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東北における災害廃棄物の発生状況

出展：環境省ＨＰ

岩手県： 5,079千ｔ
宮城県：15,838千ｔ
福島県： 2,280千ｔ

計：23,197千ｔ

一般廃棄物 産業廃棄物 計
岩手県 455 2,026 2,481
宮城県 793 10,991 11,784
福島県 753 8,218 8,971

計 2,001 21,235 23,236

単位：千ｔＨ21年度の各県の廃棄物排出量

各県のＨＰ及び環境省廃棄物処理技術情報より
数値を引用

各県の災害廃棄物発生量

一般廃棄物としては約11年分

木くずの発生量：16,000千トン

※内陸部は含まれていない



東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針
（マスタープラン）の処理ルート

出展：環境省ＨＰ



東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針
（マスタープラン）のスケジュール

居住地近傍にある災害廃棄物の仮置
場への搬入はほぼ完了

災害家屋の解体廃棄物が搬入開始

出展：環境省ＨＰ



災害廃棄物の処理Ⅰ
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①岩手県沿岸部北部
宮古地区、山田地区、大槌地区、野田地区の4ブロッ

クに分割
発注方法は9月中旬ころ構成員3社程度の共同企業体

にて公募型プロポーザル方式で行う予定

②釜石市
委託業務名：災害廃棄物処理事業（試行）
期間 ：Ｈ23年7月25日～9月30日
落札業者 ：産業振興・鹿島・タケエイ等
業務概要 ：災害廃棄物処分量3.8万ｔ

建物解体/仮置場仮設/収集・運搬・分別
中間処理・最終処分 各1式
現状、置場の整備が完了。地元処理優
先で一部は富山県へ陸送計画
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③‘大船渡市

落札業者：リマテック及び明和土木ＪＶ
処理内容：
・２次集積場において中間処理（破砕選別等）を設置
（能力500ｔ/日）

・可燃系は破砕・選別後太平洋セメントにて焼却処理
（能力500ｔ/日以上）

・11月より燃え殻を利用してセメント製造開始
（1000～1200ｔ/日）

・コンクリート及び土砂は破砕・篩・分級（0～20、20～
60ｍｍ）し、復興資材として利用

・布団及び畳は塩素が高いので大船渡、釜石、北上
で構成する事業組合で焼却

・木くずは生木系、柱材等に分別→放射能問題で受
入れする自治体が無い→焼却？

③大船渡市、陸前高田市
太平洋セメント大船渡工場
5号キルンを用いて、大船渡市及び陸前高田市の
がれき等を焼却処分
災害木くず＋林地残材を利用したバイオマス発電施
設を模索中

災害廃棄物の処理Ⅱ



大船渡市被災地現場（7月）

陸前高田市被災地現場（7月）陸前高田市集積所

大船渡市中間処理施設



災害廃棄物の処理Ⅲ
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宮城県
被害の特に著しい沿岸地域の15市町のうち，市町単独
処理を行う仙台市及び利府町を除いた13市町について

県が処理を行う。膨大な量の災害廃棄物の処理を効率
的に進めるため，既存の市町や一部事務組合の枠を越
えた地域ブロック単位で，災害廃棄物の処理計画の策定
及び処理に当たる。
1.気仙沼ブロック（気仙沼市，南三陸町）

2.石巻ブロック（石巻市，東松島市，女川町）

3.宮城東部ブロック（塩釜市，多賀城市，松島町，七ヶ浜町）

4.亘理・名取ブロック（名取市，岩沼市，亘理町，山元町）

利府町：がれきの撤去を県に委託
（当初、市町単独処理を計画）
→ 14市町へ変更（7月末）

多賀城市：災害廃棄物の半分を市町単独処理
（落札業者：鴻池組）
残り半分は利府町の集積場に移動し、県に
処理を委託する
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災害廃棄物の処理 Ⅳ
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⑤ 石巻市、東松島市、女川町

