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�   大震災の概要

　１９９５年１月１７日５時４６分，阪神地域と淡路島を襲った阪神・淡路大震災は

未曾有の被害をもたらした。震源は淡路島北部，震源の深さは１６km，マグニ

チュードは７．３であった。震度は神戸市と洲本市で震度６を記録し，一部地域

では実地検分により震度７が適用された。また，北は新潟県，南は鹿児島県

の広い範囲で震度１が記録された。

　この地震の特徴として以下の３点が上げられる。

①　大都市を襲った直下型地震である。

②　観測史上最高の震度７を記録した。

③　一部地域では，横揺れを上回る縦揺れが観測された。

�   被害の概況

　大震災の人的被害は，死者６４３４名，負傷者４万３７９２名にのぼった。被害を

受けた家屋は，全壊１０万４９０６棟，半壊１４万４２７４棟，一部損壊３９万５０６棟であっ

た（写真２‐１）。被害は大阪府にも及んだが，大部分が兵庫県，なかんずく

阪神・淡路大震災がもたらした被害１
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写真２‐１　須磨区の被災状況 写真２‐２　破断した橋脚



神戸市に多大な被害をもたらした。例えば，死者数でいえば，兵庫県内で６４０２

名（９９．５％），神戸市内で４５７１名（７１．０％）であった。そこで，この章では，

特に断らない限り，統計データは兵庫県のものを使用し，また，特に詳細な

データが必要な場合は，神戸市のものを使用することとする。

　家屋の被害としては，直接地震によるものに加え，神戸市内で直後に発生

した火災により，全焼６９６５棟，半焼８０棟が発生した。地震による水道管の破

断が被害を大きくした。

　大震災によって市民権を得たことばの一つが「ライフライン」である。電

気，水道等寸断されたライフラインの応急復旧に要した日数を以下に記して

おく。

　電気　　１月２３日（７日間）

　電話　　１月３１日（１５日間）

　水道　　４月１７日（９１日間）

　ガス　　４月１１日（８５日間）

　下水道　５月３１日（１３５日間）

　鉄道は，JR新幹線，JR在来線，阪急，阪神，山陽電鉄，神戸電鉄などすべ

て大きな被害を受けた。特に市街地の南を通る阪神の被害は大きかった。ま

た，従来地震に強いといわれていた地下鉄も，開削工法により施工された一

部区間が被害を受け，運転不能となった。

　高架である阪神高速道路神戸線の倒壊は，この大震災を象徴するものとし

て，当時多くのメディアで紹介された（写真２‐２）。他にも，湾岸線など高

架道路は，大きな被害を受けた。また，市街地と埋立地を連絡する橋梁は，

５橋すべてが大きく損傷した。一般道路では，亀裂や段差，歩道の損傷など

が市内全域に発生した。また，倒壊家屋が道路をふさぐ例も見られた。

　神戸港の港湾施設では，水際線の大部分が被害を受けた。防波堤や護岸が

倒壊し，物揚場やコンテナバースが使用不能となり，港湾機能が長期にわた

り損なわれた。
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�   廃棄物処理施設の被害と復旧

１　中間処理施設

　被災地では，１７か所の焼却施設が被害を受けている。軽度なものでは漏水

から，比較的大きなものでは煙突の破損，炉内レンガの脱落，クレーンの脱

輪などが認められた。被害の比較的大きい神戸市の５クリーンセンターの被

害状況を表２‐１，写真２‐３に示す。

　ごみクレーンのレールは，西クリーンセンターと落合クリーンセンターで

フックボルトが多数緩んでおり，締め増しが必要であったが，全般的に被害

の大きかった臨海部の３クリーンセンターでは，クレーン関係の被害はな

かった。一方，外構関係は逆に臨海部の３クリーンセンターで，液状化現象

により基礎杭を打っていない箇所が４０～５０cm程度沈下し，建物と外構との接

続部がすべて破損した。

　焼却炉の運転再開までの経過を西クリーンセンターの例で記す。震災発生

時に夜勤に就いていた職員は，全員中央管制室に集まり，安全を確認した。

蒸気タービンが，異常振動のため保護装置が働いて停止し，電力会社からの

送電も停止したが，非常発電機が起動したため，焼却炉は安全に停止するこ

とができた。

　日勤者が出勤してからは，職員全員の安否確認を行うとともに，施設の被

害状況の把握に努めた。幸いにも当日中に全員の安否を確認することができ，
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写真２‐３　被災した東クリーンセンター
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表２‐１　クリーンセンターの被害状況

備　　　考
西クリーンセン
ター

苅藻島クリーン
センター

港島クリーンセ
ンター

落合クリーンセ
ンター

東クリーンセン
ター

施　設　名

６００トン／日
（２００トン×３）

６００トン／日
（２００トン×３）

４５０トン／日
（１５０トン×３）

４５０トン／日
（１５０トン×３）

６９０トン／日
（２３０トン×３）

施　設　能　力

１９９５年１月１９９０年３月１９８４年３月１９７９年１１月１９７５年５月竣　工　年　月

大・中・小は
５クリーン
センターを
便宜的に比
較したもの

小小小中やや大プラント

被害の
度合

大中中中大建　　物

小中中小大屋外関係

①ごみクレーン
レールの曲が
り

②低圧コンデン
サ フ ィ ン
チューブ一部
変形

③ボイラ受水槽
漏水

④放流水槽ひび
割れ

①ごみ計量器
ピット破損
②計量棟送り電
源断線
③高架水槽漏れ
④高圧引き込み
ケーブル損傷

①各種配管の漏
れ
②計量器故障
③電気集塵器硝
子パッキン破
損・集塵板等
変形
④高圧引き込み
ケーブル損傷

① ご み・灰 ク
レーンレール
の曲がり
②温水タンクひ
び割れ
③ガス冷後部鉄
骨プレス曲が
り
④EPバイパス
ダクト点検口
落下
⑤苛性貯槽排水
配管ひび割れ

