果を得て

いる。また，温暖化によって日本全域で梅雨期の降水量は１０％増加し，地域

別では九州地方で３０％増加するとしている。また，豪雨の頻度の増加率は九

州地方で７０％増加し，平均降水量の増加率よりも大きく，温暖化により大雨

が顕著となる傾向を得ている。

 

�   災害廃棄物とは

　廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）では，廃棄物を産業

廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類している。災害廃棄物については，廃

棄物処理法において明確な定義づけはなされておらず，自然災害に伴い発生

した不要になったもの（廃棄物）を意味する。災害時には，産業廃棄物と一

般廃棄物が混在して発生し，緊急な復興を要する中でその区別や分別は不可

能である。災害廃棄物はその発生源により，主に以下のように分類される。

・被災家屋から発生する不要となったもの

・家屋の損壊，または解体に伴って発生するもの

・避難生活において発生する生活ごみやし尿

・道路，橋梁などの社会資本の損壊に伴い発生するもの

・斜面崩壊，倒木などの自然物に由来するもの

　上述した災害廃棄物の中でも，廃棄物処理法第２２条「国は，政令で定める

ところにより，市町村に対し，災害その他の事由により特に必要となった廃

棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる」という

災害と廃棄物問題３
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規定に基づいて，市町村の廃棄物処理事業として国庫補助対象になる廃棄物

を狭義の災害廃棄物と定義づけることもできる。

�   災害廃棄物は潜在廃棄物

　高度経済成長時代に，関西地方の都市を上空から眺めた末石富太郎氏は，

「これはみなごみだ」と直観されたと著書の中で述べておられる１２）。「廃棄物

めがね」をかけると身の回りに存在するありとあらゆるものが将来の廃棄物

として見えてしまうことも述べられている。日常品，耐久消費財，建造物に

は寿命があり，必ずや廃棄物となるのである。阪神・淡路大震災では，数十

秒間の地震によって２０００万トンにも及ぶ膨大な災害廃棄物（写真１‐１，写真

１‐２）が発生し，末石富太郎氏の直観は現実のものとなった。

　図１‐３は，我が国における物質フローを示す１３）。２００５年度における総物質

投入量（入口）は１８億７４００万トンであり，「出口」は多いものの順に，蓄積純

増（８億１７００万トン），廃棄物などの発生（５億７９００万トン），エネルギー消

費および工業プロセスの排出（４億９８００万トン），循環利用（２億２８００万トン），

輸出（１億５９００万トン），食料消費（９５００万トン），施肥（１５００万トン）となっ

ている。注目すべきは，耐久消費財，建築物，社会インフラなどの形で蓄積

される蓄積純増量が最も多く，総物質投入量の４３．６％を占めていることであ

る。これらの量は単年度のデータであることを考えると，毎年，毎年，８億
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写真１‐２　神戸市埋立地における災害廃棄物の
搬入状況

資料　著者撮影

写真１‐１　淡路島における破損家屋

資料　著者撮影



トンを越える膨大な物質が蓄積されていることになる。寿命を迎えたなどの

理由で解体された建築物や社会インフラは，循環資源として再利用されるか，

または最終処分される。

　このような社会経済活動を営んでいる我が国において，自然災害の発生に

より建築物や社会インフラは損壊し，寿命を迎えることなく，一瞬にして廃

棄物（災害廃棄物）へと姿を変えるのである。繰り返しになるが，我々の身

の回りの日常品，耐久消費財，建造物などは，潜在廃棄物として存在してい

ることを認識しておかなければならない。しかも，災害の規模によっては，

発生する災害廃棄物の量が平年の廃棄物排出量に匹敵する場合もあることも

認識しておかなければならない。阪神・淡路大震災を例にあげると，災害廃

棄物量１９５８万トン１４）という，我が国の一般廃棄物発生量５１６０万トン（１９９８年

度）の約４０％，また兵庫県下の一般廃棄物発生量２８２万３０００トン（１９９８年度）

の約７年分に相当する膨大な廃棄物が発生している。

　首都圏を対象に，災害廃棄物の発生量を試算した例を紹介する１５）。相模湾
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輸入資源
（759）

