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第1節 計画策定の主旨 

 

1 計画策定の主旨 

本市において、大規模な地震災害や水害が発生した場合、がれきや粗大ごみ等の廃棄物が大

量に発生し、これを処理できない事態が想定されます。そのため、本市では、大規模災害時に

発生する建物等からのがれきや粗大ごみ、避難所からの生活ごみ、し尿などの廃棄物を迅速か

つ適正に処理し、市民の生活環境の確保に努め、速やかな復興を推進していくことを目的とし

て、災害廃棄物処理基本計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

 

 

2 計画対象区域 

計画対象区域は、本市の全域（米軍施設を除く）とします。 

 

3 災害廃棄物処理基本計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 節 水害 

第 2 節 震災 

第 3 章 災害廃棄物処理計画 

第 1 節 計画策定の主旨 

第 2 節 基本方針 

第 1 章 計画策定の主旨と位置づけ 

第 1 節 組織体制 

第 2 節 廃棄物の処理 

第 3 節 し尿処理 

第 4 節 仮設トイレ 

第 5 節 仮置場の設置 

第 6 節 適正処理困難物の処理 

第 7 節 国庫補助を受けて行う解体撤去 

第 2 章 基本事項 
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4 計画の位置づけ 

本計画は、「震災廃棄物対策指針」（平成10年10月厚生省）、「水害廃棄物対策指針」（平

成17年6月環境省）を参考として、「うるま市地域防災計画」で想定されている地震及び水害

から発生する災害廃棄物への対応を基本に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1-1 本計画の位置づけ 

 

 
 

5 災害の想定 

本計画で想定する災害は、「うるま市地域防災計画」に示された地震災害（以下、「震災」

という。）及び風水害を対象とします。 

 

 

うるま市 

 

 

 

 

 

 

沖縄県 

 

 

 

 

国 

 

 

 

 

 

 

 

・うるま市災害廃棄物処理基本計画 

・うるま市地域防災計画 

・災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号） 

・大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号） 

・水防法（昭和 24 年法律第 193 号） 

・環境省防災業務計画（平成 13 年、平成 24 年修正） 

・震災廃棄物対策指針（平成 10 年厚生省） 

・水害廃棄物対策指針（平成 17 年環境省） 

・沖縄県地域防災計画 

・防災基本計画（昭和 38 年内閣府、平成 24 年修正） 

・防災業務計画（平成 13 年内閣府、平成 21 年修正） 
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6 災害時に発生する問題点 

 

6-1 風水害時に発生する問題点 

近年、全国的に集中豪雨や台風等により多くの水害が発生しています。大規模な水害が発生

した場合、一時的に大量の廃棄物（以下「水害廃棄物」という。）が発生し、道路が通行不能

となる等、平常時と同じような廃棄物の収集・運搬や処理が困難となります。 

風水害時は、仮設トイレの設置は震災時と比べ少ないものの、水没した便槽や浄化槽からの

し尿等の引き抜きが早い段階から必要となります。ごみは水害廃棄物の特性として水分を多く

含み、腐敗・悪臭の発生等、衛生面に配慮しなければなりません。多量の廃棄物が一気に排出

され、その分別も困難であると考えられることから、仮置場の検討など早急な収集、処理体制

が必要となります。 

 

6-2 震災時に発生する問題点 

震災時には、災害直後から被災者の避難が始まり、避難所では仮設トイレの設置が必要とな

ります。また、避難期間が長くなると発生するし尿の処理も長期にわたり、その処理量も多量

となります。 

災害復旧に伴い、粗大ごみや生活ごみ等、多くの廃棄物が順次排出されます。震災時はごみ

処理施設の被害も想定されることから、仮置場も含めて広域な協力、支援が必要となります。 

その後、解体家屋の処理等が行われ、多量のがれき類が長期にわたり発生することから、仮

置場を含む処理体制が必要となります。 

廃棄物の発生及び処理の状況に応じた問題点を表1-1-1に示します。 

 

表1-1-1 震災、風水害時に発生する問題点 

状況 風水害 震災 

ごみ排出 一時的に多量排出される 順次、多量排出される 

分別排出 困難な場合が多い 比較的可能 

ごみ収集 衛生面の問題から迅速な収集 順次収集 

仮設トイレ 震災に比べて少ない設置 避難者が多く、多数設置が必要 

し尿収集 一時的に発生、比較的少量 

（水没便槽含） 

長期間にわたり多量 

（仮設トイレ含） 

廃棄物処理施設 被害はないと考えられる 稼働停止により処理体制に支障が

発生する場合がある 

解体家屋処理 震災より量は少ない 大量に発生する 

ごみ処理の状況 分別を行うが、埋め立てが大半と

なる場合が多い 

中間処理、再資源化の徹底により

埋め立て減量 
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7 段階的な処理内容 

災害廃棄物の段階的な処理内容を図1-1-2に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1-2 段階的な処理内容 

 

段階	 処理内容	

第 1 段階	

発生直後～ 

1週間程度 

・生活ごみ、し尿の処理 

・仮設トイレの設置 

・道路上の廃棄物の処理 

・収集ルートの確保 

・処理体制の整備 

第 2 段階	

発生後 

1週間～2週間程度 

・家財等の片付けによる粗大ごみの発生 

・仮置場の設置 

・収集・処理体制の確立 

第 3 段階	

発生後 

2週間以降 

・解体家屋、がれきの処理 

・仮置場の確保 

・分別の実施 

・処理ルートの確保 
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8 対象とする災害廃棄物 

本計画で対象とする災害廃棄物は、災害の発生により平常時と異なる対応が必要な次の廃棄

物とします。 

 

表1-1-2 対象とする災害廃棄物の定義 

項目 風水害（水害廃棄物） 震災廃棄物 

①がれき がけ崩れや洪水等による倒木・

流木、浸水により河川堤防・道

路等に散乱した流木等 

建物等の撤去に伴って発生するコ

ンクリート、廃木材等 

②粗大ごみ 風水害により多量に発生した廃

畳・家具類等 

震災により多量に発生した廃畳・家

具類等 

③生活ごみ 風水害及び避難所から発生した

家庭ごみ等 

震災及び避難所から発生した家庭

ごみ等 

④適正処理困

難物 

平常時に市で収集しないもの、

家電リサイクル法対象製品、土

砂等 

平常時に市で収集しないもの、家電

リサイクル法対象製品、消火器、ボ

ンベ等 

⑤し尿 仮設トイレのし尿、水没便槽等

からのし尿等 

仮設トイレのし尿等 

 

解体家屋の処理を含むがれきの処理は、主として震災時を対象とします。 

粗大ごみ・家庭ごみの処理は主として風水害時を対象とします。 

し尿は、それぞれの災害に応じて検討します。 

災害廃棄物の処理方法は、災害の種類によって大きく異なることはないため、それぞれの災

害の特性に配慮しつつ同様の処理を行います。 
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第2節 基本方針 

震災、水害時に発生する災害廃棄物処理の基本方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

○衛生的な処理 

健康被害を防ぎ、住民が安心して生活できる場所を確保できるよう、悪臭及び害虫発生防

止のために必要な消毒剤や消臭剤の散布、シートの被覆等、衛生的な処理に努めます。 

 

○迅速な対応・処理 

被災地域の1日も早い生活の回復を図るため、速やかに情報収集・整理、処理体制を確立

し、適正処理に努めます。 

 

○計画的な対応・処理 

震災、風水害発生直後から生活再開までの約2週間は、情報不足・人員不足等が想定され

るため、関係部署の計画的な対応はもちろん、住民への広報・周知徹底を図るなどして、

行政と住民が一帯となって効率よく計画的に災害廃棄物処理に対応します。 

 