①計量器故障
②助燃バーナ用
灯油タンクの
傾き
③放流水配管破
断
④特高引き込み
ケーブル地盤
沈下による損
傷

プラント

被害の
概要

①外壁（ALC板）
の一部脱落

②ごみピット，
炉室等壁の一
部破損

③炉室トップラ
イト破損

①渡り廊下等の
受梁エキスパ
ンション金物
破損
②食堂損壊
③ランプウエイ
基礎ひび割れ
④エレベーター
故障

①エキスパン
ション金物破
損
②食堂損壊
③渡り廊下受梁
破損

①炉室鉄骨プレ
ス曲がり
②冷却塔ヤード
ALC板一部脱
落
③煙突ひび割れ

①煙突ひび割れ
②玄関ひさし変
形
③ごみ積出場破
損
④食堂一部破損
⑤投入ステージ
鉄骨プレス曲
がり

建　　物

①搬入路アス
ファルト舗装
一部割れ

②場内インター
ロッキングず
れ

③外灯等破損

①構内全体に４０
～５０cm の地
盤沈下
②上水・工水埋
設管破損
③屋外排水管破
損
④井戸ケーシン
グの折損

①構内全体に４０
～５０cm の地
盤沈下
②上水引き込み
管漏れ
③屋外・土間下
排水管破損

①煙突横の石積
部沈下

①構内全体に４０
～５０cm の地
盤沈下

②護岸沈下・１
mずれ
③上水・工水埋
設管破損
④土間下排水管
破損，便所浴
室使用不能

屋外関係

１月１７日１月２０日１月１７日１月１７日１月１７日電　　話

引き込
み関係
復旧日

１月１７日１月１７日１月１７日１月１７日１月１９日電　　気

１月２４日２月６日２月１０日１月１７日
４月３０日

（１月２９日：灯油）
ガ　　ス

１月２０日
２月６日

（３月１日：工水）
２月１０日１月２２日

２月１９日
（４月１２日：工水）

上 水 道

１月２４日２月６日２月１１日１月２３日２月２０日運 転 再 開 日

出典　廃棄物学会「災害廃棄物フォーラム講演論文集」１９９６年４月２５・２６日



また運転再開に重大な障害をもたらす被害もないことが判明した。

　西クリーンセンターの収集エリアである西区および垂水区は，地震の中心

地から外れていたため，被害は比較的小さく，ごみの収集も地震の翌日から

再開された。しかし，水道，ガスのライフラインが復旧しないため運転再開

ができず，ごみピットが徐々に満杯になってきたので，トラックに積み込め

るようクレーンバケットを小型のものに取り替え，ごみを埋立処分地に搬送

した。２０日には水道が復旧したが，後は立ち上げ時だけに必要なガスが来な

かったため，２４日に廃木材で立ち上げる準備をしていたところ，ようやくガ

スが通じ，無事に立ち上げることができた。

　焼却炉の運転再開の目途が立つまで，職員は，保安要員を除いて区役所等

へ食料や衣料の救援物質運搬やごみ収集の応援に出向いた。

　臨海部のクリーンセンターでは，市街地とを結ぶ橋梁が甚大な被害を受け

たため，ライフラインの復旧も遅れ，表２‐１に示すように運転再開は２月に

ずれ込んだ。

２　最終処分場

　兵庫県内の被災地には２３の最終処分場が設置されていたが，幸いにも，そ

の被害は比較的軽度であった。貯留構造物や排水処理施設，管理棟の倒壊な

どの重大な被害は発生せず，すみやかに廃棄物の受け入れが再開された。

　山間処分場では，排水処理施設の配管の破断やガス抜き孔の転倒，道路舗

装のクラック程度であった。また，臨海部では，コンクリート擁壁の目地部

のずれが認められたが，目地部の補修で対応できる範囲であった。

　神戸市が設置している布施畑環境センターおよび淡河環境センターの２施

設についても，震災直後より供用を再開し，災害廃棄物を受け入れた。
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�   し尿処理

