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資料４. 災害廃棄物 

１． 発生量などの算出 

(１) がれきなどの発生量の推計（震災時） 

 

（推計式） 

がれきの発生量＝被害棟数×がれきの発生原単位 

・被害棟数：震災時の構造別の全壊、半壊、焼失の棟数 

・がれきの発生原単位：全壊：117ｔ/棟、半壊（大規模半壊含む）：23ｔ/棟、 

木造火災：78ｔ/棟、非木造火災：98ｔ/棟 

発生量＝（建物の全壊棟数×１棟当たり発生原単位） 

＋（建物の半壊棟数×１棟当たり発生原単位） 

＋（建物の焼失棟数×１棟当たり発生原単位） 

備考：長野県災害廃棄物処理計画を参考に作成 

 

表４-１ がれきなどの発生量 

 

 

(２) 水害廃棄物の発生量の推計（水害時） 

（推計式） 

水害廃棄物の発生量＝被害棟数×水害廃棄物の発生原単位 

・被害棟数：水害時の全壊、半壊、床上浸水、床下浸水の棟数 

・水害廃棄物の発生原単位：全壊：117ｔ/棟、半壊：23ｔ/棟、 

床上浸水：4.6ｔ/棟、床下浸水：0.62ｔ/棟 

備考：長野県災害廃棄物処理計画を参考に作成 

 

  

全壊（棟） 半壊（棟）

1棟当たりの災

害廃棄物発生

量（t/棟）

①災害廃棄物

発生量（ｔ）

1棟当たりの

災害廃棄物発

生量（t/棟）

②災害廃棄物

発生量（ｔ）

21 117 2,457 85 23 1,955

木造火災（棟） 非木造火災（棟）

木造1棟当たり

の災害廃棄物

発生量（t/

棟）

③災害廃棄物

発生量（ｔ）

非木造1棟当

たりの災害廃

棄物発生量

（t/棟）

④災害廃棄物

発生量（ｔ）

0 78 0 0 98 0 4,412

災害廃棄物

発生量合計

（ｔ）

①+②+③+④
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(３) 一時的に発生する粗大ごみ 

備考：一時的に発生する粗大ごみの発生量の算定方法 

＝｛（全壊棟数＋（半壊棟数×0.6）｝×発生原単位（1.03ｔ） 

備考：阪神淡路大震災時の神戸市資料を参考に作成 

 

表４-２ がれきなどの発生量 

 

 

(４) 避難所のし尿収集必要量 

 

し尿収集必要量＝ 

(①仮設トイレ必要人数+②非水洗化区域し尿収集人口)×③１日１人平均排出量 

①仮設トイレ必要人数＝避難所人口＋断水による仮設トイレ必要人数 

 避難所人口：避難所へ避難する住民数 

 断水による仮設トイレ必要人数＝（水洗化人ロ－避難所人口×（水洗化人口／総人口）） 

×上水道支障率×１／２ 

 水洗化人口 ：平常時に水洗トイレを使用する住民数 

 総人口   ：水洗化人口＋非水洗化人口 

 上水道支障率：地震による上水道の被害率（断水率） 

 断水率：3.8％（断水世帯 319 世帯※1÷全世帯 8,479 世帯※2） 

※1：軽井沢町地域防災計画 

※2：平成 29 年 10月１日現在 

 １／２  ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち 

約１／２の住民と仮定。 

②非水洗化区域し尿収集人口＝非水洗化人口－避難所人口×（非水洗化人口／総人口） 

③１人１日平均排出量＝1.6L／人・日※3 

※3：し尿収集量 2,292kL/年÷くみ取り人口 3,972 人÷1,000÷365 日 

参考：長野県災害廃棄物処理計画より作成 

 

  

①全壊棟数

（棟）

②半壊棟数

（棟）

③発生

原単位

（ｔ）

④粗大ごみ発

生量（ｔ）

（①+②×

0.6）*③

21 85 1.03 74
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仮設トイレ必要基数＝①仮設トイレ必要人数／②仮設トイレ設置目安 