○環境に配慮した処理 

災害廃棄物の中に含まれるアスベストや重金属などの有害物質等は、他の廃棄物と区別

して適正に処理し、環境汚染を最小限に抑えるよう努めます。 

 

○リサイクルの推進 

災害廃棄物を可能な限りリサイクルすることにより、最終処分量（埋立量）を最小限に

抑えるよう努めます。 

 

○安全作業の確保 

災害廃棄物の解体撤去現場での作業は危険を伴うことから、作業員の安全確保や二次災

害の回避に努めます。 

 

衛生的な処理	 迅速な対応・処理	

計画的な対応・処理	 環境に配慮した処理	

リサイクルの推進	 安全作業の確保	
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第1節 組織体制 

 

1 災害廃棄物対策組織 

「うるま市地域防災計画」では、災害時にうるま市災害対策本部を立ち上げる計画です。そ

の中に環境班を組織し、災害廃棄物の処理も担当します。環境班には総務、収集、処理の3つ

の係を設置します。各担当の業務を表2-1-1に示します。なお、がれきの処理等については、

他の関係部署と連携し処理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1-1 うるま市の災害組織体制図（環境課の所掌事務を中心に見た場合） 

沖縄県	

他市町村	

	
環境班（環境課長）	 他部署	

総務係	

収集係	 処理係	

→収集委託	

（許可業者）

→処理委託業者

市民対策部（市民部長）	

協力支援	協力支援	

うるま市防災会議	

災害対策本部長：市長	

副本部長：副市長	

うるま市災害対策本部	

＜担当事務＞ 

○ごみ・し尿収集

運搬処理 

○環境衛生に係

る防疫 

○防疫に関する

関係機関連絡

調整 

○ 動 物 死 体 処

理・動物保護 
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表2-1-1 災害廃棄物対策室業務概要 

係
名 

業務の概要 備 考 

・災害廃棄物対策の全体の進行管理と調整 

・職員の参集状況の確認、人員配置 

・災害対策本部、県、他市町村との連絡 

・支援の要請や受け入れのための連絡調整 

・海岸、海域でのごみ浮遊物（漂流物）の把握 

・各係の応援 

・ごみ、がれき、し尿等の発生量の推計 

・し尿処理計画の策定 

総
務
係 

・仮設トイレの設置 

・仮設トイレの維持管理や使い方の指導 

・住民への広報、相談 

・臨時ごみ仮置場の開設 

・廃棄物の区分・処理方法についての住民への指導、相談

・被災地域の消毒 

がれきの発生量推計・

処理方法については、

関係部署と連携調整し

ます。 

ごみ発生量の推計・処

理方法については、関

係部署・関係機関等と

連携調整します。 

収
集
係 

・避難所及び一般家庭から排出されるごみの収集運搬 

・避難所及び一般家庭から排出されるし尿、浄化槽汚泥の

収集運搬 

・支援業者等への収集運搬委託事務 

収集運搬に際し関係機

関等と連携調整しま

す。 

・処理施設の点検、被災施設の復旧 

・避難所及び一般家庭から排出されるごみの処理 

・避難所及び一般家庭から排出されるし尿、浄化槽汚泥の

処理 
処
理
係 

・仮置場の開設と管理 

・がれきの分別、指導 

・支援業者への処理委託事務 

処理施設の点検状況に

ついては関係機関等と

連携調整します。 

がれきの処理について

は、関係部署・関係機

関等と連携調整しま

す。 

※ 担当係等は中心となるものを示しており、必要に応じて臨時編成体制により業務に当た

ります。 

※ 今後も「うるま市防災計画」と整合を図りながら、編成体制を随時検討します。 
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2 連絡体制 

災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行うには、各関係機関との連絡を密にし、情報交換、調

整をする必要があります。 

「うるま市地域防災計画」に基づき、次のとおり連絡体制を整備します。 

・災害対策本部との連絡 

・県との連絡 

・近隣市町村との連絡 

・庁内関係部署との連絡 

・関係団体、廃棄物処理業者との連絡 

 

3 支援協力体制 

災害が起きた時には大量の廃棄物が発生し、通常時の体制では、その処理が困難となること

が予想されます。災害廃棄物をできる限り迅速かつ計画的、効率的に処理するため、必要に応

じて以下の協力支援を要請します。 

 

3-1 周辺市町村への協力要請 

「うるま市地域防災計画」に基づき、県及び協定を締結している市町村へ協力を要請します。 

近隣市町村への協力要請の内容を表2-1-2に示します。 

 

表2-1-2 協力支援要請内容 

項目 支援要請内容 

し尿 し尿収集車両 

し尿収集人員 

し尿処理施設の使用 

家庭系ごみ 

粗大ごみ 

がれき 

家庭系ごみ、粗大ごみ、がれき等の排出、積込み用機材 

家庭系ごみ、粗大ごみ、がれき等の収集車両 

家庭系ごみの処理施設の使用 

粗大ごみ、がれき等の処理施設の使用 

仮置場 仮置場の設置 

仮置場における使用機材、人員 

資料：水害廃棄物対策指針を参考 
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3-2 民間団体への協力要請 

「うるま市地域防災計画」に基づき、廃棄物処理に関して民間団体へ協力支援を要請します。 

協力要請の内容を表2-1-3に示します。 

 

表2-1-3 民間団体への協力要請 

要請先 協力支援要請項目 

建設機械器具リース業協会等 仮設トイレ 

粗大ごみ等の排出、積込み用機材 

仮置場の積込み用機材、整地用機材 

浄化槽清掃業者・し尿収集運搬業者 し尿収集車両 

し尿収集人員 

一般廃棄物・産業廃棄物関係団体 粗大ごみ等の排出、積込み用機材 

仮置場再搬出用機材、人員 

仮置場廃棄物中間処理施設（破砕等） 

土地所有者又は管理者 仮置場の設置承諾 

資料：水害廃棄物対策指針を参考 

 

4 情報収集 

 

4-1 情報収集及び対応 

災害廃棄物に係る建物や地域の被害状況等の情報収集を迅速に行い、災害廃棄物発生量を推

計し、実状に応じた計画を策定します。 

また、市は災害廃棄物への適切な対応を行うため、県及び国へ情報提供を行い、連携に努め

ます。収集すべき情報を表2-1-4に示します。 

 

表2-1-4 災害発生時に収集する情報 

対象 収集する情報 

災害の詳細 災害発生日時、被害状況、気象状況等 

災害廃棄物発生状況 建物被害状況（全壊、半壊、焼失戸数）、浸水状況（床上・床

下浸水、倒壊戸数）、山崩れ・崖崩れ等の状況、災害廃棄物の

発生量の見込みと処理方法、仮置場の状況 

廃棄物処理施設 施設の損傷状況、燃料、水、電気等のユーティリティーの復旧

状況 

道路等の被害状況 収集・運搬ルートの確認 

稼働機材・車両等の状況 利用可能な中間処理施設、機材、車両、人的資源及び経費等 

国、県、近隣自治体 被害状況等の情報提供と協力・支援などの要請 

し尿処理の状況 汲み取り便所及び浄化槽等の被災状況、仮設トイレの設置及び

収集頻度等の維持管理方法 

避難所施設 生活系ごみやし尿等の災害廃棄物の収集運搬方法、受け入れ先
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4-2 住民等への広報 

