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１．はじめに 

 本稿では、2005年に米国に未曾有の被害をもた

らした、ハリケーン・カトリーナ（以下、カトリ

ーナ）災害の事例報告を行う。特に、ニューオリ

ンズ市における、カトリーナによる災害廃棄物処

理に関して報告したい。 
 
２．ハリケーン・カトリーナの規模 

 カトリーナは、2005年8月23日、バハマ沖で

発生した。米国では、ハリケーンの強さを1分間

平均風速の最大値によって5段階に区分している

が、8月28日には、カトリーナの中心気圧は902hPa、
風速78m秒を記録し、この指標の最大の規模を示

すカテゴリー5に成長した。 
 その後、カトリーナは8月29日朝にルイジアナ

州に上陸した。このときは、カテゴリー3に勢力

を弱めていたが、中心気圧は920hPa、風速は57m/
秒を記録し、依然カテゴリー4に近い強さであっ

た。また降水量は、ルイジアナ州で200mmから

250mm、最も多い場所で380mmを記録した。 
 
３．ニューオリンズ市の受けた被害 

 ニューオリンズ市は、ミシシッピ川の自然堤防

の上に形成され、ポンチャートレイン湖に挟まれ

たデルタは細長く三日月状の形をしている。しか

し、このデルタはスープ皿にも例えられるように

窪地になっており、市内の50%は海抜以下にある

低地である。そこで、都市が形成されるのに伴い、

のべ563kmに及ぶ高さ5mの堤防が張りめぐらさ

れ、揚水システムが導入された。しかしながら、

カトリーナは、この市内の堤防を6カ所破堤し、

ニューオリンズ市街地のおよそ80%を水没させた。 
 ニューオリンズ市で深刻な被害を受けた家屋は、

18万8千戸中、10万5千戸である(55.9%)。市周

辺まで含めると、被災家屋は約16万戸と推計され

ている。また、ニューオリンズ市及びその周辺地

域の住宅が受けたカトリーナによる損害額は、推

定140億ドルである。 
 
４．災害廃棄物への対応 

 ニューオリンズ市内では、2005年9月5日から

12月末日までに、陸軍工兵隊が一時集積および処

理を行った災害廃棄物量は、2千294万m3にのぼ

った。例えば市内レイクビュー地区の一角にある

集積所だけでも、12万8千m3

 家屋の解体は2006年2月から開始されたが、

2006年12月末の時点では、解体処理しなくては

ならない家屋がまだ3万戸あり、さらに再建する

かどうか不明なままの家屋が8万戸残っていた。

これらの解体ごみ発生量は、917万m

の水害廃棄物が一時

集積され、1,500台以上の登録されたトラックによ

って市内及び市外の最終処分場へ運び出された。 
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 解体前に住民が一時帰宅した際には、被災した

家財を分別して排出するように、すべての世帯に

パンフレットが配布された。それに従った世帯の

家電等危険物については、ルイジアナ州環境省

（LDEQ）と市が収集、リサイクル等処理を行っ

た。しかしながら、被災後、市に一度も戻ってい

ない世帯も多く、結局のところ、家屋解体はミン

チ解体にならざるを得なく、アスベストなどもそ

のまま処分場に埋立てられた。 

と見積もら

れた。解体ごみの処分は、緊急事態管理庁（FEMA）
と陸軍工兵隊が主に行った。 

 LDEQによると、災害廃棄物の組成は、木質系

廃棄物が30.0%、42.0%が可燃ごみ、10.5%が金属

類、3.5%が土・泥、そして26.6%が直接埋立ごみ

である。 
 

５．残された課題 
 焼却工場をひとつも持たないルイジアナ州にお

いては、カトリーナ災害廃棄物埋立量の減量は極

めて重要な課題となった。市の処分場及び民間処

分場の確保ができたとはいえ、最終処分量削減の

水害廃棄物の現状と課題 



ため、リサイクル努力は最大限に行われた。その

観点で、体積、重量とも多くを占める草木類ごみ

が、災害廃棄物減量の重要なリサイクル対象とし

て注目された。現在も、焼却工場の導入と草木類

の有効なリサイクル技術について、FEMA及び陸

軍工兵隊が検討を続けている。 
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特集記事でいう「災害廃棄物」とは、自然災害に伴って発生する廃棄物のことである。その

