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災害廃棄物の処理に関する環境省の取組 
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東日本大震災への対応について 
 



東日本大震災発生までの経緯 

• 大地震による災害は、被害が広い範囲に及ぶほか、ライフラインや交通の途絶などの社会に与える影響
が風水害等の災害と比較して大きいこと 

• 震災廃棄物の発生量も他の災害と比べ大量であること など 

平成7年の阪神淡路大震災の経験 

震災廃棄物対策指針の策定（H10.10 ） 

平成23年の東日本大震の経験 

• 巨大地震に加え、津波の発生により、様々な災害廃棄物が混ざり合い、その性状も量もこれまでの災害
を遙かに超えた被害が広範囲に発生 

上記指針に基づいて震災廃棄物処理計画を策定していた 
市町村においても混乱が発生 

「厚生省防災業務計画」 の策定（H8.1）   

「環境省防災業務計画」の策定（H13.1.6、H24.9.19（最終改定）） 

「水害廃棄物対策指針」の策定（H17.6） 
「首都直下地震対策大綱（中央防災会議）」の策定（H17.9、修正：H22.1） 

「首都直下地震防災戦略（中央防災会議）」の策定（H18.4.21、修正：H22.1） 

「大都市圏災害廃棄物処理計画策定の手引き」の策定（厚生省H12.3） 

「災害廃棄物処理に係る広域体制整備の手引き」の策定（H22.3） 

平成16年度に集中豪雨や
台風による水害が頻発 
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• 発生日時：平成23年3月11日 14時46分 

• 震央地名： 三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度） 

• 震源の深さ：24km 

• 規模：マグニチュード9.0 

• 人的被害：死者約1万8千人、行方不明者約3千人※ 

• 建物被害：全壊約12万9千戸、半壊約27万戸、 

          一部破損約76万戸※ 

  ※消防庁, 被害の状況（平成25年3月） 

 

 地震・大規模な津波により膨大な災害廃棄物等が発生 

• 災害廃棄物約2千万トン（13道県239市町村）  
• 津波堆積物約1千万トン（6県36市町村） 

（参考） 
阪神淡路大震災（住宅・建築系約1,450万t、（道路・鉄道等約550万t）） 
• 発災（H7.1.17）後、3年あまり（H9年度末まで）で処理終了。 
• 東日本大震災では被災エリアが広く（13道県、約250市町村）、都市部から

中小規模集落まで多様であるが、阪神淡路大震災では人口密集地域に集
中（神戸市等3市で全体の2/3超の災害廃棄物が発生）。 

• ポートアイランド、フェニックスセンター等、充分な仮置場用地、最終処分場
を確保（フェニックスセンター1500万m3、港湾埋立450ha、内陸処分場
140ha）。 

被災地の復旧・復興の
ためには、災害廃棄物
の迅速な撤去・処理が
大前提 

東日本大震災による被害状況 

岩手県釜石市（平成23年4月撮影） 
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災害廃棄物処理の推進 

災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）【H23.5】 
• 処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめ。 

• 再生利用が可能なものは極力再生利用。被災地では処理能力が不足していることから、被
災地以外の施設を活用した広域処理も必要。 

財政措置【H23～H25年度：１１，７９２億円】 
• 補助率の嵩上げ（最大９割）、グリーンニューディール基金の活用（被災状況に応じて平均

95%まで嵩上げ）、震災復興特別交付税により、実質的に国が全額負担。 

被災県における災害廃棄物処理実行計画の策定等 
• 県内の既存施設の活用、仮設焼却炉、破砕・選別施設を地域ごとに設置して処理する計画

を策定。これらの施設を活用してもなお処理が間に合わないものについて広域処理を依頼
する方針。H23に策定後、処理の進捗を踏まえ、H24、H25に改定。 

  
平成23年度 

平成24年度 平成25年度 

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 

損壊家屋等の解
体・仮置場への移
動 

中間処理・最終処
分 

（4市町村は平成23年度内に目標達成、その他は個別に設定し、遅

くとも平成24年度末までに完了） 

（残りの解体、搬入は目標期間内に処理

完了ができるよう調整しつつ実施） 

（市町村ごとに平成24年度末

の中間目標を設定） 

（木くず、コンクリートくずの再生利用は劣化等が生じない期

間で需要を踏まえつつ、適切な期間を設定） 

中間目標 処理の完了 
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災害廃棄物の撤去と仮置場への搬入 

• 住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の仮置場への搬入 

• 農地等に散乱した災害廃棄物の仮置場への搬入 

• 津波被害により損壊した家屋の解体を含めた災害廃棄物の仮置場

への搬入 

H23.8までに達成 

H24.3までにほぼ達成 

H26.1末 

約98% 終了 

• 発生当初、行方不明者の捜索等に時間を要する中、住民が生活している
場所の近くの生活環境を改善するために、早急に災害廃棄物の撤去・仮
置場への搬入を実施。その後、農地等に散乱した災害廃棄物を撤去。 

• 解体により生じる災害廃棄物については、目標期間内に処理完了できる
よう調整しつつ、実施。 

供用中 
（H23年5月21日撮影） 

解消後 
（H25年3月15日撮影） 

処理完了による仮置場解消事例： 
岩手県大船渡市赤崎小学校一次仮置場 

解体前 
（H24年5月30日撮影） 

解体後 
（H25年1月21日撮影） 

 公物解体事例：岩手県大船渡市の小学校 
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全体（13道県）の進捗状況（平成25年12月末現在） 

