
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 災害廃棄物処理計画 

 

 

 

 

 

 



 

６９ 

 基本的事項 

（１）計画策定の目的 

巨大地震や巨大台風、大豪雨などによる災害発生時には、建築物の倒壊、津波

や火災などによって一時的に災害廃棄物が大量に発生し、かつ避難所などからは

多量の生活ごみが排出されることが想定されます。当町では焼却施設及び最終処

分場を有しておらず、広域処理施設及び民間委託により処理していることを考慮

すると、事前に災害廃棄物の処理処分に係る計画を策定することは重要です。 

本章は災害廃棄物を円滑に処理することで、住民生活の衛生確保や環境保全と

ともに、地域生活の早急な復興を図ることを目的とします。 

災害廃棄物については、国、県、当町、住民、事業者がそれぞれの役割に基づ

き、連携・協力して、適正かつ円滑・迅速な処理を行います。また、発災直後か

ら極力分別するとともに、積極的な再生利用などにより、廃棄物が極力減量化さ

れるよう努めます。 

（２）災害廃棄物処理計画の位置づけ 

災害廃棄物処理計画（第４章において「本計画」という。）の位置づけを図４-１

に示します。 

 
図４-１ 本計画の位置付け  

国 

国土強靭化基本法・災害対策基本法 

国土強靭化基本計画 

防災基本計画（中央防災会議） 

環境省防災業務計画 

環境省防災業務計画 

災害廃棄物対策指針 

軽井沢町 長野県 

長野県地域防災計画 軽井沢町地域防災計画 

軽井沢町災害廃棄物処理計画 長野県災害廃棄物処理計画 

中部ブロック 
災害廃棄物中部ブロック広域連携計画 
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（３）対象とする災害 

本計画の対象とする災害を表４-１に示します。 

 

表４-１ 想定災害 

区分 内容 

地震 

・糸魚川―静岡構造線（北部）の地震 

・糸魚川―静岡構造線（中部）の地震 

・信濃川断層帯の地震 

・伊那谷断層帯の地震 

・東海地震 

・阿寺断層系の地震 

台風 特別警報基準に達するような数十年に一度の台風被害 

豪雨 特別警報基準に達するような数十年に一度の集中豪雨被害 

火山噴火 浅間山の噴火による降下ばいじんや融雪型火山泥流による被害 

 

出典：軽井沢町地域防災計画 
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（４）災害による被害状況の概要及び災害廃棄物発生見込量 

前項の想定災害のうち、当町に最も影響を及ぼすと予測されている地震は、「糸

魚川―静岡構造線（中部）の地震」です。このため、本計画では、「糸魚川―静岡

構造線（中部）の地震（マグニチュード 8.0）」による災害廃棄物発生見込量を示

します。 

実際に発災した後にも以下の方法を参考に災害廃棄物発生量を算出し県に報

告します。 

被害棟数は合計で 106棟、災害廃棄物の発生量は 4,486ｔ（がれき類 4,412ｔ、

一時的に発生する粗大ごみ 74ｔ）となる見込みです。これは、当町が通常に処理

している一般廃棄物（年間 11,556ｔ）の約４割となります。 

 

表４-２ 被害状況の概要 

 

資料：軽井沢町地域防災計画 

（５）処理可能量の算出 

発災後、当町の関連の処理施設（焼却施設や粗大ごみ処理施設など）の状況

を県に報告するとともに、施設の状況を踏まえ、処理可能量を調査し、分別区

分ごとにどのくらいの災害廃棄物が処理できるか把握します。 

（６）計画の基本的な考え方 

本計画で想定する災害廃棄物は、自然災害によって直接発生した廃棄物を原則

とし、放射性物質及びこれによって汚染された廃棄物は対象としません。 

また、本計画をより実効性のある計画とするため、以下のような状況において

必要に応じ見直します。 

① 当町の地域防災計画や被害想定が見直された場合 

② 関係法令や災害廃棄物対策指針の改正などが行われた場合 

③ 当町や他市町村などの災害対応を踏まえ、計画の内容に改善すべき点

が生じた場合 

（７）処理主体など 

災害廃棄物の処理主体は当町となります。 

被害が甚大で、自ら処理することが困難な場合には、災害応援協定に基づき他

の市町村などに応援を要請します。 

大規模災害により広範囲の市町村が被災し、市町村の相互支援では処理が進ま

地震（木造）
地震

（非木造）
火災 合計

全壊 16 5 - 21

半壊 73 12 - 85

焼失 - - 0 0

合計 89 17 0 106

被害棟数

棟　数（棟）
建物区分
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ない場合は、地方自治法第 252 条の 14 の規定により、県に対し事務委託を要請

し、災害廃棄物の処理を行います。 

（８）災害廃棄物の定義 

１） 災害廃棄物の定義 

本計画で対象とする廃棄物は、災害発生時に特別な処理を必要とする災害

廃棄物です。災害廃棄物は一般廃棄物であり、当町に処理責任があります。た

だし、性状的には産業廃棄物に類似したがれき類が多量に発生することがあ

ります。 

２） 災害廃棄物の種類 

当町で取り扱う災害廃棄物の種類を表４-３に示します。 

 

表４-３ 災害廃棄物の種類 

区分 内容 

①がれき 
損壊建物の撤去などに伴って発生するコンクリートがら、廃

木材など 

②適正処理が困難な廃棄物 
アスベスト、ＰＣＢ、プロパンガスボンベ、消火器など適正処

理が困難な廃棄物 

③生活ごみ 災害により発生した生活ごみ、資源物など 

④粗大ごみ 災害により一時的に大量に発生した家具類、家電製品など 

⑤し尿 避難所などの仮設トイレなどからの汲み取りし尿 

（９）災害廃棄物処理に関する基本方針 

災害廃棄物処理に関する基本方針を表４-４に示します。 

 

表４-４ 基本方針 

基 本 方 針 

①再資源化の推進 

災害廃棄物の処理にあたっては、最終処分量をできるだけ少なくす

る観点から、仮置き場における分別の徹底などにより、可能な限り

再資源化に努めます。 

②衛生的な環境の確保 

廃棄物の腐敗により生活環境が悪化することに伴う感染症の発生・

蔓延を防止するため、生ごみなどの腐敗性のある廃棄物について

は、優先的に処理します。また、環境汚染の防止及び住民、作業者

の健康管理のための適切な措置を講じます。 

③３年以内の処理 
復旧・復興の妨げとならないよう、災害廃棄物については発災から３

年以内に処理するよう計画を策定します。 

④広域化体制の構築 
３年以内に処理できない恐れがある場合は、広域化体制を構築しま

す。 

⑤県への事務委託 

当町の行政機能が喪失した場合には、県に対し地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 252 条の 14（事務委託）の規定に基づく事務

委託により災害廃棄物処理を行います。 
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 災害発生時における組織体制など 

平常時においては、発災時を想定した災害廃棄物処理に関し検討する必要があり

ます。以下はその検討内容です。 

（１）組織体制 

１） 災害発生時の組織体制 

組織図の例は以下のとおりです。災害廃棄物対策組織は、主として環境課

衛生係が主体となり構成されますが、状況に応じて、他部署からの応援によ

り組織を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ 組織体制（案） 

 

  

国（環境省） 

長野県環境部資源循環推進課 

災害廃棄物対策組織 

（環境課衛生係※） 

 

総括責任者 

企画・総務担当 

計画担当 

処理担当 

監視指導担当 

※状況に応じて、他部署からの応
援により組織を強化 

 
近隣市町村 

軽井沢町災害対策本部 
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２） 役割分担 

災害廃棄物対策組織の役割分担（案）を表４-５に示します。 

 