中には法律上の区分でいう一般廃棄物も産業廃棄物も含まれる。 

自然災害の発生はある意味で避けようのない現実であるが、問題は災害による被害をできる

だけ抑制することである。最近は防災の概念が、災害による被害を出さないための取り組みと

いう観点から、ある程度の被害の発生を予想してその被害をできるだけ低減していく、いわゆ

る「減災」という考え方に移ってきている。 

地震災害では建物や土木建造物の解体廃棄物が大きな問題となるが、被災家庭から発生する

什器その他多種多様な生活系の廃棄物、避難所から発生するし尿や廃棄物、水洗トイレが使え

なくなった場合のし尿も重要な問題である。豪雨災害の廃棄物は土砂や水が混じるのが特徴で、

最近頻発している集中豪雨にともなう局地的な内水氾濫では、濡れた畳や家具、衣類などの生

活系の廃棄物が大量に発生する。暴風災害では倒木や倒壊家屋が廃棄物となり、火山災害では

火山灰や土砂の処理に困難が伴う。 

このように災害廃棄物は、災害の種類や特性、規模によって質も発生量も大きく異なる。被

害者が当事者であり、また非常時であるために通常のシステムでは処理が困難である場合が多

い。 

地震災害の場合は倒壊した建物を迅速に撤去し、処理を行うことが復旧の第一歩である。災

害廃棄物の処理が遅れれば、都市の復興はそれだけ遅れることになり、経済的な被害も甚大に

なる。水害の場合、水を含んだ廃棄物は衛生上、問題となる。地震や暴風災害であっても長期

にわたって現場に放置されれば、雨水を含み、有機物の腐敗が進行し、公衆の衛生を脅かす。

災害廃棄物への対応を誤ると、災害による直接的な被害以上に二次災害が生じるおそれがある。 

災害による廃棄物発生量をゼロにすることはできないが、低減していくことは可能である。

つまり減災の対策としても、災害廃棄物対策を準備しておくことはきわめて重要なことである。 

 しかしながら災害廃棄物を防災対策としてきちんと位置づけていない自治体も少なくない。

環境省関東地方事務所の調査によると、平成 17 年度末時点で「災害廃棄物処理計画」を策定

している都道府県は策定中も含めて 20 にすぎず、関東地方の 1 都 9 県の回答のあった 370 市

町村のうち災害廃棄物に関する計画を策定していないところが 116 もある（平成 17 年度大規

模災害時の建設廃棄物等の有効利用及び適正処理方策検討調査報告書、平成 18 年 3 月環境省 

関東地方環境事務所）。 

 災害廃棄物に関する調査研究も少ないのが実情であり、災害廃棄物の体系的研究が十分に行

われてきたとは言い難い。自治体の計画が十分でない背景には、この問題に関する研究や情報

の少なさがあることも事実である。 

本特集は、研究者、実務者がそれぞれ個人として研究し、あるいは実務経験の成果をまとめ、

平成 21 年 3 月に発行された廃棄物資源循環学会シリーズ③「災害廃棄物」（中央法規）の一部

をご紹介するものである。害廃棄物を体系的に解説、論述したものではないが、第一線の研究

と貴重な体験に基づく成果をまとめたという点では、これまでに類書がなく、これからの災害

廃棄物問題に取り組む上で、十分な情報を提供することになると確信している。 

 災害大国といわれるわが国で、災害廃棄物対策の重要性をあらためて認識していただき、各

分野で災害廃棄物の問題に関する取り組みが広がっていくことを念願するものである。 

巻頭言  

（九州大学大学院工学研究院環境都市部門：環境制御工学講座） 
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１．はじめに 

 近年、国内外を問わず大規模な災害が頻発し

ている。記憶に新しいものとして、中越・能登

半島・中越沖地震、スマトラ大津波、ハリケー

ン・カトリーナによるニューオーリンズの大水

害、中国四川大地震、イタリア中部地震などが

ある。昨年から今年にかけても、岩手・宮城内

陸地震、H20東海豪雨、H21山口県豪雨災害、ス

マトラ大地震、など国内外で多数の災害が起き

ている。日本は、地形･地質的にも気象上の立地

条件でも災害のおきやすい場であり、将来に備

えることが大切である。 

 これから予想される東海地震などの災害につ

いて、中央防災会議などから被害予測が示され

ている。災害は、その発生時の被害が問題とな

るとともに、発生後の避難生活や復旧・復興も

重要な問題となる。避難時には、寸断されたラ

イフラインの影響で、通常生活とは異なる生活

を余儀なくされ、通常とは異なるゴミが発生し

たり、衛生環境が悪化しやすくなる。また、全

壊や半壊した家屋なども復旧・復興の妨げにな

り、それらを処理・処分する必要が出てくる。 

 ここでは、こうした災害時に発生するゴミ（廃

棄物）について述べる。 

 

２．大規模災害時の廃棄物の推定 

 災害廃棄物は、「自然災害の時に発生する全て

の不要物」と定義1)

 中央防災会議では、瓦礫の推定発生量が 3000
万トン以上の地震だけでも 14 ケースの想定地

震がこれまで提示されている(表-1)。その中で

も近畿地方の上町断層帯地震では12,000万トン

と、通常の年間の全国の一般廃棄物量（近年は

5000万トン程度で推移している）の約 2.4倍に 

されている。災害時には、写

真-1にも見られるように、倒壊した家屋、破損

した車両など様々なものが廃棄物となる。 

 

 

写真-1 被災状況（上：H20新潟県中越沖地震、下：

H21山口県豪雨災害） 

 

表-1 中央防災会議による瓦礫発生量の推定 

想定地震名 
推定量(万

ｔ) 
発表年月 

東海地震（M8.0） 約4,100 
平成15年3

月 

東南海・南海地震 約6,900 
平成15年9

月 

東京湾北部地震(M7.3) 約9,600 
平成16年12

月 

都心東部直下地震

(M6.9) 
約8,700 〃 

都心西部直下地震

(M6.9) 
約8,800 〃 

立川断層帯地震(M7.3) 約5,200 〃 

羽田直下地震(M6.9) 約3,400 〃 

三浦断層群地震(M7.2) 約3,400 〃 

プレート境界多摩地震 約5,500 〃 

処理・処分 

 



(M7.3) 

猿投－高浜断層帯地震

(M7.6) 
約3,600 

平成19年11
月 

京都西山断層帯(M7.5) 約3,800 〃 

生駒断層帯(M7.5) 約5,700 〃 

上町断層帯(M7.6) 約12,000 〃 

阪神地域直下(M6.9) 約3,600 〃 

 

達すると見積もられている。しかし、これらは

いずれも瓦礫、すなわち、全壊・半壊等による

家屋からのゴミの発生を見積もったものである。

災害時にはこれ以外にも、さまざまなゴミが発

生し、これらの廃棄物を合わせれば、推定量は

さらに増加する。 

災害時に発生する廃棄物は、図-2に示すよう

に家屋等からの瓦礫(解体廃棄物)以外にも道路

など社会的インフラから発生するもの、自然物

としての倒木や土砂など、個人などから発生す

る家電製品、車両など、また避難者などからの

避難用の製品、医療廃棄物など多種多様である。

これらの発生量は通常の処理量を遥かに上回る

ので、事前に、ある程度備えを考えておく必要

があるのではないだろうか。 

 

３．災害廃棄物の処理・処分の問題点 

 ３．１．避難時の災害廃棄物 

避難生活では、飲料のための缶やペットボト

ル、弁当や使い捨て容器などのプラスチック系

容器、布団類など、避難生活に伴って通常とは

異なる種類の不燃ゴミが大量に発生することを

念頭においておく必要がある。 

例えば、新潟県中越地震の長岡市では、可燃

ゴミは通常の 1.3 倍程度とそれほど多くなかっ

たが、不燃・粗大ゴミが通常の 5倍と膨大なも

のとなった。このため対応しきれなくなった長

岡市では、被災家屋から発生する瓦礫とは別に、

地震発生後の早い段階で排出されるゴミの一時

保管場（仮置き場）を市内の空き地に急遽設け

ることとなった。したがって、災害時のこうし

た被災家屋からの瓦礫以外のゴミも災害廃棄物

として適切な対応が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  災害時の廃棄物の発生場と時間の関連