災害廃棄物約2千万トンの94％、津波堆積物約1千万トンの86％が処理完了。 
災害廃棄物については、13道県239市町村中、 182市町村（76％）が処理完了。 

  都道府県数 市町 

村数 
災害廃棄物等
推計量 

（千トン） 

処理完了 

市町村数 
処理量（千トン） 

再生 

利用 
焼却 埋立 合計 

災害 

廃棄物 

13 239 19,996 182 
(76%) 

15,309 
[82%] 

2,336 
[12%] 

1,136 
[6%] 

18,781 
(94%) 

津波 

堆積物 

6 36 10,892 
  

19 
（53%） 

9,210 
[99%] 

－ 119 
[1%] 

9,329 
(86%) 

注1：処理完了市町村数、処理量の下段(%)は、それぞれ災害廃棄物等発生市町村中の割合、全体量に対する進捗割合を示す。 
注2：処理量の内訳の下段［%］は、処理量の合計に対する割合を示す。 

○災害廃棄物等全体（13道県）の処理状況 

(a) 災害廃棄物の搬入率、処理割合の推移 (b) 津波堆積物の搬入率、処理割合の推移 
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○3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く））の処理状況（平成26年1月末現在） 

災害廃棄物
等推計量 

(万ｔ) 

災害廃棄物 津波堆積物 
仮置場 
設置数 

推計量 
(万t) 

処理 推計量 
(万t) 

処理 

量(万ｔ) 割合(%) 量(万ｔ) 割合(%) 

岩手県 556 400 388(368) 97(96) 156 145(138) 93(90) 19 

宮城県 1,874 1,121 1,106(1,103) 99(98) 753 739(715) 98(95) 22 

福島県 349 174 119(111) 68(64) 175 78(73) 44(42) 27 

合計 2,778 1,694 1,613(1,582) 95(94) 1,084 961(926) 89(86) 68 
※ ( )内は平成25年12月末の数値。 

（１）災害廃棄物について 
災害廃棄物処理の進捗状況 

    岩手県：97%、宮城県：99%、福島県：68% （3県：95% ） 
新たに岩手県田野畑村、岩泉町及び釜石市で処理が完了。宮城県南
三陸町と七ヶ浜町で処理割合が９割を超過し、岩手県、宮城県の全て
の市町村において処理割合が９割を超過。 
福島県新地町、相馬市で処理割合が８割を超過。 
全体では、推計量の９割を超える沿岸市町村において処理割合が９
割以上となるなど、着実に処理が進捗。 

（２）津波堆積物について 
津波堆積物処理の進捗状況 

   岩手県：93%、宮城県：98%、福島県：44% （3県：89%） 
岩手県の処理割合が９割を超え、宮城県では残り２％になるなど、処理計画に基づき着実に処理が進捗。 

H23.8 生活環境に支障が生じう
る災害廃棄物の仮置場への移動 

実績 

中間目標 
59% 

13% 

26% 

岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績 

災
害

廃
棄

物
の

処
理

割
合

 

48% 

60% 

H25/9末 
時点 84% 

H24.3 その他の
災害廃棄物の仮
置場への移動 

6% 

H24 H23 

進捗状況 市町村等 

処理完了 
岩手県田野畑村、岩泉町、釜石市 
宮城県利府町、松島町、亘理名取ブロック（名
取市・岩沼市・亘理町分） 

９割以上 

岩手県洋野町、久慈市、野田村、普代村、宮古
市、山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市 
宮城県気仙沼ブロック、石巻ブロック、宮城東
部ブロック、仙台市、亘理名取ブロック（山元町
分） 
福島県いわき市 

８割以上 福島県新地町、相馬市 

3県沿岸市町村（岩手県・宮城県・福島県（避難区域を除く））の進捗状況 
（平成26年1月末現在） 

９割以上 

処理完了 

目標 
98% 

８割以上 

８割未満 

H26 



災 害 廃 棄 物 全 体 の 約
85%、津波堆積物のほぼ
全量を再生利用。 

災害廃棄物由来の再生
資材を活用する公共事
業（国、被災県・市町村）
の調整先を概ね確保。 

再生利用等 

岩手県・宮城県の災害廃棄物等について、目標期間（本年度）内で、
できるだけ早期の処理完了を目指し、着実な処理を推進。 

福島県の災害廃棄物等については、目標期間内に仮置場への搬入
完了を目指すと共に、本年度末までの処理を可能な限り進め、できる
だけ早期の処理完了を目指す。 

今後の方針 

広域処理 

広域処理必要量は、約62万トンで、約61万
トン（約99%）は受入実施済み。３県の民間
施設で受入を継続して実施中 
実施件数は1都1府16県91件。平成26年2

月に、東北地方以外では最も多くの災害廃
棄物を受け入れた東京都による受入が完
了するなど、うち82件は受入完了。 

可燃物（焼却）の約２割、不燃混合物等（埋
立）の約４割、漁具･漁網（埋立）の約７割の
処理に貢献。 

災害廃棄物の仮置場への搬入率は98%、32沿岸市町村のう
ち22市町村で搬入完了。仮置場の設置数は68箇所（最大時
の22%）に減少。残りの解体・搬入は、目標期間内に処理完
了できるよう調整しつつ、実施中。 