災害時に発生する廃棄物の排出方法、分別排出の徹底に対する住民の理解を得るため、住民

に対して利用可能なメディアを活用し、できる限り迅速に必要な情報を広報します。 

広報媒体としては、公共通信媒体（テレビ、ラジオ、新聞等）、防災行政無線、広報うるま、

張り紙、広報宣伝車、各区連絡文書、市ホームページを含むインターネット等を利用し、周知

徹底を図ります。 

広報関連の手続きについては、「うるま市地域防災計画」に基づき実施します。 

 

表2-1-5 災害発生時に広報すべき内容 

対象 収集する情報 

ごみ処理に関すること ①家庭系ごみの排出方法（戸別収集の有無、ごみの排出場所、分

別方法、家庭用ガスボンベ等の危険物及びフロン含有廃棄物の

排出方法） 

②住民がごみを排出する集積場（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） 

③収集時期及び収集期間、収集日時 

④粗大ごみ等の処理方法 

⑤がれき類の処理方法（解体廃棄物の処理及び申請方法を含む）

⑥処理困難物の処理方法 

⑦仮置場の場所及び設置状況 

⑧不法投棄、不法放置（便乗ごみ）及び野焼きの禁止の徹底 

し尿処理に関すること ①収集方法（し尿、浄化槽） 

②仮設トイレの設置状況、設置場所 

③仮設トイレの使用上の注意及び維持管理等 

その他 ①ボランティアの支援依頼方法 

②問い合わせ窓口 
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第2節 廃棄物の処理 

 

1 粗大ごみ・可燃ごみの処理 

粗大ごみ・可燃ごみの処理は、処理施設等が機能している場合の収集・処理体制を基本とし

て実施します。 

しかし、災害発生時は短期間に多量の廃棄物が発生し、通常の処理が困難となる一方、腐敗・

悪臭防止、公衆衛生の確保の観点から、廃棄物の迅速かつ被害状況に応じた処理が必要となる

ため、民間及び近隣市の協力を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-1 処理施設等が機能している場合の処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2-2 処理施設が機能しない場合の処理フロー 

  

美島環境	
クリーンセンター	

恩納村一般廃棄物	

最終処分場	
可燃ごみ	

仮置場	

優先処理	

粗大ごみ	

不燃ごみ	

資源ごみ	

民間処理業者	

民間業者	 再資源化	

他市町村焼却施設	可燃ごみ	

仮置場	

優先処理	

粗大ごみ	

不燃ごみ	

資源ごみ	

他市町村施設	

民間処理業者	

民間業者	 再資源化	
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2 再利用・再資源化 

災害発生後も原則として通常の分別を行い、再資源化を行います。避難所からのごみ排出も

同様に分別します。 

可燃ごみの優先的な処理を行うため、一時的に収集を保留する場合は、各家庭で一時保管の

協力を要請します。 

 

 

3 ごみの収集・運搬 

基本的に処理施設等が機能している場合の収集体制を継続します。 

被災状況を考慮して、次の事項について検討し、円滑な収集・運搬を行います。 

 

・一時的なごみ量増加への対応（車両台数、出動回数、配車、人員等） 

・収集ルートの被災状況に応じたルート設定 

緊急交通路の使用にあたっては、うるま市災害対策本部、警察、道路管理者等と協議し、定

められた措置をとります。 

・交通の途絶等に伴う、収集効率の低下を考慮した時間配分 

・他市町村や許可業者等からの応援も含めた収集・運搬体制の構築 

・被災時であっても計画的・効率的・迅速な収集・運搬の実施 

 

収集・運搬は、被災直後一旦停止し、被災状況、施設の損傷の状況、処理・処分の協力体制

を勘案しながら、可能な限り速やかに開始します。 
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4 分別と排出方法 

災害廃棄物の排出ルールを表2-2-1に示します。なお、使用に支障のない物及び被災してい

ない物は、排出できないものとします。 

また、事業所から排出される災害廃棄物は、基本的に事業者自らの責任において適正に処理

します。なお、災害廃棄物の処理を市に委ねる場合は、以下のルールにより自らの責任におい

て、直接市の施設に持ち込むものとします。 

 

表2-2-1 分別と排出方法 

ごみ区分 排出項目 ルール内容 

①排出時の分別 適正処理確保のため、市民は次の分別区分により市の指

示に従って排出します。 

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ（可燃性粗大ごみ・不燃

性粗大ごみ） 

②排出場所 可燃ごみ・不燃ごみを排出する場所は、各地区のごみ停

留所、臨時のごみ停留所、市が設置する仮置場及び市処

理施設とします。 

粗大ごみ（可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ）は、仮置

場及び市処理施設とします。 

家庭ごみ 

③排出場所への

置き方 

分別収集がスムーズに行えるよう、分別区分ごとに置き

ます。 

①排出可能物 事業系一般廃棄物、ただし、通常時に市が受け入れてい

るもので処理に支障のないものに限ります。 

②排出時の分別

（分別区分） 

市の指示に従い、ごみの分別区分に準じて、分別して排

出します。 

事業系ごみ 

③排出場所 事業者は、市が指定する場所に自らの責任において、災

害廃棄物を持ち込むものとします。 

①排出場所 仮置場とします。 がれき 

②排出場所への

置き方 

分別収集がスムーズに行えるよう、分別区分ごとに置く

ものとします。 

家屋解体等に事業者が仲介する場合は、産業廃棄物であ

るため市では受け入れをしません。 

自己解体する場合は、事前に市に相談することとします。
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5 処理施設 

災害発生後、焼却施設の建物、焼却炉本体、ごみ投入設備及び排ガス・排水処理設備等付帯

設備、電気系統の点検や、用水の確保を行い、設備等の損傷の有無等その状況を速やかに総務

係に報告します。 

 

表2-2-2 焼却施設の焼却能力 

 中部北環境施設組合美島環境クリーンセンター 

所在地 うるま市字栄野比1211-6 

能力 83ｔ/日×2基 

処理方式 直接溶融 

 

 

6 収集能力 

市が所有する車両、委託業者及び許可業者が所有する車両を表2-2-3に示します。 

粗大ごみは、災害発生後に一時的に多量に発生する（阪神・淡路大震災の場合通常の4～5倍）

と予想されることから、収集車両のさらなる確保が必要です。 

 

表2-2-3 収集車両 

 2トンダンプ 
平ボディー 

2トン以上パッカー車 

市 10 台 0 台 

委託及び 

許可業者 
67 台 51 台 

 

 

7 補完すべき能力 

災害発生後のごみ（粗大ごみを除く）は、量自体大幅な増加はないと考えられます。 

道路の不通や渋滞により収集効率が通常時より低下することから、許可業者の応援などによ

り収集体制を確保します。 

また、粗大ごみの処理については、発生量や処理期間等から処理能力の増強が必要な場合は、

仮置場への緊急処理施設（破砕機）の設置を検討します。 
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第3節 し尿処理 

 

1 処理方針 

災害発生時には、避難所へ避難した被災市民が使用する仮設トイレのし尿の処理が必要です。

し尿の処理は、中部衛生施設組合（長尾苑）及び石川終末処理場で行います。なお、処理しき

れないものは、民間及び近隣市の処理施設に協力を得て処理を依頼します。 

さらに、震災時は、上水道のほか、公共下水道の被災により水洗トイレが使用できなくなる

恐れがあり、これにより発生するし尿の処理も必要です。 

また、水害発生時は、仮設トイレの設置のほか、衛生上の観点から浸水地域の水没便槽、水

没浄化槽におけるし尿のくみ取り収集が必要です。 

 