表４-５ 役割分担（案） 

担当 事務分掌 

企画・総務担当 総合調整・広報関連 

 職員の参集状況の把握 

 県災害対策本部との連絡調整 

 庁内調整 

 住民への広報 

 住民からの問い合わせ対応 

計画担当 

渉外関連 
 国、県、近隣市町村、支援団体との調整 

 国庫補助の申請 

計画関連 

 災害廃棄物発生量の算定 

 収集運搬車両・処理施設能力の算定及び手配 

 仮置場などの必要個所・面積の算定及び手配 

 災害発生時のごみ処理マニュアルの策定 

 災害廃棄物処理実行計画策定と見直し 

処理担当 

解体・撤去関連 
 災害廃棄物の撤去 

 倒壊家屋・建築物などの解体・撤去 

収集・運搬・処理処

分関連 

 ごみ処理施設の被災状況の把握 

 同ごみ処理施設が使用不能の場合における、近隣

市町村などの代替利用可能な施設の確保 

 災害廃棄物の発生量の推計 

 避難所ごみ発生量の推計 

 排出ごみ収集運搬業務の管理 

 災害廃棄物の再利用・資源化、処理・処分対策 

 仮置場の設置準備・設置 

 仮置場の運用及び周辺環境対策 

 仮置場への搬入許可事務 

 し尿処理施設の被災状況の把握 

 同処理施設が使用不能の場合における、処理及び

近隣市町村などの代替利用可能な施設の確保 

 し尿収集量の推計 

 仮設トイレ設置計画の策定 

 し尿の収集、運搬、処分能力確保 

 仮設トイレの設置、維持管理、撤去 

 仮設トイレのし尿収集 

監視指導担当 監視指導 

 事業者指導 

 適正処理困難物・有害廃棄物管理 

 不法投棄・不適正処理防止 

 便乗投棄・有価物持ち去り防止 
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（２）協力・支援体制 

被害が甚大な場合は、近隣市町村と協力して災害廃棄物を処理したり、県への

事務委託による処理実施を検討します。 

１） 他市町村との協定 

あらかじめ他市町村と協定を締結することにより、災害廃棄物処理を委託

できるようにします。 

２） 県への処理委託 

さらに甚大な被害が生じ、当町の行政機能が機能しない場合など、県へ事

務委託を行い、県が関係部局などと連携して災害廃棄物の処理を進めていき

ます。地方自治法第 252 条の 14（事務の委託）が法的な根拠となり、当町及

び県の議会承認が必要となります。 

以下は、事務委託の手続きの例です。 

 

【当町から県への事務委託スキーム】（根拠：地方自治法第 252条の 14） 

備考：災害廃棄物対策指針技術資料（技術１-９-２）より作成 

 
 

 

  

 

 

 

別途協議 

県 当町 国 

規約 補助金 

受託・廃棄物処理 

委託・経費負担 

(環境省) 

◇県・当町とも、規約については専決処分で対応

し、後日、議会に報告し承認を得る 

◇規約はどの災害廃棄物にも対応できる包括的

な内容とし、詳細は別途協議により対応するこ

とで当町の事務負担を軽減 

◇いずれかの災害廃棄物の委託範囲などの別途

協議が整った日から順次スタート 

◇当町からの委託要望は、別途協議の追加により

適宜対応可能 

◇事務手続きの窓口は 

県：災害廃棄物処理担当部署 

当町：環境担当部局 

◇がれき以外災害廃棄物に関する別途協議につ

いては、県・当町とも各分野担当部局で委託範

囲などの詳細を調整 
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３） 廃棄物関係団体との協定 

他市町村、県への委託の他に、廃棄物関係団体と災害廃棄物処理の協定を

行い、関係団体に応援を要請します。 

 災害ボランティア 

発災後の混乱の中、復旧作業を行うためには、ボランティアが重要な役割

を果たします。当町では社会福祉協議会とともにボランティアに対するニー

ズを把握するとともに、その活動拠点の提供などの環境整備を図り、ボラン

ティア活動が円滑に行われるように努めます。 

また、現場のニーズとボランティアとの連絡調整を図ることが大切であり、

災害ボランティアコーディネーターの育成に努めます。 

 連携体制の構築 

大規模な災害の発生に備え、広域の連携体制を事前に構築する必要があり

ます。連携体制案を図４-３に示します。 

 

 

図４-３ 連携体制（案） 
備考：災害廃棄物対策指針を参考に作成 

  

国(環境省) 

県内の市町村における 
相互協力関係 

廃棄物関係団体 
との協力体制 

都道府県間の 
相互協力体制 

(都道府県･市町村に 

よる相互協力体制) 

情報収集 

指導･助言 

情報収集 

指導･助言 

報告 
D.Waste-Net 

※発災後 

中部ブロック 

別表１ 
災害廃棄物に関
係する災害応援
協定など（県によ

るもの） 

別表２ 
災害廃棄物に関
係する災害応援
協定など（町によ

るもの） 

長野県 

連絡調整 

情報収集 

指導･助言 

報告 
連絡 
調整 

軽井沢町 

被災していない県内市町村 

（長野県市町村災害時相互応援協定） 

廃棄物､解体､し尿など 

廃棄物、解体、し尿 
などの関係事業者 

要請/支援 

(協定などによる) 

協定締結済自治体 

連絡調整 
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【別表１ 災害廃棄物に関係する災害応援協定など（県によるもの）】 

備考：長野県災害廃棄物処理計画より引用 

 

【別表２ 災害廃棄物に関係する災害応援協定など（町によるもの）】 

備考：軽井沢町地域防災計画を参考に作成  

区分 協定締結者 災害時応援協定 廃棄物に係る支援内容 

他の

都道

府県 

全国知事会 
全国都道府県における災害

時の広域応援に関する協定 

ごみ・し尿に係る施設又

は業務の提供および斡旋 

中部圏知事会（９県１市） 災害応援に関する協定書 特に要請のあった事項 

関東地方知事会（10都県） 
震災時等の相互応援に関す

る協定 

ごみ・し尿に係る施設又

は業務の提供および斡旋 

長野県、新潟県 
災害時の相互応援に関する

協定 
特に要請のあった事項 

長野県、新潟県、山梨県、静岡県 
中央日本四件災害時の相互

応援等に関する協定 

物資・資機材・人員等の

提供 

県内

関係

団体 

県（環境部）、（一社）長野県資源

循環保全協会 

災害時等の災害廃棄物の処

理等に関する協定 

災害廃棄物の収集運搬・

処分 

県（環境部）、長野県環境整備事

業協同組合 

災害時等のし尿等の収集運

搬に関する協定 
し尿等の収集運搬 

県（危機管理部）、長野県建設機

械リース業協会 

災害時等の災害応急資機材

のリースに関する協定 

本水洗トイレ・簡易水洗

トイレの提供 

区分 協定締結者 災害時応援協定 廃棄物に係る支援内容 

他の

都道

府県 

軽井沢町、安中市 災害時相互応援協定 特に要請のあった事項 

国際特別都市建設連盟（12市町） 
地震等災害時の相互応援に

関する協定 
特に要請のあった事項 

県内

関係

団体 

県内全市町村 
長野県市町村災害時相互応

援協定 

ごみ、し尿処理のための

車両および施設 

特に要請のあった事項 

軽井沢町、軽井沢町建設業協会 
災害時における応急措置に

関する協定 
建設資機材、労力等 

軽井沢町、(有)軽井沢衛生企業、

長野県環境整備事業協同組合 

災害時における仮設トイレ

等の供給に関する協定 
仮設トイレの設置 

軽井沢町、(有)軽井沢衛生企業、

長野県環境整備事業協同組合 

災害時におけるし尿等の収

集運搬委関する協定 

し尿及び浄化槽汚泥、下

水道管路汚水その他の汚

水の収集運搬 

軽井沢町、信濃町 
災害時における復旧作業等

協力に関する協定 

応急対策上被災自治体が

必要とする業務 

軽井沢町、飯山市 
災害時における復旧作業等

協力に関する協定 

応急対策上被災自治体が

必要とする業務 
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（３）住民への情報提供 

広報手段、広報する内容を表４-６及び表４-７に示します。 

発災時は、通信の不通などが想定されるため、災害廃棄物処理などに関する情

報を多くの対象者に確実に周知できるよう、複数の方法で情報の伝達を行います。

特に、町内にある膨大な数の別荘は、所有者それぞれの都合により、不定期に滞

在するため、その実態を把握することは困難です。このため、災害時には広報車

による巡回と町職員・消防団などによる個別巡回の組み合わせにより伝達を行い

ます。 

表４-６ 広報手段（例） 

対象者 広報手段 

庁内各課 庁内放送、庁内電話、庁内電子メール、庁内Webなど 

一般住民、被災者 

防災行政無線、広報車、自治会組織回覧・掲示板、避難所掲示

板、広報紙、報道機関、ホームページ、SNS、携帯アプリ、戸

別巡回など 

各関係機関 防災行政無線、電話、FAX、電子メールなど 

報道機関 電子メール、電話、FAX、文書、会見など 

 