 

1) 

特に、不燃・粗大ゴミの処理能力は通常の収集

量の数倍以下しかない自治体もあり、いざ災害

の場合には、その対応に苦慮することになると

思われる。 

例えば、東京都では、不燃・粗大ゴミの処理

能力は 1日当り約 6000トン2)

 

であるが、それら

の平成 17年の処理量は約2000トン/日である。

この場合、長岡市のように通常の 5 倍の不燃･

粗大ゴミの排出量となった場合には対応しきれ

ないことがわかろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 災害発生後の家屋解体以外の廃棄物の仮置

き状況（H16新潟県中越地震） 

 



こうした場合、新潟県中越地震時の長岡市のよ

うに 2ha にも及ぶ大きな仮置き場を設置したり、

周辺自治体の協力を得たり、などの対応がなさ

れる。最近は、災害時に発生する廃棄物の処理

に対する協力体制の取り組みが自治体で進めら

れてきている。一方、首都圏などの大都市部で

は、長岡市のような大きな仮置き場を設けるこ

とはできない場合も考えられる。 

３．２．自然物を起源とする災害廃棄物 

 災害時には、自然物である土砂や樹木などに

より被害を受ける場合があるが、これらのもの

も災害廃棄物となりえる。土砂災害などでは、

写真-3に示すように、ある施設に災害による被

害があれば、災害発生直後にそれら土砂や樹木

などの除去が行われる。これらの自然物を起源

とする災害廃棄物は、建設事業から発生した廃

棄物として取り扱われ、処理･処分がなされるこ

とが多い。一方、こうした自然物を起源とする

災害廃棄物の発生量やその処理・処分の状況は

十分に把握されていないのが現状である。 

 しかし、写真-3 にも示されるように、その発

生量は膨大なものと考えられる。 

仮に 1 棟の床面積を 100m2とし、高さ約 2m
が土砂等（比重 2と仮定）に埋まったとすれば、

1棟当り体積で200m3

 中央防災会議（平成 13年）によれば、地震に

よる家屋等の瓦礫の発生量（発生量原単位と呼

ぶ）は、木造 0.6t/m

、重量で400トンとなる。 

2、非木造 1.0t/m2、火災によ

る焼失 0.23t/m2

{(全壊棟数)＋(半壊棟数)/2＋(焼失棟数)}

×(1棟当り床面積)×(面積当りがれき重量)、 

と見積もられ、発生量は、 

で計算される。 

これに従えば、地震時においては木造の場合

1棟当り 60トン、非木造の場合 1棟当り 100ト
ンの瓦礫量となる。 

一方、水害の場合には、全壊 12.9t/世帯、大

規模半壊 9.8t/世帯、半壊 6.5t/世帯、一部損壊

2.5t/世帯、床上浸水 4.6t/世帯、床下浸水 0.62t/
世帯といった発生量原単位が用いられている3)

 このように、自然物を起源とする災害廃棄物

は、被災家屋その物の瓦礫と同程度かそれを遥

かに上回る量が発生することが十分考えられる。 
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写真-3 土砂や樹木からなる災害廃棄物（H21山口県

豪雨災害） 

 

一方、何らかの理由で復旧・復興が遅れたり、

今後人が住まない状況となるなど、土砂等に埋

まったままの被災物もある。 

 こうした被災物は、八村他4)

①家屋などが長期間放置されれば、徐々に風化

腐敗・腐食が進行していく。この結果、重金

属類や石油化合物などによる複合的汚染の発

生源となることが懸念される。 

が以下のような

可能性を指摘している。 

②土石流や土砂崩壊によって破壊、流下、堆積

した植物や生活品についても、空気が遮断さ

れた放置条件下では、嫌気的腐敗を起こすこ

ととなり、火災やガス中毒の原因となる有害

な硫化水素ガス等が発生することも懸念され

る。 

 しかし、自然物を起源とする土砂や樹木など

の災害廃棄物が、どの程度環境に影響を及ぼす

のかは、現状わかっていない。雲仙普賢岳での

 

 



調査でも、火山活動後 10年程度では有害な重金

属等は検出されていないことが示されており、

より長期に考える必要があるのかもしれない5)

３．３．災害時の処理・処分施設 

。

いずれにしろ、今後は、こうした自然物を起源

とする災害廃棄物にも目を向ける必要があろう。 

 災害廃棄物において、被災自治体の処理・処

分施設が稼動できるような状況であればよいが、

地震などの災害では、既設の処理・処分施設が

被害を受け、処理・処分できない場合もある。 

 こうした場合には、災害廃棄物への対応が低

下ないしは不可能となり、周辺自治体の協力は

不可欠となろう。しかし、大規模な地震などの

場合には、処理・処分施設の被害が広域に及ぶ

場合が考えられ、こうした施設の耐震化など、

災害に強いものにすることが望まれる。 

 処理・処分施設が写真-4に示すように被災し

た場合、復旧するまでの間、周辺自治体の協力

が必要となり、これまで多くの自治体が災害時

の協力を行ってきている。こうした広域の協力

体制では、ゴミの一時集積場（仮置き場）など

の中継点の確保、輸送経路の確保など、実際の

災害を想定して、事前の計画を立てておくこと

が重要なこととなる。 

 以上示したように、災害廃棄物の処理・処分

を考えるとき、こうした処理・処分施設のこと

も考慮に入れておく必要がある。 

 

４．災害廃棄物の処理・処分 

 ４．１．災害廃棄物の処理・処分フロー 

 災害廃棄物の処理・処分のフローは、いくつ

かの例が示されている（図-3）。 

図にも示されるように、大きくは、被災家屋

などから発生する解体廃棄物(解体系災害廃棄

物)と避難生活等に伴う生活系ごみと家財ごみ

を中心とした災害廃棄物(生活系災害廃棄物)と

があるが、基本的には通常の廃棄物処理と変わ

らない。ただし、大きな特徴として、その発生

量が短期間に膨大なものとなる点であり、この

処理のためには、阪神・淡路大震災以来指摘さ

れているように、災害廃棄物の仮置き場の設置

が重要となる。こうした仮置き場についても、

適地選定について、以下のような条件が必要で

あることが阪神・淡路大震災を教訓に述べられ

ている6)