岩手県・福島県で残り5基の仮設焼却炉、11箇所の破砕・選
別施設が稼働中。3県において29基の仮設焼却炉※1と13箇
所の破砕・選別施設※2は処理を完了。 

  ※１ 宮城県内の全ブロック、仙台市 

  ※２ 岩手県野田村、宮城県内の全ブロック、仙台市 

   

被災地における処理 

災害廃棄物由来の再生資材を利用している主な公共事業 

事業 再生資材 
利用量(万ﾄ

ﾝ) 
（予定含む） 

岩
手
県 

海岸・河川堤防復旧事業 
津波堆積物 
コンクリートくず等 

32 

海岸防災林復旧事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

16 

圃場整備事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

86 

公園整備事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

35 

漁港復旧事業 コンクリートくず等 17 

仮置場造成事業 コンクリートくず 47 

その他事業 
津波堆積物 
コンクリートくず等 

77 

宮
城
県 

海岸・河川堤防復旧事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

97 

海岸防災林復旧事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

109 

圃場整備事業 津波堆積物 15 

公園整備事業 
津波堆積物 
コンクリートくず等 

262 

漁港復旧事業 コンクリートくず 30 

仮置場造成事業 
津波堆積物 
コンクリートくず 

89 

その他事業 
津波堆積物 
コンクリートくず等 

112 

福
島
県 

海岸・河川堤防復旧事業 コンクリートくず 9  

海岸防災林復旧事業 津波堆積物 
コンクリートくず 

9 

公園整備事業 津波堆積物 14 

その他 コンクリートくず 16 

処理完了による仮置場解消事例【岩手県野田村】 

2012.6.29 2014.1.23 
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広域処理の必要性 

• 仮置場への移動は進んだものの、可燃物等は悪臭・害虫の発生、火災の
発生のおそれがあり、早期処理実施による仮置場の解消が急務。 

• 被災地では、災害廃棄物処理実行計画を策定し、被災地内の仮設焼却
炉・破砕選別施設の設置に取り組むものの、建設には時間を要するため、
すぐに開始可能な既存施設における処理が有効。 

被災地における処理計画 
 

•岩手県・宮城県の処理計画では、仮設焼却炉31基、破砕・選別施設
21箇所の設置を立案。一部は平成23年度中に開始するものの、全
施設の本格稼働は平成24年度後半以降となった。 

•処理施設の設置には、用地確保が必要となるが、仮設住宅等他の
用地とも競合するため、計画以上の施設整備は困難。 

魚の腐敗により害虫・悪臭が発生 
平成23年6月気仙沼市 

仮置場での火災発生事例 
平成23年8月宮城県石巻市 

宮城県南三陸処理区仮設焼却炉 
（本格稼働開始：H24.12） 

３県における焼却炉の稼働基数の推移 

H23 H24 H25 
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広域処理の依頼 
• 被災県内処理を最大限実施してもなお、目標期間内の処理が間に合わないものについて広域処理を依

頼。 
• 山形県、東京都、青森県はいち早く平成23年度より開始。平成24年度にはさらに多くの自治体の協力を

得て広域処理を加速化。 
• 1都1府16県の自治体の一般廃棄物処理施設又は民間施設で受入れを実施（約62万トン実施予定、うち

61万トン実施済み）。 

  
可燃物注1 木くず 不燃混合物注3 漁具・漁網注3 合計 

必要量注2 
受入 

済量 
必要量注2 

受入 

済量 
必要量注2 

受入 

済量 
必要量注2 

受入 

済量 
必要量注2 

受入 

済量 

岩手 14 14 2 2 15 14 2 2 33 32 

宮城 13 13 3 3 14 14 － － 29 29 

合計 27 27 5 5 28 28 2 2 62 61 

注1：宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は、可燃物に
分類。 
注2：広域処理必要量（必要量）とは、既に調整済みの
広域処理（実施済み又は実施中の事業、平成26年2月
21日現在、1都1府16県91件）による処理済み量又は処
理見込み量をいう。 

○岩手県・宮城県における広域処理必要量、受入済量 

依頼量 t うち自治体 うち民間 

青森県 92,700  10,900 81,800 

宮城県   3,500  －  3,500 

秋田県  37,600  37,600  － 

山形県 191,200   1,200 190,000 

福島県  23,000  －  23,000 

茨城県  50,100  32,900  17,200 

栃木県   1,000   1,000 －  

群馬県   7,700   7,700 － 

埼玉県   1,100  －   1,100 

依頼量 t うち自治体 うち民間 

東京都 169,400  31,400 138,000 

神奈川県    200    200 － 

新潟県    300    300 － 

富山県   1,300   1,300 － 

石川県   2,007   2,007 － 

福井県      6      6 － 

静岡県   3,300   3,300 － 

大阪府  15,300  15,300 － 

福岡県  22,600  22,600 － 
広域処理受入都道府県数の推移 

H23年度 H24年度 H25年度 
○受入自治体 

（万トン） 

（トン） 
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可燃物・木くずの広域処理 

• 悪臭・害虫や火災の発生が懸念される可燃物・木くずの処理が急務であり、広域処理が大き
く貢献。（特に仮設焼却炉の立地に制約が大きかった岩手県では２～３割。） 

• 可燃物は、主に自治体のごみ焼却炉での焼却処理を実施。 
• 木くずは、民間施設での再生利用を実施。再生利用できないものについては、自治体のご

み焼却炉での焼却処理を実施。 
• これらの焼却灰の埋立を広域処理の受入れ先で実施することにより、埋立容量としても約３

万トン分（減容化率を10%として推計）の貢献。 

供用中（H24年4月19日撮影） 解消後（H25年1月10日撮影） 

広域処理の成果事例：静岡県、新潟県、福井県 
（岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第14地割一次仮置場） 