2 収集計画 

基本的に通常時と同様の収集体制を基本として、市の許可業者が収集を行います。 

災害時に家屋の倒壊等により通常のルートの確保が困難な場合や、収集運搬車両が不足した

場合は、関連団体や他の近隣市町村に収集車の協力を要請します。 

・非被災地域に関しては収集を一時的に保留し、被災地や避難場所から優先的に収集を行いま

す。 

・仮設トイレの設置により収集業務が増大した場合、必要に応じて近隣市へ協力を要請します。 

・災害の状況に応じて、し尿くみ取りは、便槽内の2～3割程度にとどめ、各戸が使用可能とな

るような方法で行います。また、浄化槽汚泥の抜き取りは、余裕ができるまで停止します。 

 

3 処理施設 

災害発生後、し尿処理場の建物、希釈設備や貯留槽、ポンプなど付帯設備、電気系統の点検、

用水の確保を行い、設備等の損傷の有無等その状況を速やかに総務係に報告します。 

表2-3-1 処理施設の処理能力 

 中部衛生施設組合（長尾苑） 石川終末処理場 

所在地 うるま市字昆布1844番地 うるま市石川2065番地 

処理能力 80ｋｌ/日 10,800m3/日（全体計画）－8,850m3/日（現状）

処理方式 標準脱塩素処理方式 標準活性汚泥法 

 	

4 収集能力 

許可業者が所有し、通常時にし尿収集業務を行っている車両を表2-3-2に示します。 

表2-3-2 し尿収集能力 

 積載車 積載量（合計）

強力吸引車 市所有         1台（3.0ｋ ）

バキューム車 許可業者所有  10台（23ｋ ）
計11台 26.0ｋ  
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第4節 仮設トイレ 

 

1 設置計画 

避難所では、避難者の生活に支障が生じないよう、必要な仮設トイレを設置します。なお、

仮設トイレの設置は、避難人数及びし尿収集量を踏まえて仮設トイレ設置計画を検討します。 

・仮設トイレ設置計画に基づき、協力業者に対して配置先・配置基数を示し仮設トイレを設置

します。 

・災害対策本部と密接な連絡をとり、避難者の状況により、仮設トイレが不足する場合は、そ

の設置のための応援などを協力業者等に要請します。 

・仮設トイレの設置、維持管理に関する市民への広報等の対応策を講じます。 

 

2 仮設トイレの備蓄 

本市では仮設トイレを備蓄していないため、備蓄市町村との応援協力体制やリース会社等と

の協力体制の確立を図ります。 

断水の状況及び復旧の見通しにより、仮設トイレの設置基数に追加調達の必要が生じた場

合は、リース業者からの調達及び他市町村の備蓄分を借り受けます。 

 

3 設置に関する配慮事項 

仮設トイレは、臭気など避難所等への影響を考慮して設置場所を選定します。また、収集車

両の出入りのための通路を確保できる場所を選定します。 

仮設トイレの使用にあたっては処理水の不足が予想されることから、井戸、防火水槽、雨水

貯留槽や学校のプールの水なども活用します。また、井戸、防火水槽、雨水貯留槽や学校のプ

ールの水などが近くにない地域については、給水車による対応を行います。なお、仮設トイレ

の設置準備が遅れる場合は、簡易トイレ（段ボール製）の利用の検討を行います。 

 

4 維持管理体制 

維持管理体制を表2-4-1に示します。 

表2-4-1 維持管理体制 

項目 内容 

仮設トイレからのし尿の収集体制 ①避難所等に設置された仮設トイレからのし尿収集

は、地域を指定して収集業者に収集を委託します。

仮設トイレの維持管理業務 ①巡回等により仮設トイレの衛生状態を把握し、仮設

トイレの衛生を保持します。 

②仮設トイレの衛生保持などの日常的な維持管理は、

避難者を中心として行うものとし、避難所の管理者

などにその旨の協力を依頼します。 
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第5節 仮置場の設置 

 

1 仮置場選定要件 

仮置場を選定するに当たり、選定要件として次の条件をあげます。 

・他の応急対策事業に支障がないこと。 

・環境衛生に支障がないこと。 

・搬入に便利であること。 

・飛散防止、安全管理が容易であること。 

・中長期の使用ができること。 

・再利用・焼却等の搬出に便利であること。 

 

 

2 仮置場の選定 

選定要件及び次の選定基準を考慮し、公共用地及び民有地を選定します。 

・重機による廃棄物の積み上げや選別等の作業、並びに再資源化処理等に必要な仮設処理施設

の設置が可能な面積を有すること。（中間処理機を設置する場合） 

※中間処理機の設置面積は1台100～200m2程度 

・災害廃棄物の搬入・搬出車両や、作業用重機の通行が比較的容易な道路を有すること。 

・仮置場は処理・処分時の環境汚染対策が行いやすい地形・地質などの立地条件を有すること。 

・重機による廃棄物の積み上げや選別等の作業時の騒音・粉じんなどの発生により、近隣住民

などの生活環境が著しく悪化しないよう住宅等との十分な距離を有すること。 

・水源や病院、学校等に近接していないこと。 

・中長期の使用ができること。（阪神・淡路大震災の例によると最長3年間を想定） 

 

 
 

3 仮置場の配置 

仮置場は、市民の避難場所及び仮設住宅建設場所等の確保を最優先に行った後、災害廃棄物

の発生状況から必要と判断される場所（必要面積）を公共用地を中心に選定、確保します。 

また、仮置場の機能として、中継機能を勘案しながら、被災市民の排出する場所として指定

する一次仮置場と、一時保管や分別などの長期的な作業を行う二次仮置場に分けて設置を検討

します。 

仮置場の基本的な考え方を表2-5-1に示します。 
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表2-5-1 仮置場の基本的な考え方 

区分 仮置場の基本的な考え方 

＜一次仮置場＞ 

路上等に排出された災害廃棄物を早急に

撤去するため、被災地に比較的近い場所に

設置。設置期間は短い。また、二次仮置場

の中継的な機能も持つ。 

・公園 

・グラウンド 

・公共施設、民間所有の駐車場などの敷地

・空き地 

・多目的広場、ゲートボール場 

・国、県、市、区及び民間所有の未利用地

＜二次仮置場＞ 

中間処理、再資源化が必要な災害廃棄物を

保管するための場所で、設置期間が一次仮

置場より長期間にわたる。必要な作業を行

うことが可能な面積があること。 

・公園 

・グラウンド 

・公共施設建設予定地等の未利用地 

・河川等の周辺の未利用地 

・企業団地、工業団地等の未利用地 

※ただし、避難場所として利用されている場合は除く 

 

 

4 仮置場の運用計画 

4-1 仮置場の管理 

処理係は、災害廃棄物の受入、搬入物の監視・指導、分別保管等、仮置場の管理を行い、

重機や緊急処理施設が必要な場合は、その手配を行います。 

 

4-2 仮置場への受け入れ条件 

・仮置場に受け入れる廃棄物は、震災において倒壊建物の解体撤去から発生する廃棄物に限り

ます。それ以外の廃棄物に関しては、市の許可を得ること。 

・搬入者は、搬入許可証を市から得ること。 

・仮置場入り口で搬入許可証の提示を求め、提示のない者には搬入を認めません。 

・分別がされていない、あるいは分別が不十分な場合は搬入を認めません。これらの廃棄物は、

再度分別を要請します。 

 

4-3 仮置場での分別保管 

災害廃棄物の効率化及び資源化の向上を目的として、仮置場内に分別区分ごとに受け入

れ区域を設定します。 
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4-4 仮置場での搬入・搬出管理 

・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、中間処理量、搬出量等を記録

します。 

・受付では各搬入車両の書類確認、積載物のチェックを行います。 

 