輸入製品（56）

輸入
（815）

国内資源
（831）

天然資源等
投入量
（1,646）

総物質
投入量
（1,874）

含水等（注）
（289）

輸出（159）

蓄積純増（817）

エネルギー消費および
工業プロセス排出（498）

食料消費（95）

施肥（15）

自然還元（82）

最終処分
（32）

減量化（238）

廃棄物等
の発生
（579）

循環利用量（228）

（単位：百万トン）

図１‐３　我が国における物質フロー

注　含水等：廃棄物等の含水等（汚泥，家畜ふん尿，し尿，廃酸，廃アルカリ）および経済活動に伴う
土砂等の随伴投入（鉱業，建設業，上水道業の汚泥および鉱業の鉱さい）

出典　環境省編『環境・循環型社会白書 平成２０年版』日経印刷，６３頁，２００８年



を震源地とする南関東地震を対象とし，首都圏で過去最大の被害をもたらし

た関東大震災と同規模の地震を想定し，東京都，神奈川県，埼玉県からの災

害廃棄物の発生量が求められている。各都県市が設定している災害廃棄物の

原単位に，災害棟数とその床面積から算出したものである。表１‐４には，計

算に用いられた東京都が設定していた原単位を示している。その結果，震源

に近い神奈川県が５５５４万トン，次いで東京都が２１３５万トン，埼玉県が３４９万ト

ンとなっており，１都２県の合計は８０３８万トンに達するとしている。また，

表１‐５には，八都県市廃棄物問題検討委員会による首都圏の７都県市におけ

る震災廃棄物の発生量の算出量を示しており，その量は９６０２万トン１６）と阪神・

淡路大震災の約４．９倍という大きな発生量になっている。

　試算されている災害廃棄物の発生量は膨大であるが，実感として分かりに

くい。表１‐４に示す発生原単位を見てみると木造の１棟当たり２９．３１トンの

廃木材やコンクリートがらが発生するとしている。我が国の一般廃棄物の原
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表１‐４　災害廃棄物発生量の原単位（東京都）

 （単位：トン／棟）

合　計その他金属くずコンクリートがら廃木材廃棄物種別

２９．３１１３．５２０．７３７．９１７．１５木造（９３．７m２）

倒壊 ２３０．７００．５９８．２８２１７．８０４．０３RC構造（２１２．２８m２）

１９５．８６０．８０６．６１１３８．５１４９．９４Ｓ造（２４４．８m２）

１９．８２１１．１５０．７３７．９１０．０３（９３．７m２）焼失

注　（　　　）内は，１棟当たりの床面積

表１‐５　首都圏７都県市からのがれき発生量

 （単位：千トン）

７都県市注神奈川県東京都千葉県埼玉県

―３，９２８１，４５４―５８７木質系

可燃物系 ―３，０８５―――その他

１１，７６６７，０１３１，４５４２，７１２５８７小　計

―３４，０９５１０，３０１―２，７６５コンクリートがら

不燃物系
―３，６１２７３２―１３９金属くず

―１０，８２０８，８６４――その他

８４，２５６４８，５２７１９，８９７１２，９２８２，９０４小　計

９６，０２２５５，５４０２１，３５１１５，６４０３，４９１合　　　計

注　埼玉県，千葉県，千葉市，東京都，神奈川県，横浜市，川崎市



単位を１．１kg／人・日とすると，木造１棟当たりの災害廃棄物量は，７３年分

の一般廃棄物量に相当する。一人の人間が，一生涯に排出し続ける廃棄物量

にほぼ相当することになる。地震をはじめとする自然災害によって発生する

災害廃棄物は，まさに潜在廃棄物なのである。

 

�   災害に関する法律と災害廃棄物処理計画

　図１‐４は，災害廃棄物に関連する法律と処理計画の位置づけを整理したも

のである１７）１８）。災害対策基本法に基づき，中央防災会議は，我が国の災害対

防災体制の整備と災害廃棄物の発生状況４
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図１‐４　災害廃棄物に関する法律と処理計画の位置づけ