　震災当時，神戸市の水洗化率は，９７％に達していたため，バキューム車は

市街地５台，郊外区１９台のみであった。一方，神戸市内の避難所は５９９か所設

置され，避難人数は２２万６８９９名にのぼったため，市民のトイレの確保とし尿

処理・メンテナンスが大きな問題となった。

１　仮設トイレ

　神戸市には，仮設トイレの備蓄が皆無に近い状況であったため，最大時３０００

基に達した仮設トイレのほとんどを他都市，業界，企業等からの支援に頼っ

た。配置に当たっては，当初は１人１日当たりの排出量を１．４ �とし，２５０人

に１基（標準容量３５０ �）の基準で配置した。優先順位は，まず避難所，病院，

テント村とし，次いで駅，バスターミナル，商店街とした。配置基準は，ト

イレの提供数の増大と避難者数の減少により，１週間後には１５０人に１基，

２月５日には７５人に１基の割合で配置することができるようになった。神戸

市に提供されたトイレの種類と数量を表２‐２に，また市内設置状況を表２‐

３に示す。

一般廃棄物の処理２
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表２‐２　仮設トイレの種類と提供数

提供元基数トイレの種類

環整連，地方公共団体，民間１，９５５箱形トイレ

東京２３区，民間８１５組立式トイレ

トイレメーカー６特殊なトイレ

２，７７６合計

出典　表２‐１と同じ



２　し尿収集

　仮設トイレのし尿収集は，当初は神戸市直営車両５台，全国環境整備事業

協同組合連合会（以下，環整連）の応援車両２５台と他都市の支援によって行

われたが，２月１日からは，環整連の応援に代わって社団法人兵庫県水質保

全センターに業務委託した。さらに６月１日以降は，長期化することが予測

されたため，神戸市水質保全協会へ業務委託した。

　搬入先は震災前までは，高松作業所１か所であったが，効率的な収集運搬

のため，垂水下水処理場，ポートアイランド下水処理場に直接投入を行った。

また，東灘下水処理場の被害が大きく，直接投入ができないため，１５トン級

の大型し尿中継車を配置した。
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表２‐３　トイレの設置実績

備　　考
水道の復旧
（供給戸数）

撤去件数上水道　
　通水率

収集台数避難者数避難所数設置基数日　時

６５０，０００戸
（震災前）

２３６，８９９人７か所７９基１月１８日
１５５，０００戸２３．８％２５１５５か所２８０基１月２０日

２５２１６か所５２４基１月２１日
４２．６％７２４基１月２２日

１，１４３基１月２４日
４４．７％２３２，４０７人４６２か所１，４７３基１月２５日

３８２，０００戸５３．４％２５２，３８１基１月３１日
２，４２１基２月２日

６１．０％２０９，５５２人２，６７４基２月４日
７０．２％２，８２６基２月７日

２，８７１基２月９日
７５．８％１８８，０９５人２，９２４基２月１１日

１１５４６か所２，９５５基２月１３日
５００，０００戸７９．６％１７７，６８６人�ピーク３，０４１基２月２０日

８７．２％１６１６８，０４４人５４６か所３，０２７基２月２５日
６０８，０００戸７４基９３．６％１５６，８０５人２，９３８基３月１日

２６３基２，８２８基３月７日
９４１基９９．１％１３４５１か所２，２１４基３月３１日
１，９４１基６３０４か所１，２１６基４月３０日

（４月２５日）４２３７か所７５０基５月３１日
２，９１９基３１８６か所４９１基６月３０日

（６月２９日）２１４３か所３９２基７月３１日
２９７か所２２０基８月３１日

１４２基９月３０日

注　収集台数は直近１週間における１日当たりの平均台数
出典　財団法人神戸都市問題研究所『都市政策』第９３号，１９９８年



�   ごみ処理

　神戸市の震災時のごみ処理体系は，家庭系一般廃棄物については，家庭ご

み（生ごみ類）は５か所のクリーンセンターで焼却，荒ごみ（粗大ごみ＋不

燃ごみ）は２か所の環境センターに直接埋立，空き缶は分別回収であった

（現在は，燃えるごみ，燃えないごみ，缶・びん・ペットボトル，カセット

ボンベ・スプレー缶，大型ごみの５分別となっている）。一方，事業系一般廃

棄物は，可燃ごみと不燃ごみに分けて収集され，それぞれクリーンセンター

と環境センターに運搬・処理されていた。

１　収集・運搬

　環境局の直営収集は，被害の比較的軽微であった北区，西区では震災の翌

日から再開した。被害の大きい地域でも，１月２０日には一部再開し，２１日は

全区で収集を再開した。

　しかし，ライフラインの復旧の遅れなどにより，クリーンセンターの運転

再開が遅れたため，また，道路の寸断，交通渋滞により効率的な収集・運搬

が不可能になったため，表２‐４のとおり家庭系ごみ用の仮置場を設置した。

仮置場では，パッカー車で収集されたごみを仮置きし，ショベルカーで大型

車に積み込んだ後，当初は主として環境センターに運搬した。収集に当たっ

ては，衛生面から家庭ごみを優先した。仮置場の状況を写真２‐４に示す。冬

季のため気温が低く，腐敗がそれほど進行しなかったのが救いであった。
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写真２‐４　東灘区の家庭系ごみ仮置場



２　発生量

　家庭ごみの発生量は，表２‐５�に示すように，１月は市外への避難等の影

響で減少したものの，それ以降は横ばい，ないし微減で推移した。

　一方，荒ごみは，震災で破損した家具等を排出するため，表２‐５�に示す

ように１～３月は例年の２倍を越え，特に２月は５倍を上回った。８月以降

徐々に減少したが，被害の大きい既成市街地では通年でも２倍を超えた。

　家庭ごみにも，瀬戸物，ガラス等の不燃物が目立ち，クリーンセンターの

残滓率は，西宮市同様，通常の２倍程度まで上昇した（第５章３�参照）。
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表２‐４　家庭系ごみ用仮置場設置状況