表４-７ 広報内容（例） 

項目 広報内容 

平常時 
・災害廃棄物処理計画 

・生活ごみの排出ルール 

発
災
後 

生活ごみの処

理に関するこ

と 

・当町が定める仮置場及び収集日時 

・仮置場のごみの整理、流出の防止などの管理 

・収集ルート及び日程、収集期間 

・住民が持込みできる集積場（場所によって集積するものが異

なる場合はその種類を記載） 

し尿処理に関

すること 

・仮設トイレの維持管理方法 

・収集日時 

・し尿処理の原状復旧の見通し 

災害廃棄物に

関すること 

・収集方法（戸別収集の有無、排出場所、分別方法、家庭用ガ

スボンベなどの危険物、フロン類含有廃棄物の排出方法など） 

・便乗ごみの排出、不法投棄、野焼きなどの禁止 

・住民が持込みできる集積場（場所によって集積するものが異

なる場合はその種類を記載） 

・仮置場の場所及び設置状況 

その他 

・ボランティア支援依頼について 

・損壊家屋などへの対応について 

・当町への相談窓口について 
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 災害廃棄物対策（平常時） 

発災時に備え、災害廃棄物の処理に係る組織体制などをあらかじめ定めるととも

に、法令・最新の知見などを踏まえ、随時計画の見直しを行うものとします。（表４

－８赤背景部分） 

また、発災時に円滑な協力が得られるよう、関係団体と連絡を密にします。 

表４-８ 処理の流れ 

平常時 

（発災前） 

①組織体制、連絡体制の 

構築 

平常時に庁内の組織体制づくりを行うとともに、関

連団体との連絡体制を構築します。 

②一般廃棄物処理施設など 

の耐震化など 

既存施設については、耐震診断などの実施をすると

ともに、新設・改良時は耐震性などに配慮します。 

③仮設トイレ・避難所ごみ あらかじめ仮設トイレなどの備蓄に努めます。 

また、避難所から排出される廃棄物の保管場所、保

管方法、分別ルール、収集運搬ルートを想定してお

きます。 

④災害廃棄物量の推計、 

仮置場候補地の選定 

地域防災計画などを参考に、災害廃棄物量をあらか

じめ予測するとともに、仮置場候補地を選定しま

す。 

⑤有害廃棄物などの処理 

方法などの検討 

有害廃棄物などの保管状況を把握するとともに処

理方法を検討します。 

⑥職員への教育訓練 図上訓練など、職員への教育訓練を行います。 

↓発災！ 

初動対応 

（発災後約１か月まで） 

～ 

応急対策期（発災後約１

か月から約１年後まで） 

①組織体制・連絡体制の構築 

②情報収集・連絡体制の確保 

③避難所ごみ・生活ごみの収集・仮設トイレのくみ取り 

④収集運搬体制の整備 

⑤処理スケジュールの作成 

⑥処理フローの作成 

⑦災害廃棄物処理実行計画 

⑧仮置場の設置 

⑨被災家屋の解体撤去 

⑩分別・処理・再資源化 

⑪その他 

               ↓ 

災害復旧・復興期（発災

後約２年から３年後） 

①組織体制の見直し 

②平常体制への移行 

③災害廃棄物の処理見込み量の推計 

④収集体制の見直し 

⑤処理スケジュール・処理フローの見直し 

⑥災害廃棄物処理実行計画の見直し 

⑦仮置場の見直し 

⑧仮設焼却施設など 

⑨被災家屋の解体撤去 

⑩分別・処理・再資源化 

⑪その他 
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（１）組織体制・連絡体制の構築 

前項に定めた組織体制を適宜見直し、災害発生時に即時に災害廃棄物処理

体制に移行できるようにします。 

また、県や国や他の都道府県、県内市町村及び県内廃棄物関係団体などと

調整し、災害時の連携体制・相互協力体制の整備に努めます。 

（２）一般廃棄物処理施設などの耐震化など 

１） 災害時の対策 

当町の処理施設の耐震化を進め、災害発生時の被害を最小限に抑え、処理

に支障がないよう努めます。現施設の災害時の対策を表４-９に示します。 

また、新設の施設・改良にあたっては、耐震性などに配慮します。 

 

表４-９ 災害時の対策 

施設名 災害時に想定される被害 対策 

佐久クリーンセンター 

軽井沢町じん芥処理場 

施設の損壊 

電力の遮断 

施設の耐震化、不燃化 

自家発電機の設置 

新クリーンセンター 
施設の損壊 

電力の遮断 

新施設の建設 

自家発電機の設置 

 

２） 一般廃棄物処理施設などの補修体制の整備 

当町の処理施設が被災した場合でも、速やかに復旧できるよう補修体制を

整備する必要があります。特に以下の項目に留意します。 

· 施設の耐震診断を行い必要に応じ耐震性の向上を図る 

· 新設施設においては耐震性・浸水対策に配慮し計画する 

· 水道などライフラインの耐震性向上や非常用電源の設置、非常時の燃料

などの備蓄を行う 

· 浸水対策工事ができない場合の応急対策として、土嚢、排水ポンプを準備

する 

（３）仮設トイレ・避難所ごみ 

災害時には公共下水道が使用できなくなることを想定し、あらかじめ、仮設ト

イレ（マンホールトイレ、簡易トイレを含む）、携帯トイレ（使い捨てトイレ）、

消臭剤、脱臭剤などの備蓄に努めます。また、民間団体などとの災害協定や広域

的な連携体制も含めた災害時の仮設トイレなど供給体制を維持します。 

また、あらかじめ、避難所から排出される廃棄物の保管場所・保管方法、分別

ルール、収集運搬ルートを想定しておきます。 
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（４）災害廃棄物量の推計、仮置場候補地の選定 

あらかじめ、地域防災計画で想定される災害規模に応じた災害廃棄物の発生量

及び処理可能量を推計し、想定した災害廃棄物の処理に必要な人員などを勘案し、

処理スケジュール、処理フロー、収集運搬方法・ルート、仮置場の候補地の想定

などを行います。 

（５）有害廃棄物等の処理方法の検討 

発災時に発生する有害廃棄物などは、地震などの災害により流出し、適切な回

収及び処理が実施されない場合、生活環境や人体に長期的な影響を及ぼすととも

に、復旧復興の障害になる恐れがあるため、平常時から有害物質の保管状況など

を把握するとともに、専門の処理業者からの支援を要請し、業者による引き取り

のルールなどを確認しておき、発災後、速やかに回収・処理ができる環境を整え

ます。 

（６）職員への教育訓練 

本計画の内容を平常時から職員に周知し、災害時に本計画が有効に活用される

よう職員の教育訓練を継続的に行います。 

本計画の記載内容について、業務を行う関係職員への教育を継続的に実施する

とともに、協定締結団体と連携し、情報伝達・連絡手段の訓練などを行います。 

 

表４-１０ 主な研修・訓練（例） 

項目 対象 実施時期 実施内容 

初 任 者 研 修 関係職員新任者 年度当初 
・本計画の内容周知 

・基礎的な知識の習得 

定 期 研 修 災害廃棄物対策班 随時 

・本計画の再確認 

・他団体の事例確認 

・視察 

・その他 

情報伝達訓練 
災害廃棄物対策班

と関係団体 
随時 

・協定内容の再確認 

・各団体の状況確認 

・要請手順の確認 
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 災害廃棄物処理（発災後） 
発災後の初動対応や応急対策期の処理の流れを表４-１１に示します。（表４－１

１ 赤背景部分） 

 

表４-１１ 処理の流れ 

平常時 

（発災前） 

①組織体制、連絡体制の構築 

②一般廃棄物処理施設などの耐震化など 

③仮設トイレ・避難所ごみ 

④災害廃棄物量の推計、仮置場候補地の選定 

⑤有害廃棄物などの処理方法などの検討 

⑥職員への教育訓練 

↓発災！ 

初動対応 

（発災後約１

か月まで） 

～ 

応急対策期

（発災後約１

か月から約１

年後まで） 

①組織体制・連絡体制の構築 平常時に想定した組織体制や連絡体制に移行し

ます。 

②情報収集・連絡体制の確保 発災後においても、情報収集や連絡体制は十分に

確保する必要があるため、平常時に想定した情報

収集・連絡体制を維持するものとします。また、

災害廃棄物の発生状況や処理状況を県に連絡す

る体制を確保します。 

③避難所ごみ・生活ごみの収 

集・仮設トイレのくみ取り 

発災直後から災害廃棄物が発生します。平常時に

選定した候補地から、被災の状況を見ながら適切

な箇所に仮置場を設置します。 

④収集運搬体制の整備 収集運搬計画を策定するとともに、災害廃棄物処

理に適した収集運搬体制に移行します。 

⑤処理スケジュールの作成 被災の状況を勘案し、処理スケジュールを作成し

ます。 

⑥処理フローの作成 災害廃棄物の発生量や性状を勘案し処理フロー

を作成します。 

⑦災害廃棄物処理実行計画 被災状況を踏まえ、災害廃棄物処理実行計画を策

定します。 

⑧仮置場の設置 平常時に検討した仮置場を発生後速やかに設置

します。 

⑨被災家屋の解体撤去 被災した家屋の解体撤去を進めます。被災の規模

によっては国庫補助による解体も進めます。 

⑩分別・処理・再資源化 災害廃棄物の分別・処理・再資源化を推進します。 

⑪その他 有害廃棄物などの処理、廃家電などの処理対策、

環境対策、協力・支援体制、水害廃棄物処理、火

山噴火による廃棄物、思い出の品、国庫補助につ

いて検討します。 

↓ 
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災害復旧・復興期（発災後

約２年から３年後） 

①組織体制の見直し 

②平常体制への移行 

③災害廃棄物の処理見込み量の推計 

④収集体制の見直し 

⑤処理スケジュール・処理フローの見直し 

⑥災害廃棄物処理実行計画の見直し 

⑦仮置場の見直し 

⑧仮設焼却施設など 

⑨被災家屋の解体撤去 

⑩分別・処理・再資源化 

⑪その他 

 