①仮設トイレ必要人数：378 人（避難人口 71 人＋断水による避難人口 307 人） 

②仮設トイレ設置目安＝災害発生当初は避難者約 50人当たり 1基 

避難が長期化する場合は、約 20 人当たり 1 基 

（避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（平成 28 年 4月内閣府）） 

仮設トイレの平均的容量：400L 

し尿の１人１日平均排出量：1.6L／人・日 

収集計画：３日に１回の収集 

参考：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

表４-３ 仮設トイレ必要基数 

 

表４-４ 避難所のし尿収集必要量 

 

 

(５) 仮置場の必要面積の算出方法 

 
仮置場必要面積（㎡） 

＝災害廃棄物など集積量／かさ比重／積み上げ高さ ×（１＋作業スペース割合） 

災害廃棄物など集積量（ｔ） 

＝災害廃棄物など発生量（ｔ）－災害廃棄物年間処理量（ｔ） 

災害廃棄物年間処理量（ｔ） 

＝災害廃棄物など発生量（ｔ）／実質処理期間 

・実質処理期間：２年 

・かさ比重    ：備考参照 

・積み上げ高さ   ：５ｍ（ただし可燃物の上限は３ｍ程度） 

・作業スペース割合 ：１（場内の道路も含むものとする） 

＊作業スペース割合は廃棄物の保管面積に対する廃棄物の分別作業などに必要な

スペースの割合のこと。 

備考：かさ比重は以下の数値を用いた。 

①可燃物 0.40ｔ/㎥、不燃物 1.10ｔ/㎥ 

【出典：災害廃棄物対策指針【技 1-14-4】仮置場の必要面積の算定方法】 

②廃木材（柱角材）0.55ｔ/㎥、コンクリートがら 1.00ｔ/㎥、金属 1.13ｔ/㎥ 

【出典：平成 18 年 12 月 27日 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普

及について（通知）】 

③粗大ごみ 0.13ｔ/㎥（可燃性粗大ごみ 0.1ｔ/㎥と不燃性粗大ごみ 0.15ｔ/㎥の平均値） 

【出典：ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版】 

推計方法：長野県災害廃棄物処理計画による 

避難所人口

断水による

仮設トイレ

必要人数

仮設トイレ必
要人数合計

仮設トイレ設
置目安

（人） （人） （人） （L/人・日）

71 304 375 50 8

発災後
仮設トイレ必

要基数
（基）

避難所人口

断水による仮

設トイレ

必要人数

非水洗化区

域し尿収集

人口

し尿処理量

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （kL/日）

20,328 16,035 4,293 0 71 304 4,278 7.4

総人口 水洗化人口
非水洗化

人口

自家処理

人口

発災後
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表４-５ １次仮置場の必要面積算出結果 

 

※1 災害廃棄物対策指針より 

※2 合計値から粗大ごみ量を除いたがれき類に含有割合を乗じ算出 

※3 全発生量を２年間で処理する場合の１年間の処理量 

※4 災害廃棄物などの発生量－災害廃棄物年間搬入量 

※5 災害廃棄物集積量÷見かけ比重 

※6 災害廃棄物発生量合計÷積み上げ高さ×（１+１） 

 

(６) １次仮置場の必要面積（水害時） 

水害時の１次仮置場の必要面積は、被害棟数を把握し、次の方法で算出します。 

被災家屋棟数×5.8㎡ 

推計方法：長野県災害廃棄物処理計画による 

 

２． 有害廃棄物などの処理 

 

表４-６ 有害物資含有廃棄物の主な留意点 

留

意

点 

・有害廃棄物などを被災現場から撤去などできない場合は、その場で飛散防止や

流出防止を図るとともに、有害廃棄物などについての情報を関係者で共有する。 

・収集ルートが機能している場合は、販売店などに回収を依頼し、速やかに処理

を行い、機能していない場合は、仮置場で一時保管する。 

・一時保管を行う際は、環境への影響がないように保管し、風雨にさらされない

よう配慮する。 

・有害性物質などを含む廃棄物が発見されたときは、原則的に所有者などに対し

て速やかな回収を指示し、別途保管または早期の処分を行う。 

・混合状態になっている災害廃棄物は、有害物質が含まれている可能性を考慮し、

作業員は適切な服装やマスクの着用、散水などによる防塵対策の実施など、労

働環境安全対策を徹底する。 

・放射性物質を含んだ廃棄物の取扱いについては、国の指導に従い処理を行う。 

 