4-5 仮置場での安全保管対策 

・仮置場での廃棄物の積み上げ高さは5m以下とし、積み上げる際は重機を用いて廃棄物を安定

させ、崩落を防ぎます。 

・木くず及び可燃物の仮置場は、火災が発生しないよう適切な対策を講じ、仮置場には消火器

等を設置します。 

 

4-6 周辺環境対策 

・仮置場における作業が、周辺環境へ影響を及ぼさないよう、必要に応じ周辺に飛散防止ネッ

ト・防音シートの設置を行います。 

・廃棄物の積み降ろし及び積み上げの際、粉じんの発生が顕著である場合は、散水等で粉じん

の飛散を防止します。（場合によっては、臭気対策として消臭剤の散布を行います。） 

・仮置場での作業は、周辺への環境を考慮し、深夜、早朝の作業は行いません。 

 

4-7 仮置場からの輸送手段 

・仮置場から再利用・再資源化施設、処理施設等への輸送は、市及び委託業者の所有する車両

により輸送します。 

 

 
 

5 災害廃棄物の搬入ルート 

災害発生時には、使用可能な交通手段が限られることが予想されます。 

交通網に支障が出た場合、「うるま市地域防災計画」の交通確保・緊急輸送計画に基づいて

人員、物資等の輸送を円滑に進めるため緊急交通路の確保がされることから、災害廃棄物の搬

送経路はこの緊急交通路を原則使用します。 

この緊急交通路の使用に当たっては、うるま市災害対策本部、警察、道路管理者等と協議し

て、定められた措置をとります。 

また、災害が発生した場合における、人員と物資等の輸送を円滑に進めるため、交通規制区

域を設定することが想定されます。この区域の道路を使用するためには公安委員会の許可が必

要となるため、通行する車両についての届出、確認証明書及び標章の交付を遅滞なく受けるも

のとします。 
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第6節 適正処理困難物の処理 

 

1 基本方針 

適正処理が困難な廃棄物の範囲は、災害時における建物の解体撤去等から排出される廃棄物

のうち、有害廃棄物等、市の施設で適正な処理が困難な廃棄物及び現在市で収集しないもので

あり、次のとおりとします。 

○産業廃棄物に該当するものは、通常時と同様に事業者の責任において処理します。 

○一般家庭から排出される適正処理が困難な廃棄物は、災害発生時に増加が予想されるため、

初期の段階で適切な処理方法等を総務係は市民に広報します。また、必要に応じて相談窓口

を設け、通常時の対応と同様に業者への引取り依頼等の適切な方法を指導します。 

なお、リサイクル対象品目は、「災害時における廃家電製品の取扱について」（環廃対第398

号、平成13年10月2日）により処理します。 

路上等に不法投棄された適正処理困難物を一時保管する場合は、仮置場等で保管場所を設け

て適正に保管します。 

 

 

2 処理方法 

震災時に排出される可能性のある廃棄物を表2-6-1に示し、対策を講じます。 

 

表2-6-1 適正処理困難物の処理方法 

廃棄物 対策内容 

アスベスト 「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について」（環境省環境管理

局大気環境課）等に準じて、解体業者にアスベストの飛散防止措置を

講じるよう指導します。 

フロン類 市が回収した冷蔵庫等は、製造業者等に引き渡すか、廃棄物処理法に

定める廃棄物処理基準に従って収集・処理します。 

ただし、個々の災害現場の判断に基づいて、人命や財産の保護、衛生

上の措置等が優先して行われることを妨げないこととします。 

感染性廃棄物 排出者の責任において処理します。 

災害時に設置される救護所等で発生した廃棄物は、救護所を担当する

医師と協議し、適切な処理方法を確保します。 

市で収集しない

廃棄物 

販売店等に引取りを依頼するよう広報します。対応方法について、相

談窓口を設け、適正な廃棄・処理を推進します。 
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第7節 国庫補助を受けて行う解体撤去 

 

1 基本方針 

被災市町村が実施する災害廃棄物処理事業は、廃棄物処理法第22条に基づいて国庫補助対象

となります。被災建物の解体撤去は、所有者からの申請に基づき、市が民間業者に解体撤去と

仮置場への運搬を発注することができます。 

 

 

2 実施体制 

解体撤去の手順を図2-7-1に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-7-1 解体撤去の手順 

 

 
 

3 解体撤去の指針 

 

3-1 解体撤去作業の進め方 

解体業者は、市の定めた解体手順に従って解体作業を行います。また、解体撤去にあたって

は、原則として所有者の立会いのもとで行います。 

建物の所有者からの解体撤去申請の受付	

り災証明及び固定資産台帳による建物面積等の確認	

家屋の被害程度などに関する現地調査	

解体撤去の決定及び危険性、公益性から解体撤去の優先度の設定

解体業者への発注	

解体撤去作業の完了確認・支払	
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3-2 解体撤去時の分別 

がれきの再利用、再資源化を図るため、解体撤去時は次に示す分別区分に従って分別を徹底

するよう指導します。 

・木質系可燃物（柱、板等） 

・その他の可燃物（紙、畳、布団等） 

・金属（鉄筋、鉄骨、サッシ等） 

・コンクリート（30ｃｍ程度以下） 

・その他不燃物（瓦、レンガ、ガラス、アスファルト、土砂、石等） 

・適正処理困難物 

・以上を最大限分別した後の混合廃棄物 

※アスベスト等の有害物質を含む廃棄物は法律に基づいて適正に処理します。 

 

3-3 解体撤去時の周辺環境対策 

解体撤去時は周辺環境に及ぼす影響を最小限にするよう配慮し、対策を講じます。 

・解体時の騒音、振動の抑制に配慮します。 

・解体時の粉じんの発生を最小限に抑えます。 

・アスベストを使用した建築物の解体撤去の際は「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策につ

いて」（環境省環境管理局大気環境課平成13年3月）等に準じて、アスベストの飛散防止措

置を講じます。 

 

 

4 搬出・運搬の指針 

 

4-1 搬出・運搬時の分別の保持 

解体時に分別されたものは、その分別を保って搬出し、分別区分ごとに定められた仮置場へ

搬入します。分別が不十分なものは、仮置場への搬入を認めません。 

 

4-2 搬出・運搬時の廃棄物の飛散、落下の防止 

運搬中に廃棄物が落下、飛散しないように配慮して積載し、必要に応じて荷台にシート等を

被せ運搬します。 

 

4-3 搬出・運搬時の周辺環境対策 

アスベストを含む解体材の搬出・運搬は、廃棄物処理法及び「建設・解体工事に伴うアスベ

スト廃棄物処理に関する技術指針」（厚生省水道環境部産業廃棄物対策室監修、昭和63年7月）

等に従って、密閉、飛散防止措置を講じ、適正な搬出・運搬を行います。 
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第 3 章 災害廃棄物の処理計画 
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第1節 水害 

 

1 計画策定の主旨 

 

1-1 基本的事項 

本計画は、本市内の水害廃棄物処理に関し、市が行う業務についてその基本方針を示した基

本的な計画です。 

水害発生時、ごみは水害廃棄物の特性として水分を多く含むことから、腐敗・悪臭の発生等

衛生面に配慮が必要です。さらに、多量の廃棄物が一気に排出され、その分別も困難と考えら

れることから、水害廃棄物を迅速かつ適正に処理し、被災地の生活基盤回復を速やかに図るた

め、収集・処理体制の計画を策定します。 

なお、水害時には、災害対策本部等から収集・報告される各種情報と、本計画に基づき、水

害廃棄物処理の実行計画を策定します。 

 