（１）組織体制・連絡体制の構築 

職員の安全確保・安否確認のうえ、初動対応の命令が発令された場合、速やか

に平常時に想定した災害廃棄物対策組織体制に移行します。また、災害が特に甚

大で広域である場合は、広域的な災害廃棄物処理体制に移行するよう県及び協定

締結自治体と連絡を取り合います。 

（２）情報の収集・連絡体制の確保 

１） 情報収集に関する体制 

災害発生時の関係機関の連絡先一覧を表４-１２に示します。 

 

表４-１２ 連絡先一覧 

関係機関 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 備考 

長野県資源循環推進課 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7181 026-235-7259  

佐久市・北佐久郡環境 

施設組合 
佐久市中込3056 佐久市役所内 0267-62-2916 0267-62-2289  

浅麓環境施設組合 小諸市甲1845 0267-22-7710 0267-22-8904  

軽井沢消防署 軽井沢町大字長倉1706番地8 0267-45-0119 0267-45-2077  

軽井沢警察署 軽井沢町大字軽井沢1323-485 0267-42-0110 0267-42-6110  

佐久クリーンセンター 佐久市中込2880 0267-62-7337 0267-62-9854  

(有)軽井沢衛生企業 軽井沢町大字長倉957-29 0267-45-5144 0267-45-5244 一般廃棄物 

処理運搬業者 イーステージ(株) 小諸市平原309-1 0120-792-870 0267-25-8881 

フクダ屋(有) 小諸市御幸町1丁目4-39 0267-22-0124 0267-23-0876 

リサイクル業者 渡辺商店(有) 小諸市891-6 0267-22-8191 0267-25-1113 

(有)エムエス工業 軽井沢町大字長倉5212-8 0267-46-0090 0267-45-3937 
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２） 災害対策本部から収集する情報 

表４-１３に示す情報を災害対策本部などから収集し、当町の被災状況の全

体像の把握に努めます。 

 

表４-１３ 災害対策本部事務局などからの情報収集項目 

区分 情報収集項目 目的 

避難所と避難

者数の把握 

・避難所名 

・各避難所の収容人数 

・仮設トイレ必要基数把握 

（仮設トイレ対策関連） 

建物の被災状

況の把握 

・建物の全壊及び半壊棟数 

・建物の焼失棟数 

・災害廃棄物発生量、種類な

どの把握 

上下水道・道

路の被災及び

復旧状況の把

握 

・上水道施設の被災状況 

・断水の状況と復旧の見直し 

・下水処理施設の被災状況 

・主要な道路・橋梁の被災状況と復旧

の見通し 

・し尿発生量などの把握 

・仮設トイレし尿の下水処理

施設での処理の可能性の検

討 

・収集運搬ルート確保 

住宅解体状況

の把握 

・解体撤去申請の受付状況 

・解体業者への発注・解体作業の進捗

状況 

・解体業者への支払業務の進捗状況 

・災害廃棄物発生量などの把 

握 

・仮置場の体制 

 

３） ごみ処理施設からの収集する情報 

ごみ処理施設との連絡手段を確保し、表４-１４に示す情報について共有に

努めます。 

 

表４-１４ ごみ処理施設からの情報収集項目 

区分 情報収集項目 目的 

ごみ処理施設 

・ごみ処理施設（焼却、不燃粗大ごみ破砕、最終処分場）

の被災状況、処理能力 

・資源物の中間処理業者の被災状況、処理能力 

・有害ごみの委託業者の被災状況、処理能力 

・災害廃棄物の処理体制 

・生活ごみ収集運搬業者の被災状況、収集能力 

処理体制

の構築 
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４） 国・県と共有する情報 

県との連絡手段を確保し、災害対策本部から収集した情報、被災地域から

の情報、ごみ処理の進捗状況などについて、定期的に国・県に報告します。 

国・県への報告事項を表４-１５に示します。 

 

表４-１５ 国・県への報告事項 

区分 情報収集項目 目的 

災害廃棄物(全体) 

適正処理が困難な

廃棄物 

・災害廃棄物の処理量・進捗率 

・腐敗性廃棄物の種類と量及び処理状況 

・有害廃棄物の種類と量及び拡散状況 

国・県への

被災状況な

どの報告 

廃棄物処理施設の

被災状況 

・被災状況 

・復旧見通し 

・必要な支援 
処理体制の

構築 

仮置場整備状況 
・仮置場の位置と規模 

・必要資材の調達状況 

 

５） 緊急対応の実施 

 一般廃棄物処理施設など 

一般廃棄物処理施設及び運搬ルートの被害内容を確認するとともに、安

全性の確認を行います。また、補修が必要な場合は、平常時に備えた資機

材により補修を行います。 

② 道路啓開に伴う災害廃棄物処理 

道路啓開作業に当たっては、人命救助・迅速性を最優先としますが、啓

開現場において可能な範囲で粗分別（可燃・不燃・家電など、３～４種類

の分別）を行います。 

（３）避難所ごみ・生活ごみの収集・仮設トイレのくみ取り 

発災後、速やかに避難所を設置します。また、避難所の生活ごみやし尿を適宜収

集します。 

１） 生活ごみの収集 

一般家庭の生活ごみについては、道路の被災状況などにより著しく収集効

率が低下した場合は、状況に応じて早朝・夜間収集などにより対応します。 

平常時の収集体制の確保が困難な場合、緊急性を考慮し、住民への広報を

行ったうえで、腐敗性の高い食品残渣などを優先して回収します。腐敗性の

低いものは、一時的な収集停止を行うなどの措置を講じます。 

また、災害により当町処理施設の復旧に時間がかかる場合は、必要に応じ

て支援要請を行い、他市町村などの焼却施設での処理などを委託します。 
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不適正排出や、道路・公園などへの不法投棄などを未然に防止するため、広

報及び仮置場を中心としたパトロールなどを行います。 

２） 避難所ごみの分別・収集 

発災時でも分別を行うことが、その後の処理をよりスムーズにし、早期の

復興に寄与すると考えられるため、避難所においても可能な限り分別を行う

ことが必要です。 

発災時は避難所が混乱していると考えられ、平常時のごみ分別が困難なこ

とが予想されるため、表４-１６に示す避難所ごみの分別例及び留意点を参考

に被災状況、避難者数を考慮し、排出ルールを決定します。 

また、被災状況によっては、平常時の収集体制での対応が困難となること

も想定されるため、必要に応じて支援要請を行い、他市町村などからの支援

車両などによる収集を行います。 

なお、医療系などの有害性・危険性のある廃棄物については、取扱いに注意

し密閉保管するように周知します。 

 

表４-１６ 分別例及び留意点 

種類 留意点 

可燃ごみ 

・生ごみは、ハエなどの害虫の発生が懸念されるので、

袋に入れて分別保管し、早急に処理を行う。 

・携帯トイレのポリマーで固められた尿は衛生的な保

管が可能だが、感染や臭気の対策面でもできる限り密

閉する。 

不燃ごみ 
・感染性廃棄物（注射針など）は医療機関と調整し、保

管のための専用容器を用い、回収処理する。 

資
源
物 

 