岩手県 宮城県 ２県合計 

可燃物の広域処理割合 ２５％ １３％ １７％ 

木くずの広域処理割合 ２１％ ３％ ４％ 

広域処理の搬出の様子 
岩手県大槌町⇒東京都（民間） 

2012年8月撮影 12 

http://kouikishori.env.go.jp/results/ph/ph_130425a_04.jpg


不燃混合物の広域処理 

• 被災県内の市町村の一般廃棄物処分場、公共関与の産業廃棄物処分場
では、焼却灰の埋立を優先。 

• 被災県内では不燃混合物の埋立容量が不足したため、県外の民間及び公
共処分場における広域処理が大きく貢献。 

供用中（H24年10月29日撮影） 解消後（H25年4月15日撮影） 
広域処理の成果事例：山形県にて破砕・選別後の 

不燃残渣の埋めて処分を受入 
（岩手県上閉伊郡大槌町港町 大槌の海づくり公園一次仮置場） 

    岩手県 宮城県 

県内 
処理 

沿岸部 2.3  6.3 

内陸部 0.2  2.3 

産廃施設 10 20 

合計 12.5 28.6 

広域 
処理 

自治体 3.1 4.0 

民間施設 7.9 9.8 

合計 11. 1 13.8 

不燃混合物等の埋立処分先（万トン） 

岩手県 宮城県 ２県合計 

広域処理割合 ４７％ ３３％ ３８％ 

不燃混合物等の埋立処分に占める広域処理の割合 

※宮城県石巻市、東松島市から排出されている不燃混合物（漁網等）は不燃混合物に計上 

※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。 



漁具・漁網の広域処理 

• 被災県では漁業が盛んであることから、多くの漁具・漁網が災害廃棄物と
して発生。 

• 漁具・漁網は、破砕等の処理が難しく、処分場での埋立が有効であるもの
の、被災地では埋立容量が不足。 

• 特に岩手県では処理困難物である漁具・漁網の処理に広域処理が大きく
貢献。 

岩手県 

広域処理割合 ６６% 

供用中（H24年10月29日撮影） 解消後（H25年4月15日撮影） 

広域処理の成果事例：米沢市や金沢市へ搬出 
（岩手県宮古市長内川河川公園一次仮置場） 

洋野町一次仮置場 
（H24年6月7日撮影） 

手選別の様子 
（H24年6月7日撮影 久慈市） 

漁具・漁網等の埋立処分に占める広域処理の割合 
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広域処理の成果 
• 特に、容積が大きく、火災等が問題となった可燃物における貢献度が大きく、広域

処理割合は約２割。仮設焼却炉の本格稼働前に広域処理を実施することにより、
仮置場の早期解消にも大きく貢献。 

• 被災県内での埋立容量不足を補った不燃物、漁具・漁網の広域処理についても
意義が大きい。 

（H24年5月2日撮影） （H25年1月7日撮影） 

広域処理事例：宮城県松島町北小泉境の仮置場 
受入先自治体：山形県酒田市・酒田地区広域行政組合 

最大設置数 

約22%まで減少 

3県（岩手県、宮城県、福島県）の仮置場の設置数 

H23 H24 H25 

（H24年12月19日撮影） （H25年8月5日撮影） 

広域処理事例：宮城県石巻市川口町一次仮置場 
受入先自治体：福岡県北九州市 

15 
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再生利用の推進 

• 再生利用可能なものは極力再生利用を実施。
その結果、災害廃棄物で85%、津波堆積物で
99%の高い再生利用率。 

• 多くの復旧事業等（1,074万トン）において、再
生利用を実施又は予定しており、利用先は概
ね確保。 

• 災害廃棄物に比べ、処理が遅れていた津波
堆積物についても、処理体制が整い、着実に
処理を実施中。 

災害廃棄物由来の再生資材を利用 
している主な公共事業 

～H24.6 H24.7～ H24.10～ H25.1～ H25.4～ H25.7～ H25.10～ H26.1～ H26.4～ 

岩手県 
（156万トン） 

宮城県 
（753万トン） 

福島県 
（175万トン） 

 
 

【宮古地区】 
（300t/日） 

再生利用開始（海岸防災林、圃場整備等）（H23.8～） 

【新地町】 
（75t/日） 

【広野町】 
（30ｔ/日） 

【相馬市】  
（240ｔ/日） 
処理ライン増強 

【南相馬市】 
（300ｔ/日） 

【仙台市】 
【亘理名取 
ブロック】 
 

【気仙沼ブロック】 

【大槌地区】 
（445トン/日 

【山田地区】 
（150トン/日） 

【釜石地区】 
（1,170t/日） 

再生利用開始（海岸防災林、海岸堤防等）（H24.7～） 

再生利用（防災緑地等を予定） 

【気仙沼ブロック】 【気仙沼 
ブロック】 
（136ｔ/日） 

【宮城東部 
ブロック】 

【亘理名ブ
ロック】 

【大船渡市】 
  （300t/日） 

【南相馬市】 
今後、処理能力増強予定 

【いわき市】 
（700ｔ/日） 

【石巻ブロック】 
 

【陸前高田地区】 
（3,600ｔ/日） 

【相馬市】 
（150ｔ/日） 

【宮古地区】 
（600ｔ/日） 

【石巻ブロック】 
 

【気仙沼ブロック】 

【気仙沼ブロック】 

【釜石地区】 
（230t/日）処理ライン増強 

○津波堆積物処理計画 

単位：万トン 

合計 
1074万トン 
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災害廃棄物等処理の進捗に伴う計画の精査と進捗状況の管理 