1-2 市民の役割 

市民は、豪雨等で浸水が予想される段階で、家具等の浸水に対する予防策を講じて、被災を

最小限にするよう努めるものとします。 

 

1-3 想定する被害状況 

 想定する被害状況を表3-1-1に示します。 

表3-1-1 想定する被害 

 
 

2 基本方針 

 

2-1 基本方針 

災害廃棄物処理に関する基本方針で示した事項「衛生的な処理」「迅速な対応・処理」「計

画的な対応・処理」「環境に配慮した処理」「リサイクルの推進」「安全作業の確保」を基本

に、水害廃棄物の特性を考慮しながら、次の点を踏まえて処理を行います。 

 

(1) 衛生的な処理 

水害発生時は、被災者の一時避難、家屋への床上浸水及び床下浸水の被害が想定されます。

想定する被害内容 備考 

被害家屋数：102棟 
現在の実情を踏まえ、「沖縄県地域防災計画」で想定され
る平成15年台風第14号（マエミー）の実績値を設定 
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その際に多量に発生する家庭系ごみや、水没した便槽、浄化槽からのし尿については、生活

衛生の確保のため防疫を最重要事項として対応します。 

 

(2) 迅速な対応・処理 

水害発生時は、収集経路の不通等通常の処理が困難となる一方、短い期間に大量の廃棄物

が発生するため、腐敗・悪臭の防止など、公衆衛生の確保が必要であり、水害廃棄物の迅速

な処理が必要です。このため可能な限り、事前に水害廃棄物の処理に関する仮置場の設置や、

収集・運搬、中間処理、最終処分に関する計画を検討します。 

 

2-2 収集・運搬計画 

水害発生時には、浸水及び道路上に出された廃棄物等により通常の収集・運搬ルートの確保

が困難になるとともに、一時的に多量の廃棄物が発生することから、収集車両が不足します。

このため、「水害廃棄物対策指針」等を参考に適切な収集方法を検討し、広報活動により分別

の徹底を図るよう市民に協力を依頼します。 

収集・運搬に係る基本的な考えを以下に示します。 

・水害廃棄物の収集においては、効率的な収集ルートを検討します。 

・水害発生後、被災区域外については平常時のごみ収集が望まれるため、通常の収集・運搬が

可能な地域と、道路の不通や渋滞等により収集効率が低下する地域がある場合には、排出場

所、排出日時の変更を行います。 

・水害発生直後、道路の不通や渋滞等により収集効率が低下する場合は、環境衛生上、優先的

に生ごみ等可燃ごみの収集を行い、一時的に不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみの収集を保留し

ます。また、各家庭で一時保管している、不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみは、市の処理方針

に応じて排出するよう、住民に協力を呼びかけます。 

・大量発生する水害廃棄物を処理するため、一時的に廃棄物の仮置場が必要となる場合は、収

集ルートを検討する際に、仮置場への搬入ルートも検討します。また、広域処理を想定し、

他排出先へのルートについても検討します。 

・水害発生後、粗大ごみの排出が増大すると予想されるため、被災地域では現行収集体制の変

更や、被災程度の違いにより、収集体制など地区別に異なった対応も検討します。 

・家具類や水分を含んだ畳等の重量のある廃棄物が発生するため、積込み・積下ろしには重機

が必要です。収集・運搬車両もパッカー車より平積みダンプ等を使用する場合が多くなると

考えられるため、状況に応じて必要な資機材を確保します。 

・運搬車両を緊急車両として位置づけるとともに、事前に警察署、消防署等とも協議を行い、

円滑な運行体制を確保します。 

・廃棄物が道路上に排出あるいは放置されている場合があることから、道路上の廃棄物を優先

的に除去します。 
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2-3 水害廃棄物特別収集の実施 

被災状況について、市職員が情報収集・現地調査を行った結果、多量に水害廃棄物が発生し、

通常の家庭系ごみの収集体制で収集が間に合わないと判断される場合には、水害廃棄物特別収

集の実施を決定します。なお、特別収集の対象は家庭系ごみとします。 

 

(1) 市民への周知 

公共通信媒体（テレビ、ラジオ、新聞等）を通じて行うほか、広報誌、張り紙、広報宣伝車、

防災無線、インターネット等を同時に利用して特別収集の実施を広報します。 

 

(2) 特別収集対象廃棄物の分別区分、排出場所 

災害廃棄物処理に関する基本方針に示した事項を基本に、分別区分、排出場所、置き方に従

って排出します。各ごみ仮置場へ搬出された水害廃棄物は、市が別に選定した者が収集し、各

処理施設へ運搬します。 

 

(3) 特別収集及び運搬を行う者 

特別収集に従事する者は次の順序により、市が委託等を行います。 

①家庭系ごみ収集運搬業者 

②事業系一般廃棄物収集運搬許可業者 

③産業廃棄物収集運搬許可業者 

④建設機械器具リース業協会等 

⑤収集運搬が可能な各種団体 

 

(4) 収集運搬方法 

収集車は、機動性を考えて積載量2t程度の小型車両を中心に行います。 

 

(5) 搬送先 

収集運搬された水害廃棄物は、各処理施設へ搬送します。 

 

(6) 特別収集終了の決定 

職員による被災地の情報収集・現地調査の結果、被災ごみの排出がある程度終了し、通常の

家庭系ごみの収集業務で対応できると判断した場合は、特別収集の終了を決定します。 

特別収集終了の決定と同時に水害廃棄物の臨時排出の終了日を確定し、公共通信媒体（テレ

ビ、ラジオ、新聞等）を通じて広報するほか、広報誌、張り紙、広報宣伝車、行政無線、イン

ターネット等を同時に利用して被災地区の特別収集の終了を広報します。 
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3 ごみ処理計画 

 

3-1 基本方針 

ごみ等の処理は、平常時の収集・処理体制を基本として実施しますが、水害発生時は、短期

間に多量の廃棄物が発生し通常の処理が困難となる一方、腐敗・悪臭等の防止など公衆衛生の

確保が必要であるため、水害廃棄物の迅速な対応を計画します。また、土砂などを含んだ多量

の廃棄物が発生することから、特別の配慮が必要です。水分を含んだ畳等は、腐敗による悪臭、

汚水が発生しやすいので、移動式破砕機等を利用して早期の処理を行うよう努めます。 

 

3-2 ごみの発生量 

(1) 家庭系・事業系ごみの発生量 

家庭系・事業系ごみの発生量は、水害発生時においても平常時とほぼ同様と考えられます。

なお、事業系ごみは水害による事業活動の停止により少なくなると想定されます。 

 

表3-1-2 平成23年度ごみ発生量 

 

 

 

 

 

 

(2) 粗大ごみの発生量 

 

 

 

3-3 ごみの処分方針 

(1) 家庭系・事業系ごみ 

・ごみは、美島環境クリーンセンターにおいて処理することを原則とし、最終処分は、恩納村

一般廃棄物最終処分場において処分します。 

・市民が直接、現有施設へ搬入する場合は、水害廃棄物を優先し、一般持込みごみは一時、停

止することも検討します。 

・本市の施設で処理できない場合は、一時保管（施設復旧後に市の施設で処理する。）あるい

は、他の市町村に処理の応援を要請します。また、民間処理業者への応援も要請します。 

 

 