(1) 10t 級ダンプ車両の進入が可能であるこ

と（できれば複数ルートが取れること） 

。 

(2) 地盤の良いところ1

(3) 住居地域からなるべく離れていること 

 

(4) できれば通常時の搬入ルートに近いこと 

(5) 協定等による重機・車両の確保 

(6) 発火・臭気・埃・衛生対策を考慮してお

くこと 

 以上のような処理・処分のフローを念頭にお

                                                
1 原著では、「液状化現象への対応」となっている

が、後述するように液状化以外にも各種の環境リ

スクへの対応が必要であるため“地盤の良いとこ

ろ”との表現とした。 

写真-4 焼却処理施設の破損した煙突（H20新潟県

中越沖地震） 

 

図-3 災害廃棄物の処理・処分のフロー図 



き、仮置き場の設置を検討することも、災害廃

棄物の適切な処理･処分を考えていく上で重要

なこととなる。 

４．２．災害廃棄物の最終処分 

 災害廃棄物では、焼却処理できないゴミが通

常よりも多くなる。避難生活に伴い、飲料用の

缶やペットボトルの増加、調理用の携帯ガスボ

ンベ及びコンロの増加、プラスチック系の容器

類の増加などにより、不燃ゴミが増加するとと

もに、避難所で使用した寝具類や被災家屋内の

整理で発生する家具類などの粗大ゴミも増加す

ると思われる。 

 これらの不燃・粗大ゴミは、処理されずに直

接埋立処分（焼却処理など何らかの処理をせず

に排出時の状態のまま埋め立てること）される

ものが多くなる。 

 例えば、H17 福岡県西方沖地震7)

 このような不燃・粗大ゴミの多くは、直接埋

立(図中のDirectly landfill)となる場合が見られ、

仮に図-4の災害廃棄物量(図中のDisaster waste)
がすべて直接埋立されてしまったと仮定すれば、

通常の直接埋立量の 2倍以上の直接埋立が行わ

れたことになり、処分場の残余量を大きく減ら

すことが懸念され、その対応策が必要と思われ

る。 

では、発生

後数週間で、焼却処理されたものは通常の処理

量の 2%程度増しでしかなかったが、埋立処分

されたものは、通常の処分量の2.56倍であった。

これは、長岡市同様に不燃・粗大ゴミが通常よ

りも多く発生したためであると考えられる。こ

の年の最終的な災害廃棄物の埋立処分量は、図

-4に示すように、通常のゴミに対して約 2.5 割

増しとなった。 

４．３．災害廃棄物の環境汚染

 災害後に発生する廃棄物の種類としては、震

災・水害を問わず被災家屋からの可燃物（木材、

畳等）、不燃物（コンクリート、断熱材、金属等）、

家電製品（ＴＶ、冷蔵庫等）、及び生活廃棄物（生

ごみ、プラスチック製品等）などがある。 

8) 

有機物を含む災害廃棄物（生ごみや木材・畳

など）が収集・保管され嫌気的な環境を形成す

れば、嫌気的腐敗が生じ、硫化水素やメタンガ

スなどが発生し、発熱・発火の原因となる。ま

た、水溶性の揮発性有機酸が発生しやすくなり

BODが高くなるため、仮置き場においても水処

理を行う必要がある場合も起き、たんぱく質分

が分解されれば硫黄系の悪臭が生じる。さらに、

不完全燃焼状態となればダイオキシン類などが

発生し、大気汚染などにつながる場合も考えら

れる。 

一方、腐敗等による衛生被害も生じる可能性

があり、水害時にはこのリスクが高くなると考

えられる。水害の場合には、水が大きく関与し、

悪臭や硫化水素等の有害ガス、ハエ等の衛生害

虫の発生を招くといったリスクが高くなると考

えられる。 

 また、鉛などの重金属等を含む廃棄物が風雨

に曝されれば溶出が起こり、土壌・地表水・地

下水の汚染が生じる可能性もある。これら重金

属等を含む廃棄物は、家屋を解体して発生する

廃材などにも含まれていることがある。さらに、

ダイオキシン類や揮発性有機化合物（VOC）を

含む廃棄物も重金属等と同様な汚染を招く可能

性がある。 

近年、災害廃棄物の対策マニュアルなどは、

各地域で徐々に整備されつつあるものの、災害

廃棄物の仮置き場の選定や設置にあたっては、

その場の耐汚染性能（地形・地質構造からくる

自然バリアの存在、地盤の安定性、地下水利用

の状況など）や代替人工バリアを考慮した処理

計画は具体的に検討されておらず、災害後の適

図-4 最終埋立処分量の推移と福岡県西方沖地震

による災害廃棄物量 7) 
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正な処理に不安を残している。2007年に JAPIC
が、首都圏の大規模災害による廃棄物を 2年以

内に処理・処分する計画を提言しているが、具

体的な仮置き場の位置選定・設置に関する留意

点や、仮置き～最終処分の期間や処分後の環境

リスク対応などについてまでは検討が進んでい

ない。 

現状の知見では、災害廃棄物の環境汚染リス

クを低減させる上で、以下のような点を考慮す

る必要がある。 

① 地形的・地質的に安定な場の選定、 

② 降雨の遮断、地盤汚染を防止するための上

面・下面の遮水シート等の設置、 

③ 飛散を防止するための飛散防止フェンス(ネ

ット)等の設置や散水の実施等、 

④ 場内から発生する汚水を処理するための水

処理設備等の設置、 

⑤ 仮置き場管理時の適切なモニタリング、閉鎖

時の周辺環境調査・確認、汚染時の復旧対策

の実施。 

これまでの災害では、シートやアスファルト

を敷設して人工的に難透水の場を設けたり、地

形・地質的に難透水のシルト岩の分布する場を

選定したり、土壌への有害物質の浸透を防ぐ方

策を講じたケースも見られたが、地面に直接廃

棄物が置かれたケースも見られた。 

一方、過去の災害を経験した自治体へのアン

ケート調査によれば、仮置き場の環境リスクへ

の対応として、騒音対策、飛散防止ネットによ

る大気汚染対策、汚濁水の浸透防止用シートに

よる水質汚濁対策、消臭剤散布による悪臭対策

などを考えている（実施した）自治体は多いが、

水処理施設の設置までを挙げた自治体は少ない。 

 