災害廃棄物等処理の進捗に伴う処理対象量の精査 
 

①発災直後に、処理費用・処理施設の計画を立案するため、処理対象量を推計（浸水区域内の
家屋はすべて倒壊したと想定）【平成23年4月】。 
 

②仮置場への搬入、県内・県外処理の実態を踏まえ、処理対象量を段階的に精査。 

• 仮置場への搬入が進んだ時点で、今後の搬入予定量を推計することにより、処理対象
量を精査（海への流出・引き揚げ、解体せず補修する家屋数、公物の解体等を考慮）
【平成24年3月～8月】 

• 実際の処理の進捗により、仮置場ごとに災害廃棄物の組成・比重を把握、混合廃棄物
中の可燃物・木くずの劣化による種類別割合の変化の把握を通じた精査を実施【平成
25年1月～5月】 
 

③上記精査を踏まえ、 平成25年5月までに県内・県外処理の処理先を確保（不燃混合物の処理
施設の増強による県内処理を推進、県外処理の必要量は精査結果により減少）。 

不燃混合物・津波堆積物は当初より発生割合
が増加したため、施設を増強して処理を実施 

（岩手県陸前高田市） 

火災、害虫、悪臭の発生の原因となる可燃物等
の処理を優先 

（岩手県山田町） 

災害廃棄物等処理の進捗状況の管理 
 

• 平成24年8月に目標期間内での処理を確実に実施するための計画として津波堆積物を含め
た処理工程表を策定。 

• 岩手県・宮城県については、中間目標（平成25年3月末）、平成25年9月末の見込みを設定し、
それぞれ達成。継続して、きめ細かな進捗管理を実施。 

• 福島県（避難区域を除く）については、平成25年8月に進捗状況の総点検を実施。目標期間
内に仮置場への搬入完了を目指すと共に、本年度末までの処理を可能な限り進め、平成26
年度のできるだけ早期の処理完了を目指すという新たな目標を設定。 
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災害廃棄物対策指針の策定 
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（暫定版） 



改訂した指針（案）の概要 

地震災害及び水害、その他の自然災害 発災前後で利用可能 １．対象とする災害 ２．指針の使い方 

本編（第１編 総則、第２編 災害廃棄物対策）と資料編（第３編 技術資料、第４編 参考資料）に分かれる ３．指針の構成 

第１章 第２章 第３章

災害予防
（被害抑止・被害軽減）

災害応急対応 災害復旧・復興等

第２編の
構成

行動
内容

誰が

何を
どのように

いつまでに

どこで

時系列区分毎に横並びで記載

誰が

何を
どのように

いつまでに

どこで

誰が

何を
どのように

いつまでに

どこで

・各地方公共団体においては、それぞれの地域特性を考慮し、必要な項目を
本指針より選択し、地域に合った災害廃棄物処理計画を作成 

・発災前において、処理計画の策定といった事前準備に地方公共団体が利用 

・発災後においても、実際に処理を迅速・円滑に進める上でも地方公共団体が利
用することを想定 

実用的な指針へ改訂 ４．改訂の要点 

✔ 災害対策基本法改正案（H24.5 閣議決定）、環境省防災業務計画（H17.10）などの関係法令・計画に基づく 

✔ 地震災害及び水害、その他の自然災害に対応（水害廃棄物対策指針との統合） 

✔ 災害前・発災後に誰が何をしなければならないのか、時期区分で見て分かる構成 

✔ フロー図や事例を用いることにより、業務の全体像が把握でき、更に資料編を充実させ、本編を補足 

✔ 災害予防（災害への備え）、教育訓練に力点を置いての構成・記述 

✔ 都道府県及び市町村の整合性が必要であり、広域的な相互協力体制の整備の観点を強調 

✔ 東日本大震災をはじめとする過去の災害の課題を踏まえ必要な項目を追加 

✔ 被災地方公共団体だけでなく支援地方公共団体も対象 

✔ 民間事業者等（建設事業者団体、一般廃棄物事業者団体、産業廃棄物事業者団体等）との連携について記載 

✔ 災害廃棄物の種類別の処理処分方法や分別・再資源化の推進についての記載の充実 

＜本編＞ 
【第１編 総則】  
指針の目的や基本事項などの総則を記載 
【第２編 災害廃棄物対策】 
地方公共団体が災害廃棄物処理計画の策定に資することを目的とし
計画の策定に必要な事項を記載 
＜資料編＞ 
【第３編 技術資料】  
本編の項目に関係する情報のうち、参考資料以外を示している 
【第４編 参考資料】 
地方公共団体職員が事務手続きを進めていくうえで必要な法令や計
画、様式集、国庫補助等を示している  
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災害廃棄物処理計画 