 収集量（t／年） 1日当たり（t） 

可燃ごみ 29,863 81.8 

不燃ごみ 502 1.4 

資源ごみ 1,788 4.9 

粗大ごみ 325 0.9 

水害廃棄物の発生量：204t 
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(2) 粗大ごみ 

・粗大ごみは、原則、委託処理業者において処理します。 

・水分を含んだ畳については、悪臭が発生するため焼却処分を行います。 

・一時的に多量に排出される粗大ごみの仮置場を指定します。 

・住民が直接、市の所有する焼却施設に搬入することは、交通渋滞の問題から一時停止するこ

とも検討します。 

・事業所から排出される水害廃棄物は、基本的に事業者自らの責任において適正に処理します。 

 

4 仮置場計画 

 

4-1 仮置場の計画 

水害廃棄物の多くは水分を含んだ状態で搬出されるため、そのままでは処理が困難であり、

また、一時的に大量排出されることから通常体制では処理が困難となり、仮置場の設置が必要

です。 

 

4-2 仮置場での分別及び配置 

効率的な処理施設への搬送及び処理を行うために、仮置場では表3-1-3に示す分別区分によ

り配置します。その位置関係は、手降ろしとするごみ種から順次手前の方から降ろしていくこ

ととします。 

表3-1-3 仮置場の分別区分 

搬出時の 

分別区分 
仮置場の分別区分 品目例 

可燃ごみ 可燃ごみ 生ごみ、プラスチック製品、紙類、衣類、布団

ガラスごみ 陶磁器、ガラス、びん 不燃ごみ 

金属ごみ 缶類、金物類 

資源ごみ 資源ごみ 

（不可能な場合は、可燃

ごみ・不燃ごみ） 

紙類、ペットボトル、びん類、缶類、衣類 

不燃性粗大ごみ 電化製品 粗大ごみ 

可燃性粗大ごみ 畳、じゅうたん、木製家具 

家電リサイク

ル 

対象製品 

家電5品目 エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥

機 

処理困難物

（注） 

処理困難物 消火器、バッテリー、バイク、ガスボンベ、タ

イヤ類 

がれき がれき コンクリート塊・廃樹木 

注：不法投棄された物については、仮置場等で保管場所を設けて適正に保管します。 
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4-3 仮置場の配慮 

仮置場の計画で示した事項を基本に設置することと併せて、水害廃棄物の特性に配慮して以

下の点を考慮します。 

・発火しやすい廃棄物、危険物等が混入している場合があるため、消火器の配置をするととも

に消防署と連携して災害防止に努めます。 

・悪臭及び害虫の発生を防止します。特に水分を含んだ畳等は、悪臭を発生する可能性がある

ことから優先的に処理します。 

・水害廃棄物から汚水が発生する可能性があることから、仮置場として利用する場所によって

は、汚水による公共水域及び地下水への汚染の防止対策を講じます。 

 

 

5 し尿処理計画 

 

5-1 し尿処理計画 

水害発生時には、仮設トイレの設置の推計を行います。 

 

5-2 し尿収集必要量 

 

 

 

5-3 仮設トイレ設置数 

 

 

 

し尿収集必要量：0.3  

仮設トイレ設置数：3基 
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第2節 震災 

 

1 計画策定の主旨 

 

1-1 基本的事項 

震災災害では、がれき等の廃棄物が大量発生するほか、交通の途絶等に伴い一般ごみについ

ても平常時の収集・処理を行うことが困難です。震災の発生に伴う建物等からのがれきや避難

所からのごみ・し尿を迅速かつ適正に処理するために、事前に十分な対策を講じておく必要が

あります。 

本計画は、「うるま市地域防災計画」を補完し、そこで想定される震災に対する事前の体制

整備を中心とし、震災廃棄物の円滑な処理を推進するため、「震災廃棄物対策指針」（平成10

年10月厚生省）に基づき策定します。 

本計画は、本市の市域に係る震災廃棄物処理に関し、市が行う業務についてその基本方針を

示したものです。また、震災時には、災害対策本部等から収集・報告される各種情報と、本計

画に基づき、震災廃棄物処理計画を策定します。 

 

1-2 想定する地震と被害の概要 

「沖縄県地震被害想定調査概要報告書」において検討された「直下型地震」を想定します。 

 

表3-2-1 人的被害予測結果（規模：M6.5） 

 被害棟数 死者数 負傷者数 救出現場数 要救出者数
要広報医療

搬送者数 
避難者数

うるま市 3,787戸 39人 513人 65件 18人 51人 8,452人

 

 

2 基本方針 

 

2-1 基本方針 

災害廃棄物処理に関する基本方針で示した事項「衛生的な処理」「迅速な対応・処理」「計

画的な対応・処理」「環境に配慮した処理」「リサイクルの推進」「安全作業の確保」を基本

に、震災廃棄物の特性を考慮しながら、以下の点を踏まえて処理します。 

 

(1) 衛生的な処理 

震災発生時の仮設トイレ設置に伴うし尿や、災害復旧等の際に多量に発生する家庭ごみ、粗
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大ごみ及びがれきについて、防疫のために生活衛生の確保を最重要事項として対応します。 

 

(2) 計画的な対応・処理 

震災発生による建物の倒壊等により、多量に発生する震災廃棄物に対応するため、長期間の

仮置場の配置により震災廃棄物を効率的に処理します。 

また、上下水道の断絶により水洗トイレが使用不能となる場合に設置した仮設トイレから発

生する、多量のし尿を効率的に処理します。 

 

2-2 収集・運搬計画 

・震災発生時は、避難所が開設され、これら避難所に避難する人の生活から排出されるごみの

収集が生じます。避難所で排出されるごみの収集は、通常時のごみの収集ルートに避難所を

組み込んで行います。 

・震災発生時においても、収集ルートは通常通りを基本としますが、道路の不通等により通常

時より収集効率が低下することを考慮し、収集車の増車などの対策を検討します。 

・ごみの分別は通常どおり行います。 

・粗大ごみは、一時的に大幅に増加するため、被災地域については、期限を区切って市が指定

する場所において収集します。このため、市民に対して、排出方法等について十分広報しま

す。 

 

3 ごみの処理計画 

 

3-1 発生量 

平成23年度の発生量を表3-2-2に示します。なお、事業系ごみは震災による事業活動の停止

により若干少なくなると考えられます。 

 

表3-2-2 平成23年度ごみ発生量 

 

 

 

 

 

3-2 震災のごみの特徴 

ごみの発生量は、阪神・淡路大震災時の家庭系ごみの排出量が、平常時と大幅な変動はなか

ったため、通常時と同量と考えられます。但し、災害時の特異性として、ガス供給停止に伴い

脱着式コンロの使用量が増えるため、カセット式ガスボンベの排出が増えることが予想されま

 収集量（t/年） 1日当たり（t） 

可燃ごみ 29,863 81.8 

不燃ごみ 502 1.4 

資源ごみ 1,788 4.9 

粗大ごみ 325 0.9 
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す。 

断水が続く場合は、家庭系ごみのうち食品容器や飲料容器が大量に発生するなど、ごみ組成

の変化があるものと考えられます。また、多量に送られてくる支援物資についても、災害復旧

が進み生活が安定してくるに従って余剰が生じ、最終的に廃棄物となる可能性があり、その利

用、処理が問題となることが考えられます。 

 

表3-2-3 （参考）阪神・淡路大震災での家庭系ごみの震災前後変化（神戸市） 

項目 内 容 

家庭系ごみ量 震災前後で家庭系ごみの量に変化はみられない。 

家庭系ごみの組

成割合 

①発泡製品、ペットボトルの増加 

（弁当等の使い捨て容器や上水道不通による飲料水確保等が原因）

②厨芥類の減少、紙類・金属類・繊維類・陶器類の増加 

（書物、古着、割れた食器等は震災を機に廃棄した） 

③粗大ごみの増加 

（木製家具が破損し、廃棄した） 

④廃スプレー缶類の増加 

（ガスの断絶によるカセット式ガスボンベの使用が増加したため） 

 