小野浜グランド２遠矢浜グランド兵庫突堤大阪ガス跡地小野浜グランド１東CC隣地中継地名

①中央区小野浜
町

②５，０００m２

①兵庫区遠矢浜
町

②５，０００m２

①兵庫区築地町
②３，０００m２

①長田区南駒栄
町
②１０，０００m２

①中央区小野浜
町
②５，０００m２

①東灘区魚崎浜
町
②１８，０００m２

①中継場所
②規模

中央区兵庫区・長田区
の一部

兵庫区・長田区
の一部

兵庫区・長田区・
須磨区の一部

灘区・中央区・
兵庫区の一部

東灘区・灘区・
中央区の一部

搬入該当区

①混在ごみのう
ち可燃系ごみ

②約２，９００トン

①不燃系ごみ
②約１１，６００トン

①不燃系ごみ
②約３，７５０トン

①不燃系・可燃
系混在ごみ
②約９，０００トン

①不燃系・可燃
系混在ごみ
②約２１，８００トン

①可燃系・不燃
系混在ごみ
②約４３，２００トン

①搬入ごみ
②搬入ごみ量

・港島CCの焼
却停止

・交通渋滞によ
る収集効率低
下

・兵庫突堤中継
地閉鎖のため

・交通渋滞によ
る収集効率低
下
・兵庫突堤中継
地閉鎖のため

・交通渋滞によ
る収集効率低
下

・交通渋滞によ
る収集効率低
下

・東CCの焼却
停止
・不燃系ごみの
中継施設損壊
（７年１０月より
東CC中継再開）

中継理由

苅藻島クリーン
センター

布施畑環境セン
ター

布施畑環境セン
ター

布施畑環境セン
ター

布施畑環境セン
ター

布施畑・淡河環
境センター

搬出先

１９９５/１/２６～
２/４（１０日間）

１９９５/４/１～
１０/３１（１８３日間）

１９９５/２/２５～
３/３１（３５日間）

１９９５/２/２～
２/２６（２５日間）

１９９５/１/２３～
１０/３１（２５１日間）

１９９５/１/２４～
９/３０（２５０日間）

中継期間

１９９５/１/２６～
２/２８（３４日間）
名古屋市の応援
約１，５００トン

１９９５/４/１～
４/８（８日間）
札幌市の応援　
約１５０トン

応援なし１９９５/２/６～
３/３（２６日間）
東京都の応援　
約４，５００トン

１９９５/１/２６～
２/２８（３４日間）
名古屋市の応援
約１，４００トン

応援なし他都市応援分

①約１，４００トン
②約１４０トン

①約１１，６００トン
②約６５トン

①約３，７５０トン
②約１０５トン

①約４，５００トン
②約１５０トン

①約２０，４００トン
②約８０トン

①約４３，２００トン
②約１１５トン

①業者中継ご
み量
②日平均中継
量

約２００車（１４車／
日）

約２，２４０車（１２車
／日）

約６２０車（１８車／
日）

約７５０車（３０車／
日）

約３，８００車（１５車
／日）

約９，８７０車（４０車
／日）

中継車数

延べ１０台延べ３２１台延べ１４０台延べ５０台延べ６５９台延べ１，１９８台ショベル台数

出典　表２‐３と同じ



３　処理・処分

　震災直後は，全クリーンセンターがライフラインの途絶等によって運転を

休止していたため，家庭ごみも環境センターで処分していたが，１月２３日よ

り順次運転を再開し，２月２０日にはすべてのクリーンセンターが家庭ごみの

焼却を再開した。西クリーンセンターは，建替後の試運転を終えたところで

あり，大いに威力を発揮した。

　焼却再開後もごみの混合排出により炉内へ自転車や冷蔵庫等の異物が混合

したり，写真２‐５のようにクリンカーが異常に発生するなど，焼却炉の停止

に至るトラブルが頻発した。

　一方，荒ごみを搬入する環境センターには，災害廃棄物を運搬するダンプ

カーが殺到し，最悪時は１日１往復しかできなかったため，収集効率を上げ

るため，直営車用の搬入ルートを確保するなどの工夫が必要であった。
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写真２‐５　発生したクリンカー

表２‐５　全市家庭系ごみ排出量の推移（一部推計値）

�　家庭ごみ （単位：トン（上段１９９４年・中段１９９５年・下段１９９５年／１９９４年））

合計８～１２月７　月６　月５　月４　月３　月２　月１　月

３８４，３７６
３６６，００３
９５．２％

１６３，０５８
１５４，１９２
９４．６％

３２，４６１
３１，０７９
９５．７％

３２，２１８
３０，２９９
９４．０％

３３，４９５
３２，５８９
９７．３％

３１，７４２
２９，７１４
９３．６％

３１，７９３
３１，９２１
１００．４％

２７，５７５
２９，０８５
１０５．５％

３２，０３４
２７，１２４
８４．７％

�　荒ごみ

合計８～１２月７　月６　月５　月４　月３　月２　月１　月

１４２，６９９
２４６，２４２
１７２．６％

６１，７３３
６９，５６０
１１２．７％

１２，５０７
１７，８４９
１４２．７％

１１，９６３
１９，６９１
１６４．６％

１３，３４９
２０，２１９
１５１．５％

１３，７９１
２０，８１０
１５０．９％

１０，２１２
２８，６３９
２８０．４％

８，４４４
４３，７１９
５１７．８％

１０，７００
２５，７５５
２３８．１％

出典　表２‐３と同じ



 