５．おわりに 

日本ではここ 15年程度で、全壊・半壊の家屋

が 1000棟以上の災害だけでも 10回ほど起きて

いる。これらの災害で被害にあった家屋などか

らは、各種の廃棄物（災害廃棄物）が数万トン

以上生じたことが報告されている。 

災害後の膨大な量の災害廃棄物の処理では、

処分を優先するあまり、最終処分場への直接埋

立が行われた例があるが、それにより処分場の

残余容量を大きく低減させるなど、後の廃棄物

処分に影響を及ぼすことも考えられる。災害が

想定される地域では、廃棄物の適正な処理・処

分を行い二次災害や災害後の処分場の不適正化

を防ぐように、あらかじめ復旧プロセスを想定

したシナリオを考えておくことが重要となる。 

 

謝辞：本論に掲載した写真の一部は環境地質㈱

の稲垣秀樹博士により撮影されたものである。
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産廃処理業界における処理支援 

社団法人全国産業廃棄物連合会 
 香川 智紀 

１．はじめに 

産業廃棄物処理業界は、廃棄物の処理・処

分に必要な資機材、技術、経験等を有してお

り、大量に発生した災害廃棄物を迅速かつ適

正に処理するなど、自治体が行う災害廃棄物

の処理の支援に向けて果たすべき役割は非常

に大きいと考えられる。 

社団法人全国産業廃棄物連合会（以下、「連

合会」という。）では、平成 13 年度から数回

にわたり産業廃棄物協会（以下、「協会」とい

う。）における災害廃棄物処理の支援実績及び

支援体制構築に向けた取り組み状況を調査し

てきた。この結果をもとに「災害廃棄物処理

体制検討委員会」において検討を重ね、平成

16 年 9 月に「災害廃棄物処理体制構築マニュ

アル（以下、「マニュアル」という。）」を策定

した。本マニュアルは、協会が災害廃棄物処

理支援体制の構築を進めるうえで、自治体に

予め確認や調整が必要な事項等を過去の事例

をもとに整理したものである。 

最近の調査結果では、過去に全国で発生し

た災害のうち 32 の災害において、21 協会が

処理を支援した実績があると回答している。

また、平成 20 年度末の時点で、42 の協会が

地元自治体と支援協定を締結している。 

ちなみに、連合会とは産業廃棄物処理業者

を中心として組織された協会を会員とする公

益法人である。傘下の処理業者数は 15,887 社

（平成 21 年 7 月現在）である。 

 
２．災害廃棄物処理支援の事例 

協会が処理を支援した実績のうち、水害と

震災の事例を紹介する。なお、本稿では都道

府県を単に「県」という。 

（１) 水害 

ここでは、台風による河川の氾濫、浸水、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 図-1 災害廃棄物処理フロー（水害） 

 

土砂災害に伴い発生した災害廃棄物の処理支

援の状況を整理した。災害廃棄物は、県全体

で約 31,000 トン、処理の支援を行った被災自

治体で約 5，700 トンであった。 

①処理フロー 

災害廃棄物の処理フローは図-1の通りであ

る。 

被災自治体では、当初は、平常時と同様に

燃える廃棄物と燃えない廃棄物を分別して排

出するように公報した。しかし、分別排出で

きる状況ではなかったことから混合状態での

排出を認め、被災地から混合状態で収集し、

一次集積所まで運搬した。一次集積所から二

次集積所へ異動させるための積込時に大まか

に分別し、二次集積所で選別作業を行った。 

産業廃棄物は自己処理を原則としたが、一

部には事業所から排出されたと考えられる廃

棄物等も含まれていた。しかし、厳密に判定

することは困難であるため、それらもまとめ

て処理せざるを得なかった。 

集積所への搬入量は、搬入車両の大きさや

台数等で大まかに把握した。マニフェストは

使用していない。 
②支援依頼の流れ 

協会への支援依頼の流れは図-2の通りであ

る。 

被災自治体のうち、特に被害が大きく災害 

体制 
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図-3 作業体制（水害） 

 