委託業務名：災害廃棄物処理業務（石巻ブロック）
期間 ：契約締結日の翌日～平成２６年３月２５日
落札業者 ：鹿島・清水・西松等 計9社
業務概要 ：平成２３年３月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震により発生した石巻地区に
おける災害廃棄物について，選別，破砕，
焼却等の中間処理を経て再資源化及び最
終処分を行う

⑤’石巻市
震災廃棄物の内、20,000tの木くずを日本製紙及び

セイホクにて処理
（日本製紙は岩沼市分10,000t/Yも予定）

④´気仙沼市
地元企業及び前田道路などにて一部進行中

④南三陸町・登米市
南三陸震災復興合同会社（登米建設リサイクル協
同組＋南三陸町建設会社９社）において進行中。
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南三陸町被災地現場（8月） 南三陸町 志津川集積所

気仙沼市 破砕現場 被災直後の石巻市（3月）
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⑥ 仙台市

東部沿岸地区に３箇所の「がれき搬入場」を整備。市
域内のがれき類は，３年以内に処理を完了させることを
目指す。処理に当たっては，できるだけ資源化を行い
（資源化率は50%以上），資源化できないものは焼却，

埋立を行う。資源化できない可燃物については，既存
の焼却工場だけでは処理し切れないため，各搬入場内
に仮設焼却炉を設置して焼却する。
がれき搬入場の管理は仙台市の産廃協会の協会員。

搬入場名 所在地 面積 仮設焼却炉

蒲　生
宮城野区蒲生字八

郎兵エ谷地
31ha 90ｔ／日

荒　浜 若林区荒浜字今切 33ha 300ｔ／日

井　土 若林区井土字沼向 39ha 90ｔ／日

がれき搬入場

 災害廃棄物の処理 Ⅳ
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仙台市蒲生集積所 仙台市蒲生集積所（廃家電類）

仙台市若林区全景（3月） 仙台市井土集積所
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災害廃棄物の処理 Ⅴ

⑦ 岩沼市
大規模災害廃棄物処理有限責任事業組合を
設立し災害廃棄物の処理を提案

大規模災害廃棄物処理有限責任事業組合

山形
4社

収集運搬
4社

収集運搬
4社

焼却・埋立
3社

中間処理
1社

管理型
2社

安定型
1社

焼却・埋立
1社

宮城
6社

収集運搬
1社

新潟
1社

秋田
4社

⑧ 相双（相馬市、双葉町他）地区
落札業者：フジタ
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山本町 被災地現場（6月）

岩沼市集積所

亘理町 集積所
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⑨青森県

災害廃棄物の処理 Ⅵ

・震災廃棄物の発生量：県内21万ｔ（内、八戸18万ｔ）
・八戸市5ヶ所の集積所

→一般廃棄物協会が収集運搬を含め管理
・処理は地元清掃工場・民間企業・セメント会社
（セメント会社は塩分の問題があるが協力）



災害廃棄物の処理 Ⅶ
・茨城県（県北の発生量が圧倒的に多い）
市町村ごとの処理
⇒ 直接廃棄物処理業者へ
⇒ 市町村ごとの集積所へ（すでに閉鎖したところも）

→ 処理は地元業者の入札にて

・千葉県

旭市の震災廃棄物 約１０万ｔの処分

千葉県

協力依頼

協会員の選定

仮置場での分別

（６カ所）

収集運搬 中間処理

最終処分
旭市と業務委託契約

千葉県産業廃棄物協会



震災廃棄物中の木くずの利用 Ⅰ

出展：全国木材資源リサイクル協会連合会ＨＰ



震災廃棄物中の木くずの利用 Ⅱ

出展：全国木材資源リサイクル協会連合会ＨＰ



震災廃棄物中の木くずの利用 Ⅲ



試料数 含水率 揮発性塩分 不燃性塩分 全クロム 銅 ひ素

（％） （％） （％） (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
角材 17 7.1～11.0 0.014～0.79 <0.001～0.031 2～890 4～150 <1～210