�   災害廃棄物とは

　震災直後，災害廃棄物は，一般廃棄物か産業廃棄物かという議論があった。

兵庫県の解釈によれば，性状は産業廃棄物（将来産業廃棄物として発生する

予定であった物）であるが，市長が扱う限り一般廃棄物扱いとした。また，

施設設置許可の問題（都市計画法を含む）もあって，原則的にどちらと特定

せずにファジーなままで取り扱ったとしている。また，本来災害廃棄物とし

て別の区分を設けるべき，としている。

�   災害廃棄物発生量の原単位

　兵庫県は，災害廃棄物の発生量を把握するため，当初は発生原単位に基づ

き推計を行っている。災害時の既存原単位がないため，建設省（現・国土交

通省）の「建設副産物実態調査」の原単位（木造家屋０．４８トン／m２，鉄筋ビ

ル０．７６トン／m２）を用いて，１９９５年２月８日には発生量を１２８０万トンと推計

している。

　その後，県は原単位の調査を実施しており，木造家屋０．６２～０．７１トン／m２，

鉄筋ビル０．８５トン／m２と建設省の数値より大きな原単位を得ている。

　また，京都大学環境保全センターも原単位調査を行っており，木造家屋に

おいて，重量原単位０．６０～０．７８トン／m２，容量原単位１．５９～１．７７m３／m２で

あったとしている。

　同年６月１９日，県は，表２‐６に示すとおり参考となる原単位を市町に提示

した。それによれば，木造家屋の重量原単位を０．５７１トン／m２，容量原単位

を０．８４m３／m２としている。

災害廃棄物の発生３
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�   災害廃棄物量

　兵庫県は同年１１月末には，表２‐７に示すように住宅・建築物系と公共・公

益施設系とに分けて推計し，合計２０００万トン，２１１０万m３と推計している。

　一方，神戸市は，同年３月表２‐８に示す被災家屋棟数をベースに全壊家屋

の１００％，半壊家屋の６０％が解体されるとして災害廃棄物量を容量で推計して

いる。それによれば，要撤去数７万３８１７棟，木造家屋が７０１万m３，コンクリー

ト造ビル等（公共施設を含む）６３２万m３，鉄道，高速道等２８万m３としている。

　同年１１月には神戸市は，要撤去数６万５５０３棟（木造家屋６万２３９１棟，コン

クリート造３１１２棟）と計画を見直し，廃棄物量も重量で推計し直している。

それによれば木造家屋が４６５万トン，コンクリート造ビル等が３２８万トン，合

計７９３万トンとなっている。

　１９９８年３月末の最終実績によれば，神戸市が処理した災害廃棄物は，木質

系廃棄物４５９万８０００トン，コンクリート系３４３万７０００トン，合計８０３万５０００トン

にのぼった。
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表２‐６　解体廃棄物の発生原単位

原単位単　位ベース可燃／不燃種　類

０．１７９トン／m２重量可燃物木造

０．４７m３／m２容量

０．３９２トン／m２重量不燃物
（含金属） ０．３７m３／m２容量

０．１４トン／m２重量可燃物RC造

０．３６８m３／m２容量

１．３３トン／m２重量不燃物
（含金属） ０．８３２m３／m２容量

０．１４トン／m２重量可燃物鉄骨造

０．３６８m３／m２容量

１．１３トン／m２重量不燃物
（含金属） ０．５９m３／m２容量

注　１９９５年６月１９日兵庫県提示資料



�   被災家屋の解体撤去

　神戸市では，倒壊家屋の解体撤去を市の事業として行うこととして１月末

に市民に周知した。同時に「災害廃棄物解体処理事業実施要領」を策定して

いる。その概要を図２‐１に示す。

　実際には，被災者から申し出のあった倒壊家屋の解体撤去は以下の４方式

で行われた。

①　市発注

　　区を窓口として受付を行い，市が請負解体業者に発注，解体撤去を行う

方式である。処理量が膨大なため，単価契約とし，１９９４年度は１０４業者と，

１９９５年度は４１４業者と契約を行った。
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表２‐７　災害廃棄物の発生量

（１９９５年１１月３０日現在）

容量
（万m３）

重量
（万トン）

種　　　類

１，７６０１，４５０住宅・建築物系

３００４８０
道路・
鉄道等公共・

公益系
５０７０

公団・
公社等

２，１１０２，０００合　　　計

注　兵庫県災害廃棄物処理計画（概要）より

表２‐８　被災家屋棟数の推移

合計半焼全焼半壊全壊区分

９４，１０９３３１７，０４６３１，７８３５４，９４９
１９９５年２月
５日現在

１２９，６１１８０６，９６５５５，１４５６７，４２１
１９９６年２月
１日現在

出典　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８年３月

図２‐１　解体処理事業フロー

調　　査

運　　搬 仮　　置 焼却・埋立・リサイクル

解体撤去
申込受付

対象家屋等の優
先順位の決定

業者による
解体作業

自衛隊によ
る解体作業

出典　表２‐１と同じ



②　自衛隊

　　区を窓口として受付を行い，市が自衛隊に解体を依頼する方式である。

③　三者契約

　　市の災害廃棄物対策室で，建物所有者，業者，市の三者で契約を締結し

て解体撤去を行う方式である。解体を要する倒壊家屋が膨大であり，市発

注方式では処理に時間がかかるため，市発注方式を補完するものとして採

用した。

④　清算

　　市の外郭団体を窓口にし，緊急性等から震災直後に自己処理したものに

ついて，解体費用の支払い手続きを行ったものである。制度が整備される

までに実施したものについて適用した。

　解体撤去の受付件数と実際の撤去棟数を表２‐９に示す。解体撤去棟数は６

万１３９２棟，解体面積は７１２万４７１２m２であった。また，これとは別に大企業が

解体処理した建物は３９６棟，解体面積は５３万７６１７m２であった。

 