（被災・支援を考慮） 
災害発生前 災害応急対応時期 災害復旧・復興時期 

都
道
府
県
の
計
画 

被災した 
立 場 

被災市町村と連携し連絡調整・情
報収集・共同行動・支援要請、代行
措置等を含む計画 

応急対応（体制、財政、実施等） 

被災市町村の情報収集・支援要請 

実行計画の検討支援、被災市町村の
情報収集・支援要請 

都道府県による復旧・復興等 

支援する 
立 場 

広域的な視点からの支援対策（組
織・人員・機材等）を含む計画 

支援に必要な情報収集・支援の実施 

災害対策経験者の派遣 

支援に必要な情報収集・支援の実施 

長期支援の実施検討 

    

市
町
村
の
計
画 

被災した 
立 場 

処理最前線として具体性のある計
画 

初動体制、状況把握、災害対応、財
政管理等 

都道府県及び隣接する市町村、他地
方公共団体・民間事業者団体への支
援要請等 

実行計画の検討、復旧・復興計画と
合わせた処理・リサイクル 

他地方公共団体・民間事業者団体へ
の支援要請等 

支援する 
立 場 

支援対策（組織・人員・機材等）に
関する計画 

支援に必要な情報収集・支援の実施 

災害対策経験者の派遣 

支援に必要な情報収集・支援の実施 
長期支援の実施検討 

  ・想定被災規模の統一    ・広域的な視点の検討 

  ・連絡体制の調整      ・市町村の計画との整合性 

※災 害 発 生 前：地震発生までの期間 

災害応急対応時期 ：人命救助から生活再開までの期間 

災害復旧・復興時期：災害廃棄物の処理が終了するまでの期間 

災害廃棄物対策指針(案)の内容 

本指針では、 ①被災市町村及び支援市町村を想定して策定する市町村災害廃棄物処理計画、 

         ②被災都道府県及び支援都道府県を想定して策定する都道府県災害廃棄物処理計画について、 

 「災害発生前」、「災害応急対応時期」、「災害復旧・復興時期」の観点から必要となる事項を示す。 



災害廃棄物対策指針（案） 資料編 

 

● 東日本大震災における被災地方公共団体や処理事業者へヒアリング（仮設焼却炉の解体・撤去など） 

● 各自治体の策定済みの処理計画から追加すべき項目を抽出（初動の組織体制等） 

● 高知県災害廃棄物処理計画策定業務の検討会での指摘事項なども反映（除塩、仮置場面積など） 

● 「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル」（廃棄物資源循環学会・編著）を参考に作成 

● 巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会での発生量推計、進捗管理を反映 

技術資料の作成手順 

 参考資料は、地方公共団体職員が事務手続きを進めていくうえで必要な法令や計画、様式集、国庫補

助等の既存資料をとりまとめている。 

 技術資料は本編の項目に関係する情報のうち、主に災害廃棄物処理対策に係る発生量推計方法、協

定書フォーマット、災害廃棄物種類別の処理方法等を取りまとめている。 

 指針情報ウェブサイト上で、キーワードや災害の種類（カテゴリ）毎に検索機能を設けている。 

 

 技術情報は処理技術（ハード面）だけでなく、計画手法や住民とのコミュニケーションや教育訓練・研
修、専門家による情報発信の仕組み等（ソフト面）も含めて作成。 

 東日本大震災で出された環境省や国立環境研究所、被災地方公共団体のマニュアル等も添付。 情報
の集約化（プラットホーム化）も意識。 

 利用者がイメージしやすいよう具体例（東日本大震災の事例）を充実。計算例も記載。 視覚的に図表
やフロー、写真を用いて整理。 

技術資料の特徴 
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大規模災害の発生に伴う 
災害廃棄物対策の検討 



大規模災害に関する政府の動き 

○ 南海トラフの巨大地震モデル検討会（第2次報告)(政府中央防災会議：平成24年8月） 
※建物被害・人的被害等の推計結果をとりまとめ 
 
○ 南海トラフ巨大地震の被害想定について(第2次報告)(政府中央防災会議:平成25年3月) 
※被害想定の第２次報告として施設等の被害及び経済的被害をとりまとめ 
 
○「災害対策基本法等」の一部を改正（平成25年6月） 
 
○「国土強靱化(防災･減災)の推進に向けたプログラムの対応方針と重点化について」を
決定（内閣官房：平成25年8月） 

 
○「国土強靱化法基本法」公布（平成25年12月11日） 
※大規模災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模災害等の国民生活及
び国民経済に及ぼす影響の最小化 

 
○「南海トラフ地震対策特別措置法」「首都直下地震対策特別措置法」施行（平成25年12
月27日） 

 
○「国土強靱化政策大綱」「脆弱性の評価の指針」を決定（平成25年12月17日） 
 
○ 首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 
  平成25年12月19日 中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ 



法律の概要 

大規模広域な災害に対する即応力の強化等 １ 

住民等の円滑かつ安全な避難の確保 ２ 

被災者保護対策の改善 ３ 

平素からの防災への取組の強化 ４ 

● 市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所と
区別して、安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、
緊急時の避難場所としてあらかじめ指定すること。 

● 市町村長は、緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期
間滞在する避難所について、その生活環境等を確保するための
一定の基準を満たす施設を、あらかじめ指定すること。 