3-3 ごみの処理方針 

(1) 家庭系ごみ 

平常時の収集・処理体制を基本として、委託業者が収集を行い、次の方法で処理します。 

・家庭系ごみは、原則、美島環境クリーンセンターにおいて処理します。 

・美島環境クリーンセンターの施設損壊や、停電、断水等により施設が稼働不能の場合には、

その損傷の程度と復旧の見通しを考慮して、一時保管（施設復旧後に市の施設で処理。）あ

るいは、他の市町村や民間処理業者に処理の応援を要請します。 

また、通常の排出・収集が可能な地域と、道路の不通や渋滞等により収集効率が低下する地

域が混在する場合には、排出場所、排出日時を変更します。 

・ごみの分別区分は平常時と同様とします。ただし、震災発生直後や道路の不通や渋滞等によ

り収集効率が低下する場合は、環境衛生上、優先的に処理する必要がある生ごみ等可燃ごみ

の収集を優先的に行うため、一時的に不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみの収集を保留します。 

また、各家庭で一時保管している不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみは、市の処理方針に応じて

排出するよう、住民に協力を呼びかけます。 

・現有施設へ市民の直接搬入は、交通渋滞等の問題から一時、停止することも検討します。 

・事業系ごみについては、平常時と同様に許可業者による収集を基本とします。 
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(2) 粗大ごみ 

基本的に平常時の収集・処理体制で委託業者が収集を行い、次の方法で処理します。 

・粗大ごみは、原則、委託処理業者において処理（可燃性粗大は一部市で処理）します。 

・民間施設の施設損壊や、停電、断水等により施設が稼働不能の場合には、その損傷の程度と

復旧の見通しを考慮して、一時保管（施設復旧後に委託処理業者の施設で処分。）あるいは、

他の市町村に処理の応援を要請します。また、通常の排出・収集が可能な地域と道路の不通

や渋滞等により収集効率が低下する地域が混在する場合には、排出場所、排出日時を変更し

ます。 

・震災発生後に粗大ごみの排出が増大すると予想されるため、被災地域では、現行の収集体制

の変更や被災程度の違いにより、収集体制など地区別に異なった対応を検討します。 

・一時的に多量に排出される粗大ごみの仮置場を指定します。 

・現有施設へ市民の直接搬入は、交通渋滞等の問題から一時、停止することも検討します。 

・家屋等の解体に先立って排出されるものは、仮置場を指定します。 

 

 

4 がれき処理 

 

4-1 基本方針 

震災発生時には、建物等の倒壊・破損・焼失、倒木等により、窓ガラス・屋根瓦等の落下物

等のがれきが大量発生します。また、損壊家屋の解体時に発生する廃材・コンクリート塊・鉄

筋等のがれきも、長期にわたり大量に発生することが予測されます。 

これらのがれきを速やかに被災地から撤去し、再利用、再資源化、焼却、埋め立て等の適正

な処理を行います。 

・震災時の倒壊建物の撤去、処理については、自己処理が原則となります。 

・国庫補助を受けて、市の事業として解体撤去を行う場合の対象建物は個人所有の住宅及び中

小企業者の事業所とします。そのため、連絡担当者は、国庫補助に関する国の動向を踏まえ、

国庫補助申請に係る県の担当者と連絡調整を図ります。 

国庫補助を受けて、市の事業として行う解体撤去は、所有者からの申請に基づき、市が民間

業者にその解体撤去と仮置場への運搬を発注します。 

・がれきの処理の効率化、リサイクル向上のため、解体撤去時から次の6区分の分別の徹底を

指導します。 

○木質系可燃物（柱、板等） 

○その他の可燃物（紙、畳、布団等） 

○金属（鉄筋、鉄骨、サッシ等） 

○コンクリート（30cm程度以下） 

○その他不燃物（瓦、ガラス、アスファルト、土砂、石等） 
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○以上を最大限分別した後の混合廃棄物 

・がれきの再利用、再資源化、中間処理、最終処分するまでに一時的に保管するための仮置場

を確保します。 

・震災時に発生したがれきは、指定した仮置場に搬入するよう指導し、一時的に保管します。 

・仮置場での分別の徹底や、民間の再資源化施設を活用することで、がれきの再利用・再資源

化を可能な限り推進し、最終処分の削減を図ります。 

 

4-2 がれきの発生量 

 

 

 

4-3 震災時の処理対策 

震災時の処理対策を表3-2-4に示します。 

 

表3-2-4 震災時の処理対策 

項目 内 容 

木くず チップ化など再利用・再資源化を図るため、民間の再資源化業者に委

託し、積極的に活用します。民間の施設確保が困難な場合は、仮置場

に緊急処理施設（チップ化）の設置を検討し、再資源化が困難な場合

は焼却により処理します。 

木くず以外の可

燃系がれき 

焼却処理をします。その際、焼却能力の確保が重要な課題となります。

市の現有焼却施設で処理できない場合は、民間処理施設や他の市町村

等へ応援の要請をします。 

コンクリート塊 再利用・再資源化を図るため、民間処理施設の確保を図ります。なお、

民間の施設確保が困難な場合は、仮置場に緊急処理施設（破砕機）を

設置することを検討します。 

金属くず 金属再資源化業者に引取り依頼することを原則とし、依頼先業者の確

保を図ります。 

その他不燃系が

れき 

陶器くず、ガラスくず、瓦くず等などの混合物であり、廃棄物の早期

処理を図る上から資源化が困難なため、極力、破砕により減容した後、

埋め立て処分を行います。 

混合廃棄物 極力再選別し、資源化を図った上で、残った可燃物は焼却後、埋め立

て処分し、不燃物は埋め立て処分します。 

 

がれきの発生量：198,081t 
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5 仮置場計画 

 

5-1 仮置場の確保 

震災時には、がれき、粗大ごみ等の廃棄物が大量に排出されるため、廃棄物処理施設への大

量搬入が困難となります。また、交通の確保が困難である場合が考えられるので、生活環境や

生活保全上支障がない場所に暫定的に仮置場を確保します。 

 

5-2 仮置場面積 

 

 

 

 

 

6 し尿処理計画 

 

6-1 し尿処理計画 

震災発生時には、避難所へ避難した被災者が使用する仮設トイレや、上水道・公共下水道の

被災により水洗トイレが使用できなくなることにより発生するし尿の処理を行います。 

震災による損壊等により、し尿処理場で処理が行えない場合や処理能力が不足する場合には、

関係機関と協議し下水道マンホール投入による下水道施設での処理を行います。下水道施設で

の処理が困難な場合は、他の市町村に応援を要請します。 

 

6-2 震災時のし尿収集必要量 

 震災時におけるし尿収集必要量を表3-2-5に示します。 

 

表3-2-5 震災時におけるし尿収集必要量 

し尿収集必要量（ｋ /日） 仮設トイレ必要人数・必要設置数 

地震発生直後 地震発生長期間後 地震発生 

直後 

地震発生 

長期間後 必要人数 必要設置数 必要人数 必要設置数 

13ｋ  9ｋ  10,518人 95基 7,914人 72基 

※地震発生長期間後は地震発生1ヶ月後頃 

※地震発生長期間後の避難者数は阪神・淡路大震災の実績から発生当日の75％とします。 

※地震発生長期間後の上下水道支障率は阪神・淡路大震災の実績から発生当日の0.9％とします。 

 

①可燃物系の必要面積：36,681m2 

②不燃物系の必要面積：71,362m2 
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