 

　災害廃棄物を処理する上において，まず必要なことは用地の確保であった。

公園等の用地は，仮設住宅用地など他の部門からの要望も大きい。幸い，神

戸市の場合は，臨海部の埋立地や内陸部の造成中の用地があり，何とか第一

次仮置場や積出基地，中間処理機能を備える仮置場や最終処分場に必要な面

積を確保することができた。

表２‐９　解体受付件数と実績

�　解体受付件数 （件）

合計清算三者契約市発注区分

６５，６１８６，５０８２８，３７２３０，７３８受付件数

出典　表２‐８と同じ

�　解体撤去棟数 （棟）

合計自衛隊清算三者契約市発注区分

６１，３９２１，０３９８，４４０２８，７２３２３，１９０受付件数

注　他に焼失家屋撤去４，１９０棟

処理用地の確保４
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�   第一次仮置場と積出基地

　大震災により交通が大渋滞したため，災害廃棄物の仮置場や最終処分地へ

の運搬は困難を極めた。このような中で道路上の倒壊がれきを緊急に撤去す

ることが肝要であり，表２‐ １０に示すとおり市内６か所に第一次仮置場を設

置した。

　また，混雑する陸路を避けて海上運搬をするため，また海面埋立地に災害

廃棄物を積み出すため，表２‐ １１に示すとおり６か所の積出基地が設置され

た。これらのうち，コンクリート系の積出は，当初は灘浜基地，長田基地か

ら行われ，１９９７年２月からは，ポートアイランド第２期（PI－２期）基地も

加わって，合計３４３万７０００トンを海面処分場に積み出した。一方，木質系廃棄

物は，残りの３基地からPI－２期の仮置場に４５万トンが，また脇浜基地は，

岡山県への域外処理の運搬にも利用された。

 

�   仮置場

　災害廃棄物を一時貯留し，また破砕，分別，焼却等の中間処理を行うため，

仮置場が設置された。震災直後は，布施畑，淡河両埋立処分地に処理能力を

大幅に超える搬入車両が集中し，周辺住民等から多くの苦情が殺到した。例

えば，ピーク時に布施畑処分場へは１日に５４００台，２万４０００トンが搬入され，

交通渋滞は１２kmに及んだ（写真２‐６）。そこで，表２‐ １２に示すように６か

表２‐ １０　第一次仮置場一覧

面積（ha）所在地名称

０．７東灘区魚崎浜球技場

０．５灘区灘浜緑地

１．２中央区磯上グラウンド

１．５中央区小野浜公園

１．７兵庫区御崎公園

２．０須磨区海浜公園駐車場

出典　表２‐１と同じ

表２‐ １１　積出基地一覧

対象廃棄物面積（ha）所在地名称

木質系２．０中央区脇浜

木質系１．２東灘区深江

木質系０．２兵庫区兵庫

コンクリート系５．０灘区灘浜

コンクリート系１．９長田区長田

コンクリート系２０の一部中央区PI－２期

資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８
年３月より作成
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所の仮置場を設置することとした。そのうち，本来最終処分場に共用されて

いた布施畑と淡河の両処分場は，破砕，分別，焼却，埋立のフル機能を有し

ており，木質系廃棄物４６０万トン中の３９０万トンと８５％の処理を受け持った。

�   埋立処分場

　神戸市の自前の埋立処分場は，表２‐ １３に示すように布施畑，淡河の２か

所である。他に焼却灰の処分先として，従前より大阪湾広域臨海整備センター

の埋立処分場を利用していた。しかし，これらの処分場は，貴重な管理型埋

立処分場であり，残土やコンクリートがら等の安定型廃棄物を処理すべきで

はなく，特に国際貿易港を抱える神戸市では，港湾関係の埋立地において従

前より建設残土やコンクリートがらを積極的に受け入れていた。

　そこで，震災前から準備を進めていた神戸港港湾計画の改定を予定どおり

行い，改定計画に基づいて，六甲アイランド南，摩耶埠頭，新港突堤東地区
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写真２‐６　布施畑環境センターへの搬入車 表２‐ １２　災害廃棄物用仮置場一覧

機能面積（ha）所在地名称

破砕分別・焼却・埋立１０２の一部西区布施畑

破砕分別・焼却・埋立３５の一部北区淡河

破砕分別・焼却・埋立２０の一部中央区PI－２期

破砕分別・焼却１０西区複合産業団地

破砕分別３西区友清

分別２中央区脇浜

注　PI－２期と脇浜は積出基地兼用
資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８
年３月より作成