（0.15）
0.030～0.22

（0.13）
0.16～0.52

（0.32）
基準値 250 （125） 150

<1

生木 5 19.9～41.6 <0.001～0.081 15～21 18～36 <1

7.6～18.7 <0.001 3～19 2～7合板 6

震災廃棄物中の木くずの利用 Ⅳ

災害木くずの有害成分の分析
採取日 ：平成23年4月24日、28日、5月23日、7月27日
採取場所：宮城県仙台市、岩沼市、石巻市、岩手県大船渡市保管場
採取物 ：柱材を中心に、生木、合板、薬品色のあるもの等２８検体

・塩分含有量は、生木に比べて乾燥の進んだ建材の方が値が低く、塩分の吸収量が少ない。
・マテリアル利用可能な角材の塩分含有量は、平均で0.2%以下と考えて差し支えなく、最大でも
0.4%を超えることは稀と考えられる。

・今回の調査結果から、生木類は表皮を剥いだり、水洗することにより除塩できることが期待できる。
・角材については,乾燥と水洗を繰り返すことによりある程度の塩分低下は期待できるが、不燃性塩
分に移行したものは、降雨や水洗では大きな期待はできないと推測される。

・梅雨明けとなった７月下旬に実施した調査結果では、顕著な塩分低下は見られないが、安定したと
判断する結果にもなっていないため、今後の降雨による推移を継続して監視する必要がある 。

（）は平均値



東北地方における震災産廃の処理

・津波で被災した石巻市、気仙沼市、女川町の冷凍・冷蔵庫内にあった水産物
→ 発生： 約7万ｔ

処分：海洋投棄約5万3千ｔ、埋立1万7千ｔ（山形県内管理型処分場含む）

・多賀城市の震災廃棄物を山形の管理型処分場へ
・宮城県中間処理業者の処理残渣
→ 県内の焼却場がダメージ。震災産廃により処理量の増加（＝残渣増加）

２次処分先を山形へ
・宮城県内の米、小麦、大豆および飼料等、合わせて約2万トンが山形県で埋め立て

処分
・仮設住宅建設における建設系廃棄物は被災地県外での処理増加

津波により被災した直接的な事業系産廃から地震によりダメージを受けた建物
の解体による建廃系産廃へ：宮城県9,000棟 仙台市6,000棟
→ 工事においては地元の労働力では不足しているので近県からも応援

震災産廃の動き

今後の動き



災害廃棄物処理の今後の見通し Ⅰ

《日本繊維板工業会の意見》
・ 災害木くずの受入数量のアンケート調査結果では15万トン／年

→ 事務局としては40万トン／年を目標にしたい。
・ 木質ボード製品の「需要喚起」も同時に進めたい。

→ 現状では地元ボードメーカーは飽和状態
→ 広域の利用（船舶輸送）を進めていただきたい

木くずの処理

【マテリアル系 （木質ボード）】

～課題～
・ オールジャパンでの需給バランスが未だ見えてこない。
・ 母材広域輸送によって地元メーカー、ユーザーの市場性を危惧。
・ 塩分の問題について、まだはっきりと「利用可」とは言い難い。
・ 海上輸送の場合、チップ輸送が高くなるため、特例措置が必要。
・ 釜石市からの船舶輸送第一便が6月に予定されていたが、北九州市民から