● 災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策、国
民生活や経済活動の維持・安定を図るための措置等の政府
の方針を閣議決定し、これに基づき、内閣総理大臣の指揮
監督の下、政府が一体となって対処すること。 

災害対策基本法の概要 

● 災害応急対策等に関する事業者について、災害時に必要な事
業活動の継続に努めることを責務とするとともに、国及び地方
公共団体と民間事業者との協定締結を促進すること。 

● 東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、緊急を要するものについては、昨年６月に行った災害対策基本法の「第１弾」
改正にて措置したところ。その際、改正法の附則及び附帯決議により引き続き検討すべきとされた諸課題について、中央防災会
議「防災対策推進検討会議」の最終報告（同年７月）も踏まえ、さらなる改正を実施するもの。 

災害対策基本法等の一部を改正する背景 

等 
等 

等 

災害対策基本法制定の背景及び趣旨 

● 災害対策基本法は、昭和34年の伊勢湾台風を契機として昭和36年に制定された、我が国の災害対策関係法律の一般法である。 
● この法律は、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたもの  
である。 

● この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資する
べく、様々な規定を置いている。 

等 

● 著しく異常かつ激甚な非常災害（東日本大震災クラス以上）が発生した場合に、廃棄物の処理を迅速に行う観点から、廃棄物
処理の特例措置を定めることができる。 

 ○ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、当該災害を政令で指定する。 
 ○ 環境大臣は、その災害の指定があったときは、期間を限り、廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を特例地域と  
  して指定することができる。 
 ○ 環境大臣は、特例地域を指定したときは、当該特例地域において適用される特例的な廃棄物処理基準を規定する。 
 ○ 環境大臣が、特例地域を指定したときは、当該特例地域において適用される特例的な廃棄物委託基準を規定する。   等 
 

廃棄物処理の特例措置（災害応急対策の措置） 

平成２５年６月２１日公布 



国土強靱化政策と災害廃棄物対策の関係性 

（平成25 年） 
・1 月25 日内閣官房に「国土強靱化推進室」を設置 
・3 月5 日国土強靭化に関する有識者会議「ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会」を開催 
・4月10日国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議（第２回）で 
「国土強靱化を確保するうえで事前に備えるべき目標」を決定 
・12月4日強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法が成立 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復
興が大幅に遅れる事態 
（国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議（第３回）で決定） 

国土強靱化において災害廃棄物対策（廃棄物処理施設整備等）が重要な施策に位置づけられている 

大規模災害発生後であっても、地域社会・経済が
迅速に再建・回復できる条件を整備する 

回避すべき起こってはいけない事態 

南海トラフ等の巨大災害に備え、災害廃棄物の推計
発生量や廃棄物処理施設の処理能力を踏まえた、地
方環境事務所、自治体等から成る広域的な処理体制
の整備、災害廃棄物を仮置きするストックヤードの整
備及び備蓄倉庫・資機材等の確保等の対策を含めた
グランドデザインの検討を行う。            等 
（国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議（第５回）で決定） 

施策分野別の対応方針（環境） 

 
・広域圏ごとの廃棄物処理の拠点となり得る施設（ごみ焼却施設及び最終処分場）の施設整備の支援 
・備蓄倉庫・資機材等の確保を効率的かつ円滑に進めるための所要の見直し            など 

対象となる施策例（案） 

 

 国土強靱化政策大綱を基にして
策定 

 国土強靱化に係る国の他の計画
等の指針となる 

国土強靱化基本計画の策定 
 
 推進本部が指針を作成。 
 最悪の状態を想定し、総合的・客観的に行う。 
 関係行政機関の協力を得て実施 

脆弱性評価の実施 
脆弱性評
価の結果
の検証 

評価結果
に基づき

策定 



想定震災名 

項目              

南海トラフ巨大地震 
（広範囲・大規模地震・津波） 

首都直下地震 
（局所的・大規模地震） 

特徴 

津波による広範囲な被害が発生（24都府
県） 

混合廃棄物、塩分を含む廃棄物の発生 

災害廃棄物等の輸送路・仮置き場・処分
場等の確保が困難 

狭い地域に膨大な量の災害廃棄物が発
生し首都機能が麻痺 

首都機能回復のため早期処理が必要 

廃棄物関連中枢機能喪失 

マグニチュード 9.1Ｍ 7.3Ｍ 

３０年以内の発生確率 
東南海地震70～80% 

南海地震60％ 
都心南部直下地震70％ 

最大震度 7 7 

主な被災地域 東海・近畿・中国四国・九州地方 
茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 

推定避難者数 最大 約950万人 最大 約720万人 

推定災害廃棄物量 
（東日本大震災比較） 

最大 約2.5億トン 

（約１３倍） 

最大 約1億トン 

（約５倍） 

推定津波堆積物量 最大 約5,900万トン － 

阪神淡路大震災・東日本大震災と南海トラフ巨大地震・首都直下地震の概要 

数値の出典：「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」平成25年3月18日中央防災会議 
   「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」平成25年12月中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ 



巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 

巨大地震発生に備えて、廃棄物処理システムの強靱化に関する総合的な対策の検討を進めることを目的とする。 
巨大地震発生時の災害廃棄物の発生量、既存の廃棄物処理施設の処理能力・処理可能量などを試算することで、災害
廃棄物が地域に与える影響を把握し、処理に必要な対応の方向性を検討する。 