  

項目 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属 柱角材 粗大ごみ 合計

含有割合※1 18.0% 18.0% 52.0% 6.6% 5.4% -

災害廃棄物等発生量（ｔ）※2 794 794 2,294 291 238 74 4,486

災害廃棄物年間搬入量（ｔ）※3 397 397 1,147 146 119 37 2,243

災害廃棄物集積量（ｔ）※4 397 397 1,147 145 119 37 2,242

災害廃棄物発生量（㎥）※5 993 361 1,147 128 216 285 3,130

見かけ比重 0.40 1.10 1.00 1.13 0.55 0.13 －

仮置場面積（㎡）※6 662 144 459 51 86 114 1,516
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表４-７ 主な有害廃棄物などの取扱方法 

種類 取扱方法 

石膏ボード、スレ
ート板などの建材 

 石綿を含有するものについては、適切に処理・処分を行う。石綿を使用していな

いものについては再資源化する。 

 建材が製作された年代や石綿使用の有無のマークを確認し、処理方法を判断す

る。（長野県佐久地域振興局と連携を行う） 

石綿含有廃棄物 

 被災した建物などは、解体または撤去前に県より派遣された石綿調査技術者団体

による石綿の事前調査を行い、発見された場合は、災害廃棄物に石綿が混入しな

いよう適切に除去を行い、廃石綿などまたは石綿含有廃棄物として適正に処分す

る。 

 廃石綿などは原則として仮置場に持ち込まない。 

 仮置場で災害廃棄物中に石綿を含む恐れがあるものが見つかった場合は、分析に

よって確認する。 

 解体・撤去及び仮置場における破砕処理現場周辺作業では、石綿暴露防止のため

に適切なマスクなどを着用し、散水などを適宜行う。 

ＰＣＢ廃棄物 
ＰＲＴＲ（化学物
質排出把握管理制
度）廃棄物 

 ＰＣＢ廃棄物届出制度、ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）などにより有

害物質の保管状況などを平常時から把握するとともに流出防止対策を講ずるよ

う呼びかけを行っていく。 

 ＰＣＢを使用・保管している建物の解体・撤去を行う場合や解体・撤去作業中に

ＰＣＢ機器類を発見した場合は、他の廃棄物に混入しないよう分別し、保管する。 

 ＰＣＢ含有有無の判断がつかないトランス・コンデンサなどの機器は、ＰＣＢ廃

棄物とみなして分別する。 

感染性廃棄物 
（家庭） 

 使用済み注射器針、使い捨て注射器などの感染性廃棄物は、廃棄する際に専用の

蓋付きの容器に他のものと分けて保管。有害ごみとしての収集、指定医療機関で

回収する。（例：使用済み注射器針回収薬局など）。 

有機溶媒 
（シンナー、塗料、
トリクロロエチレ
ンなど） 

 販売店やメーカーなどへ処理を委託する。 
 産業廃棄物処理業者（許可業者）などの専門業者へ処理を委託する。 

農薬類 

 容器の移し替え、中身の取り出しをせず、許可のある産業廃棄物業者に当町が委

託する。 

 毒物または劇物の場合は、毒物及び劇物取締法により、保管・運搬を含め事業者

登録が必要となり、廃棄方法も品目ごとに定められている。 

 指定品目を一定以上含むものや、強酸・強アルカリに類するものは特別管理産業

廃棄物に区分されることがある。 

高圧ガスボンベ 
 流失ボンベは不用意に扱わず、関係団体に連絡する。 

 所有者が分かる場合は所有者に返還し、不明の場合は仮置場で一次保管する。 

スプレー缶、カセ
ット式ガスボンベ 

 内部にガスが残存しているものは、メーカーの注意書きに従うなど安全な場所及

び方法でガス抜き作業を行う。 

 完全にガスを出し切ったものは金属くずとしてリサイクルに回す。 

消火器 

 仮置場で分別保管し、日本消火器工業会のリサイクルシステムルートに処理を委

託する。 

 特定窓口、指定取引場所の紹介⇒㈱消火器リサイクル推進センター

（http://www.ferpc.jp/recycle/index.html） 

塗料 

ペンキ 

 産業廃棄物の場合は、許可のある産業廃棄物処理業者（許可業者）に処理を委託

する。一般廃棄物の場合は、少量なので中身を新聞紙などに取り出し固化させて

から可燃ごみとして処理し、容器は金属ごみまたはプラスチックごみとして処理

する。 