廃棄物の処理を自ら行える状況にない自治体

や、被害は小さいものの通常の収集業務を行

わなければならないため車両、人員が不足し

た自治体から、県に支援要請があった。協会

には、被災 3 日後に県から電話で支援要請が

あり、数日後に改めてファックスが送信され

てきた。 
当初、被災自治体からは「できるだけ多く」

という漠然とした依頼が寄せられた。概算の

数量が明確にならないと調整が不可能である

ため、被災自治体に対し派遣が必要な地区数

等を根拠に、必要な車両台数や作業人数の算

出を依頼した。県ではこの数値をもとに協力

団体に作業の割り振りを行った(図-2)。 
被害が大きい被災自治体では、被害状況の

把握に時間を要し、どこにどれ程の応援が必

要かを把握することが困難となり、支援要請

までに時間を要した。また、自治体間では平

常時から応援態勢の準備が進められていたが、

被害が休日であったため体制整備が遅れた。

さらに、排出量も多く自治体間の協力だけで

は対応不可能な状況となった。 
③作業体制 

協会は、発生場所から二次集積所までの収

集運搬業務について支援を行った。当初 2 日

間は、協会に支援を申し出た処理業者を中心

として出動台数を確保した。その後は全会員

業者に協力を募った。 

協会から県に対し、翌日に出動可能な車両

台数、人数等を報告し、県から翌日の配車計 

画が示された。出動可能な車両台数が要請台

数を上回る場合には、会員業者間での公平性

に考慮して協会が調整した。協会では現場で

の作業効率を考慮して、可能な限り同一業者

を同一場所に派遣するようにした。 

一次集積所から二次集積所への運搬は、協

会から会員企業に協力を要請し、その回答を

元に会員業者を調整した。全体の作業体制は

図-3の通りである。 

時期が 10 月下旬だったため、害虫の発生も

なく、集積所から出れば悪臭も感じない程度

であった。但し、集積所に使用した場所は事

後に消毒や表土の入れ替えを行った。 

支援台数は、発生場所から集積所への収集

運搬は、合計 229 台、363 名、集積所から処

理処分施設への運搬は 1252 台であった。 
（２）震災 

ここでは、大規模な地震に伴い発生した災

害廃棄物の処理支援の状況を整理した。災害

廃棄物は、県全体で約 55 万トン、処理の支

援を行った被災自治体で約 28 万トンと推計

されている。 
①処理フロー 

全体の処理フローは図-4の通りである。 

廃棄物は、災害廃棄物、がれき、解体廃棄物

の三種類に分けて処理した。このうち災害廃

棄物は、燃やす廃棄物、燃やさない廃棄物、 

県 会員

支援依頼

回答・報告

調整

支援

被災市 産廃協会

県内市町村等県外市

 

支援可能内容提出
（毎日）

協力業者→集合場所に集合

市職員→業者を各班に割り振り

集合場所（朝）

FAX

発生場所

集積所

集合場所（夕方）

作業状況を報告

解散

場合により市職員が先導

作業を実施

協
会

市職員

協力業者

集合場所
・時間等連絡

FAX
県

 

図-2 支援依頼の流れ（水害） 
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燃やすごみ
燃やさないごみ

粗大ごみ

家屋解体廃棄物

瓦・塀 等

収集・運搬
埋立処分

分別・破砕

集積所

分別・破砕

集積所

焼却処理

産廃協会
自治体
民間委託

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

収集

運搬

資源化

埋立処分

焼却処理

資源化

埋立処分  

図-4 災害廃棄物処理フロー（震災） 

県

支部

支部 会員会員

会員会員

支援依頼

回答・報告

調整

支援

被災市

産廃協会

 

図 5 支援依頼の流れ（震災） 

支援可能内容提出

協力業者→集合場所に集合

市職員→各業者に担当場所を割振り

集合場所（朝）

FAX

発生場所

最終処分場

集合場所（夕方）

作業状況を報告

解散

各業者は割振られた住所

を探し、作業を実施

協
会

市職員

協力業者集合場所
・時間等連絡

 

図 6 作業体制（震災） 

 

粗大廃棄物の三種類に分けて市が直接収集し

たほか、支援に来た県内外の市町村、一部事

務組合及び業界団体等に依頼した。 

がれきは、協会に依頼して発生場所から処

分場まで運搬した。解体廃棄物は、解体現場

で分別した廃棄物を集積所で破砕、分別し、

廃棄物の種類ごとに分けて、市内及び県内の

中間処理施設及び最終処分場で処理した。な

お、建設リサイクル法は適用外としたが、マ

ニフェストは使用した。 

集積所の管理は民間企業に委託し、便乗投

棄を防止するために集積所への自己搬入は禁

止した。 
②支援依頼の流れ 

当初は被災自治体及び平常時の委託業者が

収集していたが、収集しきれない廃棄物が山

積みにされたため、県を通じて協会に支援要

請があった。 

協会では被災自治体に近い支部に優先して支

援可能な内容を照会した。支部は協力可能な

車両台数等を会員に確認し、協会に返答した。

数量が不足している場合は、協会が別の支部

に照会し、必要な台数が確保できた時点で県

及び被災自治体にファックスで報告した。協

力が決定した業者には集合時間、場所等を協

会からファックスで連絡した。支援依頼の流

れを整理すると図-5の通りとなる。 
③作業体制 

作業体制は図-6に示すとおりである。 
協会は、がれきの収集運搬について支援を

行った。電話受付による各戸収集を基本とし、

依頼のあった住所を協力業者が探して収集し、

集積所へ運搬した。協力業者には車両 1 台に

つき 1～2 名の作業員を付けるように依頼し

た。 

被災当初の 10 日間程度は県内全域の業者

に、それ以降は依頼件数が減少してきたため

被災地域近郊の業者に依頼した。がれき類の

収集にはマニフェストは使用していない。協

力業者は 36 社、延べ 270 台であった。 
 

３．協力・支援時の留意事項 

前述したマニュアルに記載した情報は、協

会に災害廃棄物の処理の支援を要請した自治

体や支援の経験を持つ協会を対象にした調査

を元に整理したものである。 
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ここでは、協会が処理支援体制の構築に向