（１）関係情報整理 
 ○災害廃棄物関連情報整理 
 ○災害廃棄物の発生量の推計 
 ○災害廃棄物処理能力の推計 

【25年の検討事項】 

（２）取組の基本的方向性 
 ○巨大地震への対応策の検討 
 ○防災用設備の導入 

氏 名 所 属 等 氏 名 所 属 等 

浅利美鈴 
京都大学環境安全保健機構附

属環境科学センター（助教） 
島岡隆行 

九州大学大学院工学研究院
（教授） 

伊藤和己 
愛知県（環境部 資源循環推

進監） 
杉本 明 

高知県（林業振興・環境部 副
部長） 

宇山竜二 
東京都（環境局 廃棄物対策

部調整担当課長） 
鈴木 武 

国土技術政策総合研究所（沿
岸海洋・防災研究部長） 

大迫政浩 
国立環境研究所（資源循環・廃

棄物研究センター長） 
永田尚人 

（一社）日本プロジェクト産業協
議会（JAPIC）（防災委員会 委
員） 

大塚 直 
早稲田大学大学院法務研究科

（教授） 
濱田雅巳 

横浜市（資源循環局 適正処理
計画部長） 

勝見 武 
京都大学大学院地球環境学堂

（教授） 
平山修久 国立環境研究所（主任研究員） 

貴田晶子 愛媛大学農学部（客員教授） 福本富夫 
神戸市（環境局 資源循環部施
設担当部長） 

近藤 守 
（一社）日本環境衛生施設工業

会（技術委員会 副委員長） 
森 浩志 

（公財）東京都環境公社（理事
長） 

酒井伸一 

（委員長） 

京都大学環境安全保健機構附

属環境科学センター（センター

長） 

吉井 真 神戸市（みなと総局 技術部長）  

佐々木五郎 
（公社）全国都市清掃会議（専

務理事） 
吉岡敏明 

東北大学大学院環境科学研究
科（教授） 

笹出陽康 
宮城県（環境生活部次長兼震

災廃棄物対策課長） 

首都直下地震の震度分布図 
都心南部直下地震（内閣府、2013） 

 

 H25年度内に中間的な報告をとりまとめる。H26年度以降、今後の課題について更に検討を継続するとともに、地域ブロック単位で協議
会を設置し、具体的な地域毎の方策の検討を進めるべく関係者と連携していく。 

今後のスケジュール 

【検討委員会での審議の経過】  
●第1回(10月4日)：既存成果の整理及び今後の対応方針の確認 

●第2回(11月12日)、第3回(11月29日)：専門家による事例紹介、ヒアリング等 

●第4回(1月17日)：本年度のとりまとめに向けた論点整理、ＷＧにおける検討結果の
報告 

●第5回(2月28日)：災害廃棄物等の発生量の推計、要処理量の試算と処理施設にお
ける処理可能量との比較検討、本年度のとりまとめ骨子（案） 

●第6回(3月28日(予定))：本年度の取りまとめ（案） 

巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 委員 



巨大地震の発生に向けた対策のあるべき方向と次年度以降の取組 

国民の安全・健康の維持 

 仮置場の二次災害の防止、発災直後のし尿や廃棄物による衛生環境の悪化防止、危険物・有害物質対策 など 

大規模災害を念頭に入れたバックアップ機能の確保 

 ライフライン機能や交通網の遮断に備えた燃料・電気・水等のバックアップ機能の確保 
 車両・施設・資機材の供給体制の確保 など 

強靱な廃棄物処理システムの確保と資源循環への貢献 

 既存施設の防災拠点化（耐震化等の強靱化やエネルギー共有の拠点）と最大活用 
 民間事業者（産業廃棄物処理業者、建設業者、製造業者など）の積極利用 
 分別・再生利用による廃棄物処理システムの負荷の低減と迅速化 など 

東日本大震災の教訓を踏まえた発災前の周到な事前準備と発生後の迅速な対応 

 国、都道府県、市町村、民間団体等の連携・協力体制の構築と事前準備 
 必要な車両、施設、資機材、人材のリストアップと関係機関間の連携強化、 など 

膨大な災害廃棄物の円滑な処理の確保  

 膨大な災害廃棄物の円滑な処理に向けた処理体制の確保（仮置場、既存施設の早期復旧及び受入れ、仮設処理施設
（前処理のための破砕・選別施設を含む）や最終処分場の整備、広域連携、復旧・復興事業の再生資源の活用など） 

 災害廃棄物処理計画に基づく進捗管理（発災後の発生量推計と精度向上、処理体制・期間の設定など） など 

●全国単位で、環境省が中心となって巨大災害廃棄物対策チームを構築し、関連団体との災害廃棄物処理や資機材の備蓄な
どの連携強化や広域処理体制の検討を進める。 

●地域単位で、国・地方公共団体・民間事業者が参加する協議会を設置して、協力体制を構築し、災害廃棄物対策の具体化を
行う。 

●地域毎の災害廃棄物等の発生量の推計、処理可能量の試算等の検討を深め、これを踏まえた巨大地震発生時の災害廃棄
物対策に関する行動指針や地域の行動計画の策定を行う。 

●制度面・予算面・体制面で、必要な措置を講じ、対策の強化を図る。 など 

次年度以降の取組 

巨大地震の発生に向けた対策のあるべき方向 