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種類 取扱方法 

廃電池類 

 仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

 水銀を含むボタン電池などは、容器を指定して保管し回収ルートが確立するまで

管理する。 

 リチウム電池は発火の恐れがあるので取扱いに注意を要する。 

廃蛍光灯 
 仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

 破損しないようドラム缶などで保管する。 

鉱物油（ガソリン、
灯油、軽油、重油な
ど）化学合成油（潤
滑油など） 

 販売店、ガソリンスタンドなどへの回収や処理を委託する。 

 産業廃棄物処理業者（許可業者）などの専門業者へ処理を委託する。 

ＣＣＡ（クロム・ 
銅・ヒ素化合物系
木材防腐剤）処理
木材 

 ＣＣＡ処理木材と、それ以外の部分と解体・分別し、ＣＣＡ処理木材とそれ以外 

の部材をそれぞれ適正に処理する。 

 分解が困難な場合には、ＣＣＡが注入されている可能性がある部分を含めてこれ 

をすべてＣＣＡ処理木材として適正に焼却又は埋立を行う。 

 以上に留意し、産業廃棄物処理業者（許可業者）などの専門業者へ処理を委託す

る。 

 

表４-８ ＰＲＴＲ制度（化学物質排出把握管理制度）の対象化学物質 

項目 ＰＲＴＲ制度（化学物質排出把握管理制度）の対象化学物質 

揮発性炭化水素 ベンゼン、トルエン、キシレンなど 

有機塩素系化合物 トリクロロエチレンなど 

農薬 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホスなど 

金属化合物 鉛及びその化合物、有機スズ化合物など 

オゾン層破壊物質 ＣＦＣ、ＨＣＦＣなど 

その他 石綿など 

出典：経済産業省ＰＲＴＲ制度対象化学物質 
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３． 廃家電などの処理対策 

(１) 廃家電品 

平常時において、家電４品目については、家庭ごみとして収集運搬や処理を行ってい

ません。しかし、発災時には、浸水により使用不能になったテレビ、冷蔵庫などが大量

に発生することが想定され、被災地の災害廃棄物の迅速な処理が最優先であることから、

災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理することもやむを得ないものとします。 

 

表４-９ 仮置場での処理手順 

① 分けられる範囲で分別・保管 

 収集した災害廃棄物の中から、可能な範囲で、家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯

機・乾燥機、冷蔵庫）を分別 

② リサイクルが見込めるかを判断 

 破損・腐食の程度などを勘案し、リサイクル可能（有用な資源の回収が見込める）か

否かを判断、判断が困難な場合は、家電メーカー（（一財）家電製品協会）へ支援要請 

③ 指定引取場所に搬入又は処理 

 →リサイクルが見込める場合 

家電リサイクル法に基づく指定引取場所に搬入後、家電メーカーがリサイクルを実施 

→リサイクルが見込めない場合 

災害廃棄物として、他の廃棄物と一括で処理 

※参考 
・家電４品目を災害廃棄物から分別することは、家電リサイクル法上は、義務ではない。 

・一方、家電４品目の処理に際しては、廃棄物処理法に基づいて一定のリサイクルを実施する義務あり。 
・過去の震災（例：新潟県中越沖地震）においては、リサイクルが見込めない場合には、災害廃棄物として

一括して処理をするのが通例。 

・市町村が家電メーカーに引き渡した場合に発生するリサイクルの費用（リサイクル料金を含む）及び災害
廃棄物の処理費用は、市町村負担であるが、国庫補助の対象となる。 

 

(２) 自動車 

被災自動車は、自動車リサイクル法に基づき、所有者が引取業者へ引き渡すことが原

則であり、被災自動車の状況を確認し、所有者に引き取りの意思がある場合には所有者

に、それ以外の場合は引取業者に引き渡します。 

 
図４-１ 被災自動車の処理フロー 

出典：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

シュレッダーダスト 
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表４-１０ 被災自動車の状況による引渡し先 