・紙類 
（段ボール、新聞、雑
誌、紙パック） 

・容器包装プラスチック 
・衣類・皮革・ぬいぐる
み・バッグ 

・びん類 
・かん 
・ペットボトル 
・金属類 
・乾電池・蛍光灯 

・紙類は、段ボール、新聞、雑誌、紙パックに分け、そ

れぞれ紐でしばり保管する。それ以外は、それぞれ透

明袋に入れて保管する。 

・スプレー缶、カセット式ガスボンベは必ず中身を使い

切り、穴を開けず、透明袋に入れる。 

・割れたびん・板ガラスやグラスなどは新聞紙で包むな

どして袋が切れて中身が散乱しないようにする。 

有害ごみ 
・乾電池、体温計などは、それぞれ透明袋に入れて保管

する。 
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３） 仮設トイレの設置及びくみ取り 

 設置原則 

平常時において、被災者の生活に支障が生じないよう、仮設トイレの必要

基数を算定し、備蓄などの対策を講じます。 

 状況把握 

避難所の位置・箇所数の把握、仮設トイレ必要人数・必要数の把握、仮設ト

イレの備蓄数の確認などの情報収集に努めます。 

③ 仮設トイレ設置計画 

仮設トイレ（トイレットペーパー、消毒用・防臭用薬剤や清掃用品、照明設

備などの資器材を含む）の設置などの計画は、環境課衛生係が策定します。地

震発生直後には、上下水道・電気などライフラインの被災状況と復旧見込み

を考慮します。 

④ 仮設トイレ不足時の対応 

仮設トイレを設置する場合は、関係業者などに対して配置先・設置基数を

示して設置します。 

⑤ 仮設トイレ追加の要請 

仮設トイレが不足する場合は、関係業者などに、追加の調達及び設置を要

請します。さらに不足が予想される場合は、協定に基づき民間事業者や県及

び他市町村などに支援を要請します。 

⑥ 仮設トイレ設置の広報 

トイレ使用の可否、仮設トイレの設置などについて、住民へ広報するとと

もに住民からの相談に応じます。 

⑦ 仮設トイレのくみ取り 

仮設トイレが不衛生にならないよう、適宜くみ取りを行います。 

４） 仮設トイレ必要基数及び仮設トイレ備蓄基数 

当町の仮設トイレ必要基数は、発災１週間後が最大値となり、８基と見込まれ

ます。 

当町では、表４-１７に示すように備蓄するものとしますが、甚大な被害が

生じた場合は仮設トイレが足りなくなることが考えられます。レンタル業者

とあらかじめ協定を締結する必要があります。 
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表４-１７ し尿回収機材およびマンホールトイレ 

機材の種類 備蓄場所 備蓄数 

組立式トイレ 役場車庫２Ｆ倉庫 ５ 

マ ン ホ ー ル 

ト イ レ 総合体育館 
５ 

トイレテント ８ 

仮設トイレ 長野県環境整備事業共同組合（協定による） 1,467※ 

※他団体などへ貸出中などの理由により提供可能数は備蓄数よりも少なくなります。 

５） 仮設トイレの撤去 

避難所の閉鎖や縮小にあわせて、速やかに仮設トイレの撤去を行います。 

（４）収集運搬体制の整備 

１） 収集運搬方法 

① 収集運搬計画の策定 

災害廃棄物の収集運搬車両及び収集ルートなどの被災状況について把握し、

住民の生活環境改善のため効率的な収集運搬計画を策定します。 

② 緊急通行車両の登録 

平常時においては収集運搬車両の把握に努め、発災後においては緊急通行

車両の登録（警察署）を行うものとします。 

③ 収集ルートの検討 

発災後においては廃棄物の収集運搬車両だけではなく、緊急物資の輸送車

両などが限られたルートを利用する場合も想定されるため、交通渋滞や避難

所、仮置場の設置場所などを考慮した効率的な収集運搬ルートおよび、収集

運搬ブロック別の搬入ルートについて検討します。また、通行止めや片道通

行などの通行規制が予測されるため、通行許可申請なども考慮します。 

④ 通行上支障となる災害廃棄物の撤去 

主要ルートなどにおける通行上支障となる災害廃棄物の撤去にあたり、自

衛隊・警察・消防などの関係機関に収集運搬ルートを示し、協働して道路啓開

を進めます。その際には、危険物・有害廃棄物、アスベストを含む建築物など

の情報をあわせて提供します。道路啓開に伴い発生した災害廃棄物は、順次、

仮置場に分別・搬入します。 

⑤ 収集運搬車両の確保 

災害廃棄物、避難所及び家庭から排出される廃棄物を収集運搬するための

車両が不足する場合には、ごみ処理施設の長と協議の上、県及び他市町村な

どへ支援要請を行い、収集運搬に必要な車両を確保します。 
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⑥ し尿処理の収集運搬 

仮設トイレや避難所から発生するし尿や浄化槽汚泥の収集は、利用者数な

どを考慮し、計画的に実施します。 

２） 避難所のし尿収集必要量 

避難所のし尿収集必要量は１日当たり 7.2kLとなります。 

３） し尿収集車両の備蓄 

し尿回収車両を表４-１８に示すように備蓄するものとします。 

 

表４-１８ し尿収集運搬車両 

機材の種類 備蓄場所 車両数 

バキュームカー (有)軽井沢衛生企業 ８ 

 

４） 収集運搬体制の整備 

収集運搬方法、収集運搬ルート、必要な資機材の確保など、収集運搬体制を

整備に努めます。また、住民に対して被災家屋からの災害廃棄物の分別排出

を周知します。 

さらに、道路の被害状況、仮置場の位置などを踏まえ、収集運搬方法及びル

ートを決定します。なお、廃棄物（ごみ・し尿など）の収集運搬を行う車両が、

交通規制区域を通行する必要がある場合は、「緊急通行車両」として登録を行

います。 

災害廃棄物の収集運搬にあたっては、釘やガラスなどが混入している場合

があることから、被災市町村は、作業員の安全確保のために、防具を装着させ

るなどの措置を講じます。 

火災焼失した災害廃棄物は、有害物質の流出などの可能性があることから、

他の廃棄物と混合しないように収集運搬を行います。 

（５）処理スケジュールの作成 

復旧・復興に向け、当町、県、関係事業者、住民が連携し処理にあたり、３

年以内に処理業務を完了することを目標とします。 

被災規模が大きく広範囲にわたる大規模災害の場合は、膨大な災害廃棄物

の発生が見込まれるため、３年間以内に処理を終えることが困難な場合があ

ります。その場合は、県、国と連携調整のうえ、広域処理などの対応を行うこ

ととします。 

なお、被害が甚大で、２次仮置場や仮設焼却炉などが必要な場合や、広域で

処理する場合、県に事務委託する場合は、処理スケジュールを見直します。 
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（６）処理フローの作成 

災害廃棄物の処理フローを図４-４に示します。災害発生後は、被災や災害

廃棄物処理の状況に応じた実効的な災害廃棄物処理フローに見直すものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-４ 災害廃棄物の処理フロー 
 

（７）災害廃棄物処理実行計画 

災害の初動対応終了後、実際に発生した災害による被災状況、災害廃棄物量な

どに応じて、災害廃棄物の処理方法・処理体制などを定めるため、「災害廃棄物処

理実行計画」を策定します。 

１） 計画の策定 

災害時、被災状況を踏まえた災害廃棄物の発生量の推計結果と処理可能量

を把握し、本計画に基づき、速やかに「災害廃棄物処理実行計画」を策定しま

す。 

災害廃棄物処理実行計画の策定手順を図４-５に示します。 
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図４-５ 災害廃棄物処理実行計画の策定手順 

出典：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

また、災害廃棄物処理実行計画の記載事項（例）は以下のとおりです。

 

第 1節 計画の基本的事項 

１．実行計画策定の目的 

２．計画の位置づけ 

３．役割分担 

４．災害廃棄物処理に関する基本方針 

５．被災状況及び処理見込量 

６．分別及び処理方法 

７．処理期間 

 

 

 

 

第 2節 処理計画 

１．集積計画 

２．運搬計画 

３．受入基準 

４．作業計画 

第 3節 処理スケジュール 

第 4節 計画の見直し 

第 5節 処理フロー 
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２） 計画の見直しなど 

災害廃棄物処理実行計画の見直しの主な留意事項を表４-１９に示します。 

 