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

（１９７０年法律第１３７号）

災害対策基本法（１９６１年法律第２２３号）
防　災　基　本　計　画

大規模地震対策特別措置法　（１９７８年法律第７３号）

防　災　業　務　計　画

震災廃棄物対策指針　（１９９８年１０月）
水害廃棄物対策指針　（２００５年６月）

大都市圏震災廃棄物
処理計画
作成の手引き
（２０００年３月）

都道府県
地域防災計画

市　町　村
地域防災計画

水　防　法
（１９４９年法律第１９３号）

都道府県
震災廃棄物処理計画
水害廃棄物処理計画

市　町　村
震災廃棄物処理計画
水害廃棄物処理計画

（災害廃棄物処理計画） （災害廃棄物処理計画）

（厚生省１９９６年，環境省２００１年・２００５年修正）



策の根幹をなし，防災分野の最上位計画である「防災基本計画」を作成する。

この防災基本計画に基づき，指定行政機関である環境省では「防災業務計画」

を，地方公共団体は「地域防災計画」を作成しているところである。さらに，

環境省は「震災廃棄物対策指針」「水害廃棄物対策指針」（巻末資料参照）を

災害廃棄物の処理を担う市町村に示し，災害廃棄物処理計画の策定等，災害

廃棄物の処理に係る防災体制の整備を促している。

　震災廃棄物対策指針および水害廃棄物対策指針では，①廃棄物処理に係る

防災体制の整備［事前対策］：一般廃棄物処理施設の耐震化・浸水対策，災害

時応急体制の整備（相互協力体制，し尿処理体制，緊急出動体制，一般廃棄

物処理施設の補修体制など），災害廃棄物の処理・処分計画の作成（災害廃棄

物の収集運搬計画，がれき等の発生量の推計，仮置場の確保と配置計画，が

れき等の処理・処分計画の作成，有害廃棄物対策，都道府県等の支援，住民

への啓発・広報など），②災害発生時における災害応急対策［初動対策］：被

災地の状況把握，災害による廃棄物の処理，仮設トイレ等のし尿処理，生活

ごみやがれき等の処理，③災害復旧と復興対策［復興対策］：一般廃棄物処理

施設の復旧，災害廃棄物の処理，についての指針が示されている。

　阪神・淡路大震災後，災害を未然に防ぐ「防災」には限りがあるとの認識

から，被害の発生を想定した上で，災害に伴い発生する被害を低減させると

するための取り組み，つまり「減災」が唱えられている。廃棄物処理施設の

耐震化や浸水対策など，個別に対策を打てるものについては，被害を回避す

るための事前の対策（防災）が有効に機能する。しかし，災害に伴う廃棄物

処理に係る多くのことの防災は困難であり，災害廃棄物の発生量の予測やそ

の処理方法を定める実行性ある処理計画を策定し，日頃から減災に努めるこ

とが重要である。環境省は市町村に対して，震災廃棄物処理計画および水害

廃棄物処理計画の策定を促しているが，２００７年４月時点でそれぞれ５０％と

４４％程度１９）であり，災害廃棄物の防災および減災体制の整備が急がれる。

�   災害廃棄物の発生状況

　表１‐６は，災害の種類別にみた災害廃棄物の特徴を示している２０）。災害廃
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棄物の排出特性として，震災，水害によらず，日常排出される一般廃棄物に

比べて量が膨大であり，しかも短期間に発生すること，また種々雑多な廃棄

物が，ときとして泥状となった土砂等も含めて混在として排出されることが

あげられる。震災廃棄物と水害廃棄物の大きな相違は，震災においては家屋

損壊数が多いことからがれき類（コンクリート類，木くず類）が大量である

こと，水害廃棄物では家財などの家屋内から発生する廃棄物が多く，しかも

水分を多く含み，土砂等の付着が見られるところに特徴を有する。これら災

害廃棄物の性状の相違は，収集，運搬，処理方法に大きな影響を及ぼすこと

になる。

　災害廃棄物の時系列的な排出およびフローについては，建造物の倒壊によ

る道路上の災害廃棄物は，緊急車両や緊急物資車両等の走行の妨げとなり，

また交通渋滞を引き起こすことから，災害発生直後に搬出されることになる。

次に，倒壊等によって二次災害の危険性のある家屋の解体に伴い発生する廃

棄物が排出される。排出された災害廃棄物は，一時的な集積所である仮置場

に，各被災現場から搬入される。計画的な損壊家屋の解体と排出が望まれる

が，復興を急ぐあまりに無秩序な排出となりがちである。生活ごみやし尿は，

災害にかかわらず排出される。ライフラインが復旧していない状況下におい

ては，生活ごみにカセットボンベが混入するなど，平常時とは大きくごみ質

が変化することにも留意しなければならない。

　災害廃棄物の処理形態について，石橋らは考察を加えている２１）。災害廃棄
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表１‐６　災害の種類別にみた災害廃棄物の特徴

水害廃棄物震災廃棄物災害廃棄物の種類

・突発的かつ大量に発生する。
・排出は，被災直後一斉に，家屋前の路地
等に行われる。
・河川決壊など低地部に被害が集中する。

・突発的かつ大量に発生する。
・排出は，短い期間に集中して行われる。
・重機による解体作業となる。
・耐震性の弱い建造物が被害を受けやす
く，被災建造物が点在する。