自治体に対して苦情の電話が多数入ったため、頓挫している状況。
⇒ 放射能問題が徐々に浮き彫りに･･・



・セイホク石巻工場や日本製紙石巻工場が津波
により被害 → 需要減少

・塩分の問題 → 災害廃棄物（沿岸部）由来の木
質チップはセイホク以外で現状では、ほとんど

利用されていない。
・放射能の問題 → 灰処理に影響を受けるとして
福島県内のチップ出荷に大幅な制限も。

社 名
数量
（t / d）

アキモクボード 5,000
日本大昭和板紙東北 5,000
セイホク石巻工場 5,000

日本製紙石巻工場 13,000

いわき大王製紙 18,000
日本製紙勿来工場 9,000
北越紀州製紙
関東工場勝田工務部

20,000

〃 新潟工場 7,000
白河ウッドパワー 10,000
住友大阪セメント栃木 12,000

東北～北関東における主な木質バイオマス
発電施設の燃料チップ使用量木くずの処理

災害廃棄物処理の今後の見通し Ⅱ

【サーマル系 （木質バイオマス発電など）】

マテリアル、サーマル共に各地で
様々な弊害が出始めている。



宮城県登米市 集積所 宮城県大崎市 集積所

・資材として利用可能なものの長期備蓄の重要性 ⇒ 需給に応じて処理が可能
⇒ 降雨等による塩分低下への期待

災害廃棄物処理の今後の見通し Ⅲ

リサイクルを広げるための措置

コンクリート：再生砕石等として資材活用する場合には、すり減り減量・粒度範囲・修正
CBR等の品質を確保する必要がある

土砂類 ：再利用するためには破砕・篩・分級等の処理が必要

その他の資材となる災害廃棄物



2011/5/25
デーリー東北

2011/9/2
建設新聞

2011/5/25
デーリー東北

2011/5/21
デーリー東北

2011/8/23
建設新聞

2011/8/24建設新聞
2011/9/12
建設工業新聞

参考資料



【山形県内への災害廃棄物等の受入れ】
○放射線に関する基準（山形県実施要領）

①災害廃棄物 （対象地域：宮城県、岩手県）

②県外廃棄物 （対象地域：指定なし）

基準を超えた廃棄物は山形県に搬入できない

（補足）福島県の災害廃棄物は福島県内で処理される
「福島県内の廃棄物の処理の方針」（平成23年6月23日環境省）

災害廃棄物の基準に準ずる
放射能汚染が

懸念される廃棄物

（例外）屋内で発生した廃棄物など、放射能汚染が懸念されないもの
⇒測定対象外

放射能問題・・・



○災害廃棄物等の搬入手続き

災害廃棄物等 ＝
災害廃棄物
放射能汚染が懸念される県外廃棄物

保管場所

・被災地仮置場
・県外事業場
など

廃棄物
放射性セシウム濃度測定

県外廃棄物の搬入事前協議書 測定結果書

（添付書類）

＜継続的な搬入の場合＞

１回/月測定を実施 ⇒測定の都度、測定結果書を山形県に提出

受け入れ可否判断
（山形県）

搬入（受入れ）開始



測定 記録 山形県への報告
（1回/月）

災害廃棄物等の処理終了日から５年間保存

○災害廃棄物等受入事業者による放射性セシウム濃度等の測定



○最近の動き

青森県としては暫定基準値以内のものは受入可としたいと・・・
・八戸市としてはNDにおいても、難色を示す様子。

・受入側は対住民＆行政説明、情報公開等の準備をしておくように、という指示。

秋田県は国の暫定基準値に準じて対応しようと考えていたが・・・
・秋田の民間処分場へ千葉県等の県外のばいじんなどが搬送されていた。受入時に測定してお
らず、処分済みのものを改めて測定したら8000ベクレルを超えていた

・秋田県としては最終処分の基準作りが必要であるとした（理論値の33.3倍を基準作りの参考に
したい）。基準としては、空間放射線量が1.3μSV、且つ、国の基準値8000ベクレルなどを。

・チップユーザーの受入に関しては、県外からの受入を止めてもらった。理由としては出荷者に
おける測定がなされていないことから。製品として受け入れる場合としては、現時点ではクリア
ランスレベルとしか言いようがない。（後に０．２μＳｖ／ｈ以下での受入を開始（市との協議の
上）

・燃料チップは有価物扱いのため、環境課の管理外にある。農水部）の管轄になっている

各集積所の廃棄物及び再生資材（製品）が動かなくなる可能性が・・・

国は来年１月に向けての放射能問題解決に向けて準備中（特措法？）施行は４月？？



ご清聴ありがとうございました。