表２‐ １３　埋立処分場一覧

区　　分
埋立容量
（万m３）

面積（ha）名　　　称

管理型２，３５０１０２布施畑環境センター

管理型７７０３５淡河環境センター

管理型／安定型１，５００１１３尼崎沖埋立処分場

管理型／安定型３，０００２０３泉大津沖埋立処分場

資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８年３
月より作成

表２‐ １４　港湾計画の概要

うち埋立
面積（ha）

全面積
（ha）

名　　　称

３３０３３３六甲アイランド南

１８．５５０摩耶埠頭

３４．５６４新港突堤東地区

注　他にPI－２期は埋立免許取得済み
資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業
務報告書」１９９８年３月より作成



の埋立免許を表２‐ １４のとおり取得し，災害廃棄物の受入を開始した。

 

　神戸市の災害廃棄物処理・処分の基本方針は，①市域内処理を基本とし，

必要に応じて市域外処理を行う，②解体現場での分別を徹底する，③木質系

廃棄物については減容化を図るため，破砕・焼却をする，④リサイクルを推

進する，というものであった。

�   仮設破砕選別施設

　木質系廃棄物の減容化を図るため，布施畑，淡河，PI－２期，複合産業団

地，友清に仮設の破砕選別施設を設置した（写真２‐７）。表２‐ １５にそれぞ

れの破砕能力を示した。合計処理能力は，可燃・不燃混合用が３４２０トン／日，

可燃専用が７６０トン／日であった。他にコンクリート系がれきの仮置場である

灘浜基地には，不燃専用の破砕施設６００トン／日が設置された。また，布施畑

には，一度埋め立てた廃棄物を掘り起こし適正処理を行うため，２７００トン／

日の分別施設が設置された。

災害廃棄物の処理５
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写真２‐７　仮設破砕選別施設 表２‐ １５　仮設破砕選別施設一覧

（処理能力：トン／日）

計可燃用混合用
仮置場名称

能力基数能力基数能力基数

２，５００８３２０３２，１８０５布施畑

２４０１－－２４０１淡河

１，１４０５１４０３１，０００２PI－２期

１８０２１８０２－－複合産業団地

１２０２１２０２－－友清

４，１８０１８７６０１０３，４２０８合計

注　他に灘浜に不燃専用６００トン／日，布施畑に掘起用分別機
２７００トン／日
資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８
年３月より作成



�   仮設焼却施設

　既設クリーンセンターの焼却能力だけでは処理しきれないため，仮置場に

仮設の焼却炉を設置した。大型の連続焼却炉の建設には相当な期間を要する

ため，まずは，４０トン／日のバッチ式簡易焼却炉を表２‐ １６に示すように布

施畑，淡河，PI－２期，複合産業団地に合計７基設置した。

　大型の連続焼却炉は，布施畑，淡河，PI－２期に設置した。PI－２期には

３００トン／日のキルン炉を４基（写真２‐８），他の２基地には１００トン／日の

ストーカ炉をそれぞれ，３基と１基設置した（写真２‐９）。その結果，焼却

能力の合計は，１８８０トン／日となった。

　連続焼却炉が整備された後は，簡易焼却炉は，丸木，畳，布団等破砕処理

が困難で連続炉に適さない廃棄物の処理に威力を発揮した。最終的に仮設焼

却炉で焼却された災害廃棄物は，７８万６０００トンに達した。
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表２‐ １６　仮設焼却炉一覧

（処理能力：トン／日）

計連続炉バッチ炉
仮置場名称

能力基数能力基数能力基数

４２０６３００３１２０３布施畑

１４０２１００１４０１淡河

１，２８０６１，２００４８０２PI－２期

４０１－－４０１複合産業団地

１，８８０１５１，６００８２８０７合　　計

資料　神戸市環境局「災害廃棄物処理事業業務報告書」１９９８年
３月より作成

写真２‐８　大型キルン炉 写真２‐９　ストーカ炉



�   既設クリーンセンターでの焼却

　クリーンセンターでは，４月以降家庭ごみの排出量が微減し，また西ク

リーンセンターの竣工もあって，焼却能力に余力が生じたことから，積極的

に木質系災害廃棄物を受け入れることとした。

　災害廃棄物と一言でいっても，表２‐ １７に示すようにその性状は非常に多

様である。木質系とはいえ不燃物が多くて発熱量が低いものから可燃分が

７８％もあって発熱量が３９００kcal／kgを越えるものもある。全般的にいえるこ

とは，土砂にまみれていたため，土砂・雑物の割合が多く，ごみピット投入

時の発じんの原因となった。また，通常は厨芥類がないため，水分は１５％前

後であるが，屋外に置いているため降雨の影響を受け，PI－２期のように

３５％を超える場合も生じた。災害廃棄物を焼却した時の焼却灰には，写真２‐

１０に示すように土砂やがれき類が目立つ。

　発電等の余熱利用を行っている焼却工場にとって，ごみの発熱量を均一に
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表２‐ １７　災害廃棄物の性状