表４-１９ 災害廃棄物処理実行計画の見直しの主な留意事項 

留

意

点 

・復旧の進捗に伴い発災直後では把握できなかった被災状況や災害廃棄物

処理の課題に対応し処理の進捗にあわせて、実行計画の見直しを行う。 

・災害廃棄物の処理方法や処理費用について検証を行い、必要に応じ見直

しする。 

・処理の進捗に応じ、施設の復旧状況や稼働状況、処理見込み量、動員可

能な人員、資機材（重機や収集運搬車両、薬剤など）の確保状況を踏ま

え、処理スケジュールの見直しを行う。 

・処理の進捗や災害廃棄物の性状の変化などに応じ、処理フローの見直し

を行う。 

・道路の復旧状況や周辺の生活環境の状況、仮置場位置を踏まえ収集運搬

方法の見直しを行う。 

・設定した処理期間内に既存施設で処理が完了できない場合、仮設による

処理を行う仮置場の設置や広域処理を検討する。 

・仮置場の返却にあたっては、土壌分析などを行うなど土地の安全性を確

認し、仮置場の原状復旧を行う。 

 

（８）仮置場の設置 

復旧復興を軌道に乗せるために、支障となる災害廃棄物を速やかに除去しなければ

なりません。また、再資源化を図りながら効率的に処分を進めるための仮置き、選別

の場所として仮置場の役割は極めて重要です。 

仮置場の分類を表４-２０に示します。 

 

表４-２０ 仮置場の分類 

名称 目的・定義 備考 

仮 

置 

場 

臨時集積所 

個人の生活環境・空間の確保・復旧な

どのため、被災家屋などから災害廃棄

物を、被災地内において、仮に集積す

る場所。 

・被災後数日以内に設置。 

・設置期間は、住民の片付けが終わるまで

とし、数ヶ月を目途とする。 

１次仮置場 

処理（リユース・リサイクルを含む。）前

に、仮置場などにある災害廃棄物を一

定期間、粗選別・保管しておく場所。 

・被災後数週間以内に設置。 

・大型ダンプがアクセスできる道路が必要。 

・設置期間は、災害廃棄物など処理が完了

するまでとする。 

２次仮置場 

１次仮置場での分別が不十分な場合、

再選別を行い、中間処理を行うまでの

間、保管しておく場所。 

・被災後数ヶ月以内に設置 

・大型ダンプがアクセスできる道路が必

要。 

・設置期間、中間処理が完了するまでとす

る。 
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名称 目的・定義 備考 

中間処理施設用地 

仮設破砕機・焼却炉などの設置及び処

理作業を行うための場所。 

・２次仮置場の環境条件などが十分に確

保できる場合は、仮置場に隣接して設置

することが望ましい。 

・中間処理された再生資材を搬出するまで

の保管を行う。 

資料：災害廃棄物対策指針 

災害廃棄物分別・処理マニュアル（一般社団法人 廃棄物資源循環学会） 

 

１） 仮置場の選定における基本的な考え方 

① 臨時集積所 

臨時集積所は、災害の被災状況により住民が容易に仮置きできる場所かつ学

校や病院、避難所などが周辺にない場所を候補地とし、当町が指定若しくは各

地区で選定した場所とし、１次仮置場としても活用できる場所とします。 

また、保管期間が短期間ですが、道路障害など復興の妨げにならない場所と

し、二次災害の防止に努める必要があります。 

② １次仮置場 

１次仮置場は、臨時集積所から集積する場所のため、搬入及び搬出など運搬

ルートを確保する必要があり、使用期間が長期間にわたるため、災害廃棄物量

に応じて当町が確保した場所とします。 

また、道路事情などを十分考慮するとともに、二次災害の発生防止に努める

必要があります。 

③ ２次仮置場及び中間処理施設用地 

２次仮置場及び中間処理施設用地については、処理を完了させるまでの保管

などを行うため、長期にわたり使用可能な場所を確保する必要があり、選定に

は迅速かつ慎重な判断が必要になります。 

また、復興の妨げにならないことや中間処理施設の騒音や振動、収集、搬入

及び搬出車両による騒音などを十分考慮し、二次災害の防止に努める必要があ

ります。 

２） 仮置場の必要面積 

災害廃棄物が発生した場合、臨時集積所は各被災家屋の近くに設置され、小規模

なものが散在すると想定されます。 

本計画では、臨時集積所の災害廃棄物を集め、中間処理を少しでも容易にするた

めに、分別し保管するために重要となる１次仮置場の必要面積を試算するととも

に、その候補地もあわせて検討します。１次仮置場の必要面積は約 1,500㎡となり

ます。 

災害廃棄物などの発生量を基に、実質の処理期間を２年間（全体スケジュールで

は３年間としますが、設置及び撤去に１年程度かかるものとします。）として、積

み上げ高さや作業スペースを加味し試算します。 
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なお、２次仮置場の面積については、災害発生後、被災状況や廃棄物の処理状況、

また、広域処理などの状況を見ながら算出することとします。 

３） １次仮置場の候補地 

当町では災害廃棄物発生量が 4,486ｔ見込まれ、発災後にこれらの災害廃棄物を

保管するスペースが必要になります。災害廃棄物の迅速な処理を行うため、平常時

に仮置場（主として１次仮置場）の候補地を選定しリスト化します。 

４） 仮置場の設置・管理・運営 

災害廃棄物を仮置場に搬入する際のトラブルなどを回避するため、あらかじめ

以下に示す仮置場の運営、管理に係るルールなどを定めておくものとします。 

① 搬入ルール 

・ 仮置場への搬入に際しては、住民の行列ができることが予想されるため、行政

収集の車両については、発災後、緊急通行車両としての登録を行うとともに、

収集車両専用路の確保に努めます。 

・ 住民が仮置場へ廃棄物を搬入する際は、罹災証明書や被災者であることを確

認できる身分証などを提示してもらうことを原則とします。 

② 運営ルール 

・ 仮置場には、災害廃棄物の受入れ、搬入物の監視、指導、保管、管理などを行

うために監視員を配置します。 

・ 搬入された災害廃棄物の計量、処理、分別保管、移動・運搬などを行うため、

必要な資機材を投入します。 

・ 仮置場の場内ルートを整備し、誘導員の配置や案内を掲示するなどにより、搬

入車両の円滑な動きを誘導します。 

・ 仮置場では、日報を作成し、搬入台数、ごみの種類別の搬入量、搬出量などを

記録します。 

 

発災時においても、通常に発生する生活ごみなども処理する必要があり、発災時

に備えて、一般廃棄物処理施設を耐震化するなど、適正な状況に保つとともに、発

災時の処理能力を算定する必要があります。 
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（９）被災家屋の解体撤去 

平常時において、家屋などを解体することによって発生する廃棄物は、解体工事を

請け負った事業者が排出事業者となり、産業廃棄物として家屋などの所有者費用負担

により処理されています。 

発災時、環境省の災害等廃棄物処理事業を活用し、解体家屋の運搬及び処分を行う

ことを検討します。 

家屋の解体費用は補助対象外となっていることから、住宅の解体撤去は、被災者に

支給される生活再建支援資金などによる自己負担を原則とします。なお、大規模災害

発生時には、被災状況に応じて被災者の経済的負担の軽減を図るため、国による特別

措置について速やかに県・国と協議します。また国による特別措置により、国庫補助

による解体費用の負担が認められた場合は、当町の事業として実施します。 

１） 解体撤去の実施手順 

① 解体方針の確認 

・ 支援対象者は、全壊及び大規模半壊に認定された個人の住宅とする。 

・ 当町が解体業者を指定し、被災者に斡旋する。 

・ 事業所などの解体撤去及び処理は、自己負担で行うものとし、当町の支援の対

象外とする。 

② 解体業者の指定 

・ 解体業者の申請により、解体業者を指定する。 

③ 廃棄物の受け入れ状況の確認 

・ 環境課衛生係に廃棄物の仮置場の受け入れ状況などを確認し、解体撤去作業

の開始スケジュールを設定する。 

④ 被災者への広報 

・ 解体撤去の方法について、広報紙、当町ホームページなどで広報を行う。 

・ 当町指定の解体業者の一覧を公表する。 

・ 解体業者への依頼は被災者自らが行うものとする。 

⑤ 申請窓口の開設 

・ 解体撤去作業の相談・申請を行う窓口を総合相談窓口内に開設する。 

⑥ 解体撤去の流れ及び留意点 

当町直営で行う建物の解体撤去の流れ及び留意点を図４-６及び表４-２１に

示します。 
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図４-６ 解体撤去の実施手順フロー 

出典：平成 30 年８月２日環境省環境再生・資源循環局事務連絡 

 