外形上からの見た 

自走可能か否かの判断 

所有者

照会 

所有者の引取

意思 

引渡し先 

所有者 仮置場 

可能 判明 有 ○  

可能 判明 無  ○ 

不能 判明 有 ○  

不能 判明 無  ○ 

不能 不明 －  ○ 

資料：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

(３) 自動二輪 

被災自動二輪や被災原動機付自転車は、公益財団法人自動車リサイクル促進センター

の二輪車リサイクルシステムを利用して、被災地域で発見された二輪車を保管し、所有

者が引取りの意思がある場合には所有者への引渡し、それ以外の場合は引取業者（廃棄

二輪車取扱店又は指定引取窓口）へ引取要請を行います。 

 

図４-２ 被災自動二輪の処理フロー 

出典：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

(４) 腐敗性の強い廃棄物 

畳、布団、食品などの腐敗性の強い廃棄物は、公衆衛生の保全のため、焼却処分を優先

して行う。腐敗は時間とともに進行するため、腐敗状況の緊急度に応じて、石灰（消石

灰）の散布や段ボールなどによる水分吸収による公衆衛生確保を実施した上で、原則とし

て焼却処分を実施します。 

 

(５) 太陽光パネルの処理 

太陽光発電設備の処分ルートとしては、太陽光発電設備メーカールート、建物解体業

者などのルート、太陽光発電設備撤去事業者ルート、リユース業者ルートが考えられます。

ただし、災害廃棄物の迅速な処理を最優先する必要性から、被災地の被害状況や災害廃

棄物の発生状況を踏まえたうえで、太陽光パネルを災害廃棄物として他の廃棄物と一括

で処理することを検討します。 



 

資-５８ 

なお、住宅などに設置されていた太陽光電池パネルが破壊された家屋に残っている場

合や屋根から外れて堆積している場合でも、太陽電池パネルに太陽の光が当たっている

ときは、発電している可能性があり、素手などで触れると感電する可能性があるため、

表４-１１に示すように処理に関する留意点を広報します。 

 

表４-１１ 太陽光パネルの処理に関する留意点 

留

意

点 

・素手でさわらない。 

・救助及び復旧作業などで壊れた太陽電池パネルに触れる場合は、乾いた軍

手やゴム手袋など絶縁性のある手袋をする。 

・複数の太陽電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコ

ネクターを抜くか、切断する。 

・太陽電池パネルに光が当たらないように段ボールや板などで覆いをするか、

裏返しにする。 

・ケーブルの切断面の中の銅線がむき出しにならないようにビニールテープ

などを巻く。 

・太陽電池パネルを運ぶ際には、念のため、ガラスを金づちなどで細かく破砕

する。 

・夜間や日没後の日射のない時の作業は、太陽電池パネルが発電していない

が、上記内容と同様に注意する。 

 

  



 

資-５９ 

４． 環境対策・モニタリング 

 

表４-１２ 環境対策・モニタリングにおける留意点 

影響 

項目 
環境影響 対策例 留意点 

大気 

・解体・撤去、仮置場作業

における粉じんの飛散 

・石綿含有廃棄物（建材

など）の保管、処理によ

る飛散 

・災害廃棄物保管による

有害ガス、可燃性ガス

の発生 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別、処理装置への屋根の設置 

・周囲への飛散防止ネットの設置 

・フレコンバッグへの保管 

・搬入路の鉄板敷設などによる粉じん

の発生抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の

徹底 

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監

視 

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分

別による可燃性ガス発生や火災発生

の抑制 

・破砕機など粉じん発生施設の

位置、住居や病院など環境保

全対象、風向などに配慮する

こと。 

・環境影響が大きいと想定され

る場所が複数ある場合は、モ

ニタリング地点を複数点設定

する。 

臭気 

・災害廃棄物からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布シート

による被覆など 

・腐敗性廃棄物がある場合はそ

の位置、住居や病院など環境

保全対象、主風向などに配慮

すること。 

・環境影響が大きいと想定され

る場所が複数ある場合は、モ

ニタリング地点を複数点設定

する。 

騒音 

振動 

・撤去・解体などの処理

作業に伴う騒音・振動 

・仮置場への搬入、搬出

車両の通行による騒

音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲などに防音シートを

設置 

・騒音や振動の大きな破砕機な

ど「特定施設」の位置を踏まえ

たモニタリングを行う。 

土壌 

・災害廃棄物から周辺土

壌への有害物質などの

漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・ＰＣＢなどの有害廃棄物の分別保管 

・利用前に汚染の状況を調査す

る。 

水質 

・災害廃棄物に含まれる

汚染物質の降雨などに

よる公共水域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理 

・水たまりを埋めて腐敗防止 

・土壌汚染の恐れのある災害廃

棄物が仮置きされていた箇所

を調査する。 

参考：災害廃棄物対策指針（環境省） 

 