けて検討を進める上で、処理主体である自治

体に予め確認しておく必要のある事項、法令

上の留意事項などについて、過去の事例を元

に整理した。 

これらの内容は、災害の規模、被害の程度

により対応が異なることも想定されるため、

平常時に詳細な対応方針を決定しておくこと

は難しい。平常時から自治体と協会が共通認

識を持つとともに、災害発生時には自治体に

確認し、指示を受ける必要がある。 

（１）災害廃棄物の取扱い 

①災害廃棄物の範囲 

災害対策基本法では、災害に伴って発生す

る廃棄物の処理責任は被災市町村とされてい

るほか、廃棄物処理法において産業廃棄物と

して規定されていないため、一般廃棄物と解

釈される。しかし、災害廃棄物は廃棄物処理

法では明確に定義されておらず、国の指針（震

災廃棄物対策指針、水害廃棄物対策指針）で

廃棄物の種類が定義されている。 

過去の調査では、“一廃・産廃を厳密に区別

した場合、迅速かつ適正な処理が困難”、“自

治体に処理責任があるので、基本的には一廃

として扱う”との意見が多い。一方、倒壊し

た道路や鉄道等の公共インフラ施設は、事業

管理者の責任で産業廃棄物として処理されて

いる。 

災害廃棄物の処理支援時には、被災自治体

への支援活動に支障がないように、留意事項

について事前に整理、検討の上、自治体と共

通認識を持っておく必要がある。また、平常

時に確認が困難な事項は、災害発生後に自治

体に確認して指示を受ける必要がある。 

②各種リサイクル法の取扱い 

環境省の通知では、災害により廃棄物とな

った特定家庭用機器（廃家電）は、家電リサ

イクル法に基づき製造事業者等に引き渡すか、

廃掃法に定める廃棄物処理基準に従って処理

することとされている。それを市町村が代行

した場合は国庫補助対象ともなる。 

一方、家屋の解体に伴うがれきや、パソコ

ン、廃自動車等は、基本的には排出者の処理

責任となっている。 

過去の事例では、多くの場合、廃家電の収

集運搬、製造業者への引き渡し、料金の支払

いは自治体が代行し、処理費用は災害廃棄物

処理事業として国庫補助対象となっている。 

したがって、処理支援時にはこれらの取扱

い方法は被災自治体の判断に従う必要がある。 

（２）許可の取扱い 

①処理業の許可の取扱い 

自治体からの委託であれば、一般廃棄物処

理業の許可を持たない業者でも委託基準を満

たせば受託することができる。また、他県に

おいて災害廃棄物を処理する場合、自治体か

らの委託であれば処理業の許可は不要である

が、被災自治体から処理施設のある自治体へ

の通知が必要となる。 

過去の事例では、委託業者が一般廃棄物収

集運搬業の許可を持たない場合でも、許可は

不要と判断された事例が多い。 

これらのことから、実際の処理支援にあた

っては、被災自治体からの委託であれば一般

廃棄物処理業の許可を持たない業者でも、委

託の基準を満たせば受託できることを確認し

ておく必要がある。また、県をまたぐ広域処

理の際の許可等の取扱いについては、平常時

から行政側で検討しておく必要がある。 

②施設の許可の取扱い 

災害廃棄物を一般廃棄物とみなす場合には、

一般廃棄物の施設設置許可が必要となる。一

方、産業廃棄物処理施設の場合は、県への届

出により一般廃棄物処理施設の設置居が賀不

要で一般廃棄物の処理が可能となる。 

過去の事例では、産業廃棄物処理施設の設

置許可しか持たない施設であっても、県への

届出により一般廃棄物（災害廃棄物に限る）

の許可を取得した事例がある。 

したがって、産業廃棄物処理施設での一般
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廃棄物の受け入れ事務手続きの迅速化につい

て協議しておく必要がある。 

（３）マニフェストの取扱い 

マニフェストは、災害廃棄物を産業廃棄物

とみなす場合には必要であり、一般廃棄物と

みなす場合には不要である。 

多くの事例では一般廃棄物として処理して

いるため、マニフェストは使用されていない。

しかし、解体廃棄物は平常時には産業廃棄物

として処理されるためマニフェストを使用し

た事例がある。この場合、処理実績（品目、

数量等）の確認や自治体への報告等、管理面

から効果があったと評価されている。 

また、産業廃棄物処理業者はマニフェスト

を使い慣れていることもあり、適正処理の確

保や処理実績の確認のための手段として、マ

ニフェストの使用を自治体に提案することも

有効である。 

（４）委託契約の取扱い 

①自治体との契約形態 

廃棄物処理法では、市町村による一般廃棄

物処理の委託基準として、受託者は“受託業

務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的

基礎を有し”、“自ら受託業務を実施”する

必要があるとされているため、これらに該当

しない業者には委託することができない。 

しかし、自治体が各業者と個別に契約する

場合には、事務手続きが煩雑になる。 

過去の事例では様々な契約形態が取られて

いた。事務手続きを簡略化するために協会と

一括契約を締結した事例、会員企業の数社が

名義人として大兵で契約した事例、協会が自

治体側の窓口を代行し、会員企業と締結した

事例などである。 

災害廃棄物処理の受託者が他社に処理を割

り振ることは、“自ら受託業務を実施”する

こととはいえないため、再委託の問題も含め、

契約形態と廃棄物処理法との整合性について

自治体の判断を仰ぐ必要がある。 

②処理料金 

支援業務の全てが有償であった事例も多い

が、初期の強力活動は無償で後半は有償、支

援業務が少なかったため全て無償等、様々な

事例がある。 

また、処理料金については、自治体に処理

料金の積算材料がないため業者毎に料金が異

なった事例や、平常時の産業廃棄物の収集運

搬料金を目安に単価を設定した事例などがあ

る。 

事前に、協力・支援活動の無償・有償の範

囲を決定することは困難ではあるが、平常時

に自治体と協議を進めておく必要はある。特

に初動時の無償協力が可能な範囲等について

は、十分に協議しておくことが重要である。 

また処理料金も自治体に不信感を抱かれる

ことが内容に、協会の中で積算根拠を明確化

し、説明できるようにしておく必要がある。 

４．作業上の留意事項 

前述したマニュアルの内容のうち、実際に

処理を行う上で留意する必要がある項目を整

理した。 

（１）災害廃棄物の種類 

発生する災害廃棄物の種類は、災害の種類

により異なる。 

震災の場合は、倒壊・消失した建築物の解

体に伴うがれき類やコンクリート殻、廃木材、

瓦、ガラス、サッシ等金属類や家財道具や家

電製品などが発生する。水害の場合には、浸

水した家財道具や家電製品、畳、衣類など、

漂着した流木や土砂などが発生する。 

（２）収集・運搬時の留意事項 

被災地域では、交通網の一部寸断、応援車

両による交通渋滞、各家庭からの廃棄物の排

出等が発生し、道路が利用できない状態とな

り、収集運搬効率が悪化する。 

これらについて処理業界が根本的な対策を

講じることは不可能であるため、そのような

状況の中で如何に収集・運搬の効率化を図っ

ていくかが極めて重要である。 

過去の事例では、緊急車両マークの配布な
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どがあるが、効率的な廃棄物の積載や飛散防