表４-２１ 被災家屋の解体の主な留意点 

留

意

点 

・可能な限り所有者などへ連絡を行い、調査計画を事前に周知したうえで被災物

件の立入調査を行う。 

・一定の原型を留めた建物及び倒壊の危険があるものは土地家屋調査士を派遣し、

建物の価値について判断を仰ぐ。 

・撤去・解体の作業開始前及び作業終了後に、動産、思い出の品などを含めて、撤

去前後の写真などの記録を作成する。 

・撤去及び解体作業においては、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。 

・廃棄物を仮置場へ撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くずなどの分別に努

め、できるだけ焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。 

・作業者や関係者の安全確保に心がけ、警報などが発令された際の情報源確保（ラ

ジオの配布）や避難場所などの情報の事前確認、消火器の配置などを行う。 

・粉塵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などの保護具を着用し、安全を確保す

る。 

 

２） 石綿含有建材が含まれる家屋の確認 

発災時、当町では、通行上支障がある災害廃棄物を撤去するとともに、倒壊の危

険性のある損壊家屋などを優先的に解体します。 

なお、損壊家屋などに石綿が含有しているか否かを事前に確認することとしま

す。建築時期により石綿使用の有無を推定することができますが、これはあくまで

も目安であるため、倒壊家屋などの図面などで使用されている建材の商品名を確

認し、メーカーなどに問い合わせ、石綿含有の有無を確認方法も併用する必要があ

ります。以上でも判明しない場合は、必要に応じ、サンプルを採取し分析を検討し

ます。 
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（１０）分別・処理・再資源化 

発災後おおむね１カ月後までに、災害廃棄物の発生状況（発生量や性状）を把握す

るとともに、廃棄物の種類ごとの処理方針を定めます。 

災害廃棄物は、処理方法によって再生利用可能なものを多量に含んでおり、その

有効活用が復旧･復興時の資材として多く活用されることから、積極的に再生資材

として有効利用します。 

 

＜処理方針（例）＞⇒発災後に災害廃棄物の発生状況を見たうえで決定します。 

○木くずは、選別、破砕した後、再資源化する。再資源化ができないものは焼却処

理する。 

○コンクリートがらは、選別、破砕した後、原則、再生砕石として再資源化する。 

○金属くずは、再資源化する。 

○その他の廃棄物は、選別、破砕した後、可能な限り再資源化を図り、再資源化で

きないもののうち、可燃分は焼却処理、不燃分は埋立処分する。 

○発災後３年以内に処理を完了する。 

（１１）有害廃棄物、廃家電などの処理 

有害廃棄物の飛散や危険物による爆発・火災などの事故を未然に防ぐため、優先

的に回収を行い、保管又は早期の処分を行います。 

災害廃棄物の処理や、建物解体・撤去中に有害廃棄物などが発見されることもあ

るため、その都度回収して処理を行います。 

また、廃家電、自動車など平常時において当町で処理しない廃棄物についても処

理方法や処理ルートなどを適切な方法を住民などに広報します。 

（１２）環境対策など 

被災状況を踏まえ、地域住民の生活環境及び公衆衛生への影響を防止するため、

腐敗性廃棄物を優先的に処理し、消石灰などを散布するなど害虫の発生を防止し

ます。仮置場などにおいて、悪臭や害虫が発生した場合には、消臭剤や脱臭剤、殺

虫剤の散布、シートによる被覆などの対応を検討します。 

仮置場における火災を未然に防止するため、災害廃棄物の積み上げ高さの制限、

散水の実施、堆積物の切り返しによる放熱、メタンガスなどの可燃性ガスのガス抜

き管の設置、温度監視などを行います。 

万一火災が発生した場合は、消防と連携し、迅速な消火活動を行います。 

（１３）協力・支援体制 

人命救助の観点から、活動している自衛隊・警察・消防などの主体と連携して、

有害物質や危険物質に留意し、災害廃棄物の撤去や倒壊した建物の解体・撤去など

を行います。 

また、被害状況を踏まえ、災害支援協定などに基づき、協力・支援要請を行うと

ともに、利用可能な連絡手段を確保し、被害情報・支援ニーズを把握し、協力・支

援体制を整備します。 
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（１４）水害廃棄物処理に関する留意事項 

水害廃棄物は、水分を多く含んでいるため、腐敗しやすく、悪臭・汚水を発生するな

ど時間の経過により性状が変化する場合があります。ここでは水害廃棄物処理に関し、

特に留意する必要のある事項を取りまとめました。 

１） 水害発生時に発生する廃棄物 

水害発生時には、震災発生時とは別に特有の廃棄物が発生します。処理にあたって

は、季節によって課題が異なることに留意し、夏季においては廃棄物の腐敗が早く、

それに伴いハエなどの害虫が発生すると生活環境が悪化するため、専門機関に相談し、

殺虫剤や消石灰、消臭剤などの散布を行います。 

主な水害廃棄物の種類と特徴や処理方法を表４-２２に示します。 

 

表４-２２ 水害廃棄物の種類と特徴 

種類 特徴・処理方法 

濡れた畳 

 畳は水を含みやすく、最大で一枚 100kg にもなることがあり、運搬作業

が難しくなることがある。また、そのまま破砕しても水分が多く、焼却

炉で焼却することが難しいため、仮置場で一時貯留し、ある程度水を切

った後に破砕することとする。 

 腐敗による汚汁、臭気の発生が考えられるため、周辺の環境に十分配慮

する。 

 水分を含んだ畳などの発酵により発熱・発火する可能性があるため、火

災や腐敗による二次災害などへの注意が必要であり、早期に処理を行う。 

濡れた 

木製家具 

 水を吸い重くなっており、１棟あたり 200kg もの木製家具が発生するこ

とがある。仮置場で一時貯留し、ある程度乾燥させた後に破砕すること

とする。 

濡れた 

布団・衣類 

 水を吸い、重量が増しており、運搬や処理が難しくなる。濡れて汚れて

しまうためリサイクルが困難となる。仮置場で一時貯留し、ある程度水

を切った後に焼却することとする。 

倒木・流木 

 道路や河川敷などに多量の倒木・流木が発生することがある。倒木・流

木は水分を多く含んでいることがある。また、根株が含まれ、破砕が困

難となるため、仮置場に貯留後速やかに専門の処理業者に処理を委託す

る。 

２） 水没便槽への対応 

くみ取り便槽や浄化槽は、床下浸水程度の被害であっても水没したり、槽内に雨水・

土砂などが流入したりすることがあるので、迅速な対応するものとし、速やかに汲み

取り、清掃、周辺の消毒を行います。 

３） 水害発生時における仮置場 

水害発生時には、あらかじめリスト化した仮置場候補地から、二次災害の恐れが考

えられる河川敷を避け候補地を選定します。また、濡れた畳や布団を乾燥させるため
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に長期にわたり貯留させる場合があるため、これらの水害廃棄物の発生状況によりで

きる限り広い仮置場を確保し、また、環境保全に十分配慮し運営します。 

 

（１５）火山噴火による廃棄物について 

浅間山の噴火による降下ばいじんや融雪型火山泥流により甚大な被害が想定さ

れます。当町は、降下ばいじんや火山泥流を除去したり、ばいじんにより被災した

家屋などの解体後のがれきなどを処理する必要があります。なお、降下ばいじんや

火山泥流は廃棄物処理法における「廃棄物」に該当しません。 

（１６）思い出の品など 

位牌、アルバムなど、所有者などの個人にとって価値があると認められるもの(貴重

品、思い出の品)が発見された場合は集約し、閲覧・引渡しする方法を検討します。 

１） 貴重品・有価物 

所有者などが不明の貴重品・有価物（財布、通帳、印鑑、貴金属など）を災害廃

棄物の処理過程で発見した場合は、発見日時、発見場所、発見者を明らかにした上

で、当町の職員が警察署に届け出ます。 

銃刀類が発見された場合は、速やかに警察に連絡し引き取りを依頼します。 

２） 思い出の品 

所有者にとって価値が認められる思い出の品については、災害廃棄物が搬入さ

れた地域を可能な範囲で特定できるようにして集約します。当町において閲覧、引

き渡しのルールを作成するとともに、復旧・復興が一定程度進むまでは、当町が保

管し、所有者に返還できるよう広報します。思い出の品の取り扱い方法を表４-２

３に示します。 

表４-２３ 思い出の品の取扱い 

項目 内容 

品目 写真、位牌、賞状、アルバム、手帳など 

持主の 

確認方法 
公共施設で保管・閲覧し、申告により確認する方法 

回収方法 
仮置場や災害廃棄物の撤去現場などで発見された場合はその都度

回収する。または住民・ボランティアの持込みによって回収する。 

保管方法 泥や土が付着している場合は洗浄して保管 

運営方法 地元雇用やボランティアからの支援など 

返却方法 
基本は面会引き渡しとする。 

本人確認ができる場合は郵送引き渡しも可。 

 