  



 

資-６０ 

５． 国庫補助の適用 

 

表４-１３ 国庫補助の種類と内容 

項目 内容 

災害等廃棄物

処理事業費 

補 助対象 事

業の範囲 

ア）市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に

必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業（民間事業者及

び市町村への委託事業を含む。以下同じ） 

イ）特に必要と認めた仮設便所、集団避難所などにより、排出されたし尿

の収集、運搬及び処分に係る事業であって、災害救助法に基づく避難

所の開設期間内のもの 

補 助対象 経

費 

ア）労務費（「公共工事設計労務単価」の区分による） 

イ）自動車、船舶、機械器具の借上料及び燃料費 

ウ）機械器具の修繕費 

エ）し尿及びごみの処分に必要な薬品費 

オ）処分に要する覆土及び運搬に必要な最小限度の道路整備費 

カ）自動車購入費については、１日当たりの借上相当額に使用日数を乗じ

て得た額 

キ）条例に基づき算定された手数料（委託先が市町村の場合に限る。なお、

ア～カの経費が手数料に含まれている場合には、当該経費は除くも

のとする。） 

補 助対象 か

ら 除外さ れ

るもの 

ア）１市町村の事業に要する経費が、指定市及び組合構成に指定市を含む

一部事務組合にあっては 80 万円未満、市町村（指定市を除く）及び

組合構成に指定市を含まない一部事務組合にあっては 40万円未満の

ものであること 

イ）漂着ごみ被害に係る処理事業については、次のいずれか該当するもの 

①海岸保全区域内の漂着ごみ被害 

②災害に起因しない漂着ごみ被害にあっては、１市町村における処理

量が 150 ㎥未満のもの 

③著しく管理を怠り、異常に堆積されたもの 

④国土交通省又は農林水産省所管の災害関連緊急大規模漂着流木等処

理対策事業の適用を受ける区域 

・原則、解体は補助対象外（所有者により実施が基本であるため） 

・原則、諸経費は補助対象外（処理は工事には当たらないため） 

廃棄物処理施

設災害復旧費 

補 助対象 事

業の範囲 

地方公共団体（一部事務組合を含む）、広域臨海環境整備センター、廃棄

物処理センター、ＰＦＩ選定事業者及び日本環境安全事業株式会社が設

置したもので、次に掲げる施設の災害復旧事業 

ア）一般廃棄物処理施設 

①し尿処理施設、②コミュニティ・プラント、③汚泥再生処理セン

ター、④生活排水処理施設、⑤ごみ処理施設、⑥廃棄物循環型処理

施設、⑦廃棄物運搬用パイプライン施設、⑧マテリアルリサイクル

推進施設、⑨有機性廃棄物リサイクル推進施設、⑩最終処分場 

イ）市町村整備推進事業で設置した浄化増 

ウ）産業廃棄物処理施設 

エ）ＰＣＢ廃棄物処理施設 

補 助対象 か

ら 除外さ れ

るもの 

ア）事務所、倉庫、公舎などの施設 

イ）１施設の復旧事業に要する経費が限度額未満のもの 

ウ）工事の費用に比べてその効果が著しく小さいもの 

エ）維持工事とみられるもの 

オ）災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの 

カ）明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認

められる災害に係るもの 

キ）はなはだしく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたものと

認められる災害に係るもの 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽井沢町一般廃棄物処理基本計画 

（ごみ・生活排水・災害廃棄物） 

平成 31 年 3 月 

 

発行・編集：軽井沢町 環境課 

〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 2381 番地 1 

電話 0267-45-8111（代表） 

https://www.town.karuizawa.lg.jp/ 

 