発生状況

・床上・床下浸水による家財が多い。
・発生現場での分別は困難。
・流入した土砂が多く付着し，水分を多く
含み，腐敗しやすい。

・損壊家屋の解体廃棄物と家財等になる。
・解体作業の管理により分別が期待できる
　（拙速な片付けはミンチ解体を助長す
る）。
・コンクリートがら，木くずが多い。

廃棄物の特徴

出典　石橋稔・加藤隆也・日高正人「特集：災害時における廃棄物対策（災害廃棄物処理に関する現状と今後
の課題）」『都市清掃』第６１巻第２８１号，５２～５９頁，２００８年
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表１‐７　主な震災・水害における被害状況と災害廃棄物の発生量

新潟県中越沖地震能登半島地震新潟県中越地震阪神・淡路大震災名　称

２００７年７月１６日２００７年３月２５日２００４年１０月２３日１９９５年１月１７日発生年月日

６．８
６．９６．８７．３

地震の規模
（マグニチュード）

規　

模
６強６強７７最大震度

柏崎市，刈羽村輪島市，七尾市，志
賀町

長岡市，旧山古志村，
小千谷市

神戸市，西宮市，淡
路島

主な被災地域

死者 １１人
負傷者 ２，３４３人

死者 １人
負傷者 ３４１人

死者 ６８人
負傷者 ４，８０５人

死者 ６，４３４人
行方不明者 ３人

人的被害

家屋全壊 １，２４４棟
半壊 ５，２４１棟
一部損壊 ３４，２７７棟
合計 ４０，７６２棟

家屋全壊 ６３８棟
半壊 １，５６３棟
一部損壊 １３，５５３棟
合計 １５，７５４棟

家屋全壊 ３，１５７棟
半壊 １３，８０８棟
一部損壊 １０３，８５４棟
合計 １２０，８３７棟

家屋全壊 １０４，９０６棟
半壊 １４４，２７４棟
一部損壊 ３９０，５０６棟
合計 ６３９，６８６棟
焼失 ７，５３４棟

被害状況

３６０，２２８トン
（２００８年９月現在）

石川県 ４３０，９６３トン４９４，９７９トン総計 約２，０００万トン災害廃棄物量

新潟県 １，１２１，０００トン石川県 ４９７，０００トン新潟県 １，１２１，０００トン兵庫県 ２，５１０，０００トン
廃棄物量（２００６年
度）

台風２３号福井豪雨新潟・福島豪雨東海豪雨名　称

２００４年１０月１８～２１日２００４年７月１７～１８日２００４年７月１２～１４日２０００年９月８～１７日発生年月日

前線，台風２３号
四国地方，大分県総
雨量 ５００mm超
避難勧告 ８０４，５０６人

梅雨前線
美山町・時間雨量  
９６mm
九頭竜川水系・足羽
川等決壊
避難勧告 １２１，６８１世帯

梅雨前線
栃 尾 市・総 雨 量 
４２７mm
信濃川水系・刈谷田
川等決壊
避難勧告 ２４，６６９世帯

停滞前線，台風１４・
１５・１７号
名古屋市・日降水量
４２８mm
新川河川決壊
避難勧告 ５７９，４５１人

気象・被害概況

京都府，兵庫県（豊岡
市），香川県，岐阜県

福井市，美山町三条市，見附市名古屋市，西枇杷島
町

主な被災地域

死者 ９５人
行方不明者 ３人
負傷者 ５５５人

死者 ４人
行方不明者 １人
負傷者 １９人

死者 １６人
負傷者 ４人

死者 １０人
負傷者 １１５人人的被害

床上浸水 １４，３２３棟
床下浸水 ４１，１３２棟
合計 ５５，４５５棟
家屋損壊 １９，６４０棟

床上浸水 ４，０５２棟
床下浸水 ９，６７４棟
合計 １３，７２６棟
家屋損壊 ２０１棟

床上浸水 ２，１４９棟
床下浸水 ６，２０８棟
合計 ８，３５７棟
家屋損壊 ５，４４８棟

床上浸水 ２２，８９４棟
床下浸水 ４６，９４３棟
合計 ６９，８３７棟
家屋損壊 ３１２棟

被害状況

兵庫県 ６７，３９１トン
京都府 約３０，０００トン
香川県 ２４，０００トン超

福井市 １９，０００トン
三条市，見附市，中
ノ島町 ５６，２８９トン

愛知県 ８１，４００トン災害廃棄物量

兵庫県 ２，５１０，０００トン福井県 ３１９，０００トン新潟県 １，１２１，０００トン愛知県 ２，９４３，０００トン
廃棄物量（２００６年
度）

注　原本に，被災自治体にヒアリングの上，著者が一部，データを更新する。
出典　丸山雅司「新潟県中越沖地震における災害廃棄物の処理について」『生活と環境』第５３巻第３号，２１頁，２００８
年