３） 各種相談窓口の設置など 

住民からの相談・苦情へ対応するため､専用の総合相談窓口を設置し､一元的に対応

します。 

住民からの相談・苦情の内容については、庁内での情報の共有化を図るため、対応
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を行なった担当者が記録・整理し、集約を行います。 

災害廃棄物の排出方法や注意事項などの内容を記載したチラシを窓口に常備しま

す。 

（１７）国庫補助の適用 

災害廃棄物処理事業に関する国庫補助事業は、「災害等廃棄物処理事業費」、「廃棄物処

理施設災害復旧費」の２種類があります。申請に当たっては、災害査定に対し、表４-２

４に示す事項に留意する必要があります。 

 

表４-２４ 国庫補助適用に関する主な留意事項 

留
意
事
項 

・写真による記録を行うこと 

・便乗投棄対策、不法投棄対策を行うこと 

・災害廃棄物である家電リサイクル法対象品の取り扱いに留意すること 

・金属類を売却すること 

・災害廃棄物の処理委託の契約について留意すること 

・委託業務について十分に監理すること 

・当町の行った家屋の解体費用について申請すること 

・以上について適宜報告書としてまとめておくこと 
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 災害復旧・復興時の対応 

災害復旧・復興時の処理の流れを表４-２５に示します。（表４－２５赤背景部分） 

表４-２５ 処理の流れ 

平常時 
（発災前） 

①組織体制、連絡体制の構築 

②一般廃棄物処理施設などの耐震化など 

③仮設トイレ・避難所ごみ 

④災害廃棄物量の推計、仮置場候補地の選定 

⑤有害廃棄物などの処理方法などの検討 

⑥職員への教育訓練 

↓発災！ 

初動対応 

（発災後約１か月まで） 

～ 

応急対策期（発災後約１

か月から約１年後まで） 

①組織体制・連絡体制の構築 

②情報収集・連絡体制の確保 

③避難所ごみ・生活ごみの収集・仮設トイレのくみ取り 

④収集運搬体制の整備 

⑤処理スケジュールの作成 

⑥処理フローの作成 

⑦災害廃棄物処理実行計画 

⑧仮置場の設置 

⑨被災家屋の解体撤去 

⑩分別・処理・再資源化 

⑪その他 

↓ 

災害復旧・

復興期（発

災後約２年

から３年

後） 

①組織体制の見直し 災害廃棄物の処理の進捗に応じて、組織体制や連絡体制

の見直しを行います。 

②平常体制への移行 処理施設の復旧を図ります。避難所の仮設トイレは避難

状況にあわせ徐々に撤去していきます。さらにごみ処理

体制についても平常時の体制に移行します。 

③災害廃棄物の処理見込み

量の推計 

災害廃棄物の処理量を推計し確定します。 

④収集体制の見直し 収集体制を見直し平常時の体制に移行します。 

⑤処理スケジュール・処理

フローの見直し 

災害廃棄物の処理の進捗に応じ、処理スケジュールや処

理フローを見直します。 

⑥災害廃棄物処理実行計画

の見直し 

災害廃棄物の処理の進捗に応じ、災害廃棄物処理実行計

画を見直します。 

⑦仮置場の運用の見直し及

び返却 

災害廃棄物の処理の進捗に応じ、仮置場の指定を見直し

ます。 

⑧仮設焼却施設など 災害廃棄物の量や処理の進捗いかんによって、当町だけ

で対応できない場合は、広域で二次仮置場を設けるとと

もに仮設焼却施設などを設置することを検討します。 

⑨被災家屋の解体撤去 引き続き被災した家屋の解体撤去を進めます。 

⑩分別・処理・再資源化 引き続き分別・処理・再資源化を推進します。 

⑪その他 環境対策、最終処分対策、協力支援体制について検討し

ます。 
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（１）組織体制、連絡体制の見直し 

災害廃棄物の処理の進捗に応じて、組織体制や役割分担の見直しを行います。 

（２）平常体制への移行 

１） 一般廃棄物処理施設など 

廃棄物処理施設が被災した場合はその復旧を図るとともに、その間に排出され

る廃棄物を処理するための施設を確保します。 

２） 仮設トイレ・し尿処理 

避難所の閉鎖に合わせ、平常時のし尿処理体制に移行し、避難所に設置された仮

設トイレの撤去を行います。 

３） 避難所ごみ 

避難所の閉鎖にあわせ、平常時の処理体制に移行します。 

（３）災害廃棄物の処理見込み量の推計 

災害廃棄物の処理の進捗に応じて、適宜災害廃棄物の処理見込量の見直しを行いま

す。 

災害廃棄物の処理見込量は、トラックスケール（車体ごと計量できる計量装置）で

の車両管理により行うことが望ましいとされていますが、必要に応じ仮置場に搬入さ

れた災害廃棄物の体積に比重をかけあわせて重量換算し、これに今後発生する推計量

を加えることで推計する方法なども活用しながら推計します。 

（４）収集運搬体制の見直し 

道路の復旧状況や周辺の生活環境の状況、仮置場の位置を踏まえ、適宜収集運搬方

法の見直しを行います。 

（５）処理スケジュール・処理フローの見直し 

災害廃棄物の処理の進捗に応じ、施設の復旧状況や稼働状況、処理見込量、動員可

能な人員数、重機や収集運搬車両などの資機材の確保状況などを踏まえ、適宜処理ス

ケジュールの見直しを行います。 

また、災害廃棄物の処理の進捗や性状の変化などに応じ、適宜処理フローの見直し

を行います。 

（６）災害廃棄物処理実行計画の見直し 

災害廃棄物の処理の進捗に応じて、適宜災害廃棄物処理実行計画の見直しを行いま

す。 

（７）仮置場の運用の見直し及び返却 

適切な仮置場の運用を行うために、仮置場の管理者、作業人員、車両誘導員、夜間

警備員などの人員及び重機、トラックなどの機材を配置します。 

トラックスケールを設置し、持ち込まれる災害廃棄物の収集箇所、搬入者、搬入量

を記録し、重量管理を行うとともに、災害時の便乗投棄などによる廃棄物の混入防止
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を図ります。 

仮置場の返却にあたっては、土壌分析などを行うなど、土地の安全性を確認し、仮

置場の原状回復を行います。 

（８）仮設焼却施設など 

設定した処理期間内に、既存施設で災害廃棄物の処理が完了できない場合、仮設に

よる破砕や焼却処理を行うための仮設場の設置や、広域処理の検討を行います。 

仮設焼却施設などの配置にあたっては、周辺住民への環境上の影響を防ぐよう検討

します。 

また、仮設焼却施設の解体・撤去にあたっては、仮設焼却施設など自体がダイオキ

シン類や有害物質などに汚染されている可能性も考えられることから、作業前、作業

中及び作業後においてダイオキシン類などの環境モニタリングを行い、ダイオキシン

類や有害物質が飛散しないよう、周囲をカバーで覆うなどの必要な措置を施したうえ

で解体・撤去を行います。 

（９）被災家屋の解体撤去 

応急対策期に準じ、引き続き解体撤去を進めます。 

（１０）分別・処理・再資源化 

復興計画や復興事業の進捗に応じて分別・処理・再資源化を行います。 

（１１）環境対策 

災害時においても十分に環境について考慮します。 

 

① 環境モニタリングは、仮置場周辺の地域住民の生活環境への影響を防止し、災

害廃棄物処理現場における労働災害を防止することを目的とする。 

② 環境対策は、大気、臭気、騒音・振動、土壌、水質などへの影響を低減する措

置を講じる。 

③ 仮置場における火災防止対策の観点からも、警備員を夜間にも常駐させ、定期

的に仮置場の見回りを行う。 

④ 可燃物を仮置きしている場合は、可燃物からの発煙の有無を目視確認するとと

もに、定期的に内部の温度及び一酸化炭素濃度を測定し、その結果に基づき管

理を行う。 

（１２）最終処分 

再資源化や焼却ができない災害廃棄物については、埋め立てが必要となるため、最

終処分場の確保を行います。 

（１３）協力・支援体制 

災害廃棄物処理及び廃棄物処理施設復旧に係る補助金を活用するにあたって、県に

対し災害査定をはじめとした補助金申請にかかる手続きなどについての助言を求め

ます。 