（単位：％）

家庭ごみ
１９９３年平均

布施畑
１９９６／３／１２

複合団地
１９９５／６／１４

PI－２期
１９９５／５／２

複合団地
１９９５／５／２

場所
採取日

４６．６７８．５４２．７４１．６２４．８可燃分

９．０８．９３７．７２１．５５９．５灰分

４４．４１２．６１９．６３６．９１５．７水分

２１７０３９３０２０９０１８９０１２１０発熱量（kcal／kg）

０．１９０．１４０．２３０．２７０．４２見掛け比重

１３．７００００厨芥類

５２．５１．５０．４０．２１．３紙類

１８．１１．５１．４０．８１．２プラスチック

３．７０．３３．４１．１２．１繊維・ゴム

３．０８８．６５４．２７４．０２６．５木・竹

０．８１．１２０．９８．９２６．２土砂・雑物

４．５５．３１５．６１４．４３７．８がれき・ガラス

３．７１．７４．１０．６４．９金属

注　土砂・雑物とは，５mm節目を通ったものをいう。
出典　表２‐１と同じ



保つことが重要になる。災害廃棄物の発熱量を的確にかつ敏速に調査するの

は，かなり困難である。幸い，図２‐２に示すようにごみの見掛け比重と発熱

量はよい逆相関にあるので，簡便に知る方法として見掛け比重を測定すれば

よい。さらにいえば，搬入車の荷台容積が一定であるので，１車当たりの積

載量を把握すれば，発熱量を推定できることになる。

　また，家庭ごみの場合は，排ガス中の硫黄酸化物より塩化水素のほうが圧

倒的に高いため，塩化水素を制御すれば硫黄酸化物も抑えることができる。

しかし，災害廃棄物では，時に逆転して硫黄酸化物のほうが高くなり，自動

制御できずに，脱硝触媒を被毒させてしまうおそれがあるので，十分に注意

を払う必要がある。

　なお，最終的にクリーンセンターでは災害廃棄物９万４０００トンを処理した。

�   布施畑仮置場での処理

　ここで，仮置場での処理状況を，最も大きい布施畑で見てみることにする。

布施畑では，１０５haと広大な最終処分場の一部を仮置場として使用した。震

災翌日の１月１８日から災害廃棄物の受け入れを開始し，最終１９９７年度末まで

継続した。その間，１９９５年１０月には合計４２０トン／日の仮設焼却炉が完成し，１１

月には前処理用として２４０トン／日の破砕選別機も設置された。その後も破砕

選別機は増強され，最終的には２５００トン／日となった。また，１９９６年９月に

は２７００トン／日の分別機を投入し，本格的に掘り起こし廃棄物の処理を開始

43

写真２‐ １０　土砂・がれきの目立つ主灰 図２‐２　災害廃棄物の見掛け比重と発熱量

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

０ ０．１ ０．２ ０．３ ０．４ ０．５

見掛比重

発
熱
量

◆

◆
◆

◆

（kcal／kg）

出典　表２‐１と同じ



した（写真２‐ １１）。

　結局，１９９８年３月までに搬入された災害廃棄物２８４万２０００トンのうち，時間

切れ等で処理しきれなかったものは，３８万６０００トンであった。破砕分別処理

後，焼却処理したもの３８万１０００トン（内クリーンセンターへ７万８０００トン），埋

め戻したもの１１８万７０００トン，域外処理８６万２０００トン，金属等のリサイクル２

万６０００トンであった。焼却灰１７万７０００トンは大阪湾広域臨海整備センターの

尼崎沖処分場に搬出した。

�   コンクリート系廃棄物の処理

　本章４の�で述べたように，コンクリート系のがれき類は，海面に埋立処

分できる目途がついた。埋立てに当たっては水質汚濁防止のため，シルトプ

ロテクターを二重に展張した。また，受入基準を厳しくするとともに，廃棄

物に混入した木片等の浮遊物を除去するため水分別を行った。写真２‐１２は，

灘浜基地に設置した８０mの分別プールを示している。コンクリート系廃棄物

は，一旦水を張ったプールに投入され，浮遊物を取り除いた後，底開バージ

船で運搬，埋立処分された。

　結局，震災直後に大阪湾広域臨海整備センターに受け入れてもらった１０万

トンを含め，３４４万トンが海面埋立された。
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写真２‐ １１　布施畑の掘り起こし作業 写真２‐ １２　灘浜の分別プール



�   災害廃棄物とリサイクル

　処理の基本方針の一つにリサイクルの推進を掲げたが，実際は困難を極め

た。計画当初は解体現場での分別を期待していたが，材質ごとに分別をしな

いミンチ解体が多く，そのまま仮置場に搬入されてしまった。また，木材チッ

プの需要は，供給が膨らんだからといって急に増えるものでもない。布施畑

に木材チップ専用の破砕機を置いて処理したが，リサイクル量は６０００トンに

とどまった。

　一方，金属類は，各仮置場で廃棄物の山から重機によって分別された。最

終的には，２万７０００トンが回収され，売却された。

　３４４万トンのコンクリートがらは，埋立資材として海面埋立に有効に利用さ

れたので，仮にこれもリサイクルに含めれば，リサイクル率は，４６％となる。

 

　震災直後の１月２４日から４月８日まで他都市の方々の多大な応援を受け

た。収集・中継部門を中心に２１都道府県５８市町，延１万２８８人もの方々が神戸

市に集結していただいた。投入してもらった車両も１日最大２４４台にのぼっ

た。

　劣悪な環境の中，自給自足で長期間にわたって支援いただき，廃棄物処理

の正常化に非常に大きな役割を果たしていただいた。ここに深く感謝してこ

の章を終えたい。
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