物の処理形態を，２種類に類型化している。発生した災害廃棄物にあまり手

を加えず，発生現場から既設の中間処理施設や最終処分場にそのまま廃棄物

を移動させるケースと，発生現場や仮集積場などでなるべく分別作業を取り

入れ，リサイクルや焼却処理の比率を上げ，最終処分量を減じることに努め

るケースの２分類である。両ケースについての事業費を算出しており，後者

は前者に比べて，仮置場における分別作業等の中間処理費用が増すものの，

分別により廃棄物の運搬効率が向上し運搬関連費用が大幅に削減され，また

リサイクル率や可燃物の焼却率が向上することによって外部に委託する処理

量が減少するなどの理由により，総事業費は小さくなるとしている。

　近年発生した主な地震・水害における被害状況と災害廃棄物の発生量を表

１‐７に示す２２）。水害に伴い発生する災害廃棄物発生量に比べて，震災に伴い

発生する災害廃棄物量が多いようである。水害に比べて震災のほうが損壊を

受ける家屋数が多く，水害に伴う災害廃棄物は家財が主であるためと考えら

れる。新潟県中越沖地震では約５０万トンの災害廃棄物が発生している。災害

廃棄物の９２％が解体廃棄物で，家屋等の解体に伴うコンクリートがら（５１％）

と廃材・木くず（２５％）で全体の７６％を示している２３）。それに対し，福井豪

雨災害においては約２万トンの災害廃棄物が発生し，その大部分が家財由来

であり，可燃性ごみが７４％を占めていたとしている２４）。

 

　阪神・淡路大震災以降の災害においては，被害状況はもちろんのこと，災

害廃棄物に関する情報も記録，蓄積されつつある。その一部は，廃棄物専門

誌等において災害廃棄物に関する特集記事２５）２６）２７）２８）２９）により紹介されている。

しかし，大規模な災害が頻発している状況にあっても，災害対応に関する知

識が被災市町村，被災都道府県の担当部局あるいは担当者個人の経験知ある

いは暗黙知となっていることが多く，災害対応の実践的・体系的な知見の蓄

積や知識の共有化が十分といえないのが現状である。また，貴重な災害廃棄

急がれる災害廃棄物学の創設５
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物情報には必ずしも統一性がなく，災害間の情報の比較や解析を困難として

いる。このようなことから，災害廃棄物に関する統計の標準化と解析に資す

る情報の集積による知見の体系化が急がれる。

　災害の発生とともに，被災市町村，被災都道府県は，ただちに被害状況を

的確に把握し，災害廃棄物について計画的，総合的，迅速な対応を講じる必

要がある。１９９８年には震災廃棄物対策指針，２００５年には水害廃棄物対策指針

が設けられ，自治体は指針に基づき震災廃棄物処理計画および水害廃棄物処

理計画を策定することとなる。自治体による災害廃棄物処理計画の策定状況

は，２００７年４月の時点で４５～５０％程度と，計画そのものも十分に用意されて

いない状況である３０）。災害復旧や復興の計画を立てる上で，最も基本になる

のが災害廃棄物発生量の推計である。しかし，この推計方法一つを取ってみ

ても，実際の発生量との整合がとれていない場合が多い３１）。災害時に排出さ

れる廃棄物の性状や排出状況は，災害の種類，被災時の季節，被災地の地域

特性，被災者が置かれている心理状況にも影響を受け，一概に予測すること

は難しい。迅速かつ適正な災害廃棄物の処理を可能とするためには発生量だ

けではなく，災害廃棄物のフローを考慮した災害廃棄物の処理計画策も重要

である。生活に伴い発生する都市ごみと比べ，突発的に発生し，発生量も膨

大であり，量と質の予想がつきにくいのが災害廃棄物であり，それを処理す

る計画，計画を立てるための経験や知見の集積，基礎的な定量情報が不可欠

である。

　このような中，我が国には災害廃棄物を専門とする研究者らが極めて少な

く，早急に専門の行政者，技術者，研究者の育成が望まれている。本書は，

「災害廃棄物学」なる研究領域の開拓と１日も早い確立を期待し，被災者で

ありながら自ら現場の最前線で災害廃棄物の対応にあたられた方々の貴重な

経験や知見を多くの方に伝えることを目的の一つとして，アメリカで発生し

た未曾有のハリケーン，カトリーナでの災害廃棄物の事例も交えながら，近

年の災害における震災廃棄物および水害廃棄物の処理対応，対策，処理計画

について取り上げたものである。
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