止対策等、当業界が持つ経験等が活用できる。 

（３）仮置場での留意事項 

大量に発生する災害廃棄物は仮置場で一次

保管することが多い。一般的に臨海部の自治

体では広い土地の確保が可能であるが、内陸

部は狭い土地に分散される場合が多い。地域

内の民有地を利用した事例、断られた事例も

ある。 

近隣住民への配慮や理解を得ることが前提

ではあるが、処理業者が所有する施設の利用、

特に最終処分場などの利用の可能性について

も検討しておく必要がある。 

災害廃棄物は混合された状態で仮置場へ搬

入され、仮置場において選別作業を行う事例

が多い。高く積み上げた場合や長期間仮置き

した場合には、有機物の分解が進み、温度が

上昇し自然発火の危険性が増す。また水分を

多く含んだ廃棄物は腐敗や臭気が発生するた

め、消毒や消臭など衛生面の配慮も必要とな

る。 

仮置場では廃棄物の取扱いになれていない

作業員が作業をするため、選別の不徹底や搬

出及び運搬時の廃棄物の飛散等の問題が生じ

た事例が多い。 

仮置場においては、分別の徹底、搬入時の

管理・チェック体制の確認などが極めて重要

である。したがって資機材、運転手、重機オ

ペレーターだけでなく、日頃から廃棄物の取

扱いを行い、処理方法法を熟知している人材

が必要である。これらの観点からは当業界の

知識、経験を最大限活用することができる。

（４）処理・処分時の留意点 

水に浸かった廃棄物は非常に重く、焼却の

前処理として乾燥が必要となる。また、プラ

スチックが含まれた畳の処理、冷蔵庫等から

のフロン回収、土砂や金属の混入による破砕

機の損傷等、適正な処理やリサイクルが困難

となった事例が多い。 

これらの処理を円滑に進めるためには、仮

置場から搬出する廃棄物を、その後の処理方

法に適した状態にすることが重要である。

（５）その他の留意事項 

非常時に紛れ、災害廃棄物以外の廃棄物や

産業廃棄物が排出された事例が多い。中には

ガスが充填されたままのボンベ類の排出、化

学工場から薬品類が流出した事例もある。 

また、収集日や排出方法について自治体か

ら住民への周知が徹底されず、排出者から自

治体だけでなく支援を行っている作業員に多

数の苦情が寄せられた事例も多い。 

災害時の廃棄物の排出方法、処理方法など

について、平常時から住民等に周知しておく

ことが重要である。 

 

５．おわりに 

連合会では、災害廃棄物の処理支援体制の

構築に向けて、定期的に協会の取組状況を調

査している。また、実際に災害廃棄物の処理

を支援した事例について、具体的な内容やそ

の際の課題を協会間で情報共有するために、

不定期ではあるが協会を対象とした連絡会議

も開催している。 

産業廃棄物処理業界に対する世の中の評価

は相当厳しいものではあるが、世間から信頼

される業界となるためにも、協会において、

可能な限り早急に災害廃棄物処理支援体制の

構築に向けた検討を進め、その進捗状況の確

認や情報の共有化を進めていく必要があると

考えている。 

 



災害廃棄物の発生量と処理の特徴 

 
兵庫県農政環境部環境管理局 

築谷 尚嗣 
 

１．はじめに 

 兵庫県では、平成 21年 8月 9～10日にかけ、

台風 9 号による豪雨災害の被害を受けた。阪

神・淡路大震災、平成 16 年台風 23 号による

豪雨災害に次いで、この 15 年間で 3 回目とな

る災害であり、9 月半ばの時点で仮置場に集

積した廃棄物を分別・破砕し、順次、他市町

等の協力を得ながら処理を進めている段階で

ある。 

 災害発生時の一番の課題が、廃棄物発生量

がどれくらいになるかであり、処理計画の策

定にあたり最も重要なことである。本稿では、

それぞれの災害時の廃棄物発生量とその処理

の特徴等について記載する。 

 

２．阪神・淡路大震災 

(1) 廃棄物発生量 

 平成 7 年 1 月 17 日に発生した震度 6 から 7
の大地震により、多数の家屋が倒壊し、膨大

な量のがれき処理が必要となった。従来、災

害廃棄物の国庫補助として、市町が行う収

集・運搬・処分についての補助制度（補助率

1/2）はあったが、大震災による被害は甚大で、

社会的経済的影響は極めて大きいため、迅速

な復興が進められるよう特例的に損壊家屋の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体も含めて国庫補助事業として実施できる

こととなった。 

 災害救助法適用の 10 市 10 町により解体さ

れた損壊家屋は 108,126 棟1)であり、全壊家屋

数（104,004 棟）を若干上回る数であった。市

町の災害廃棄物処理事業により処理した量は

1,430 万ｔと膨大な量にのぼり、当時の兵庫県

の一般廃棄物排出量の約 6 年分に相当する

（道路・鉄道等の公共公益系は約 550 万ｔで

あり、これを加えると約 8 年分）。発生した廃

棄物には、落下した瓦や倒壊したブロック塀

など解体を伴わないものも含まれているが、

大部分は損壊家屋の解体によるものであり、7
割強を占めていた。また、家屋解体により発

生する廃棄物の原単位を、建築物に使用する

材料についての資料より、木造家屋の場合、

可燃物 0.179ｔ／m2、不燃物 0.392ｔ／m2と見

込んでいたが、実際は家具等も加わるため、

木造で可燃物 0.194ｔ／m2、不燃物 0.502ｔ／

m2、鉄筋コンクリート造で可燃物 0.120ｔ／

m2、不燃物 0.987ｔ／m2であった2)。木造解体

家屋の平均面積は 108 m2

(2) 処理の特徴 

であり、一棟当たり

75ｔの廃棄物が発生している。 

 廃棄物総排出量の内訳は、可燃物 271 万ｔ、

不燃物 1,159 万ｔであり、不燃物が 81%を占

めている。 

その処理の特徴としては、可燃物の処理（表

-1）に苦労したことであり、仮設炉による処

理が最も多く 34.3%となっている。JR 貨物に

より横浜市、川崎市、埼玉県東部清掃組合ま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表－１ 可燃物の処理内訳 （単位：千 ｔ）   

  再 生 焼           却 埋     立 
合 

計 
区 分 木くずの 地域内処理（自己処理） 市町処理委託 業者処理委託 市町

処分場 

業者処理委託 

  ﾘｻｲｸﾙ 既設炉 仮設炉 野焼き 県内 県外 県内 県外 県内 県外 

処理量 87 182 931 557 23 75 84 169 390 68 147 2,713  

比率(％) 3.2 6.7 34.3 20.5 0.8 2.8 3.1 6.2 14.4 2.5 5.4 100.0  

  焼却小計 2,021(74.4％）    埋立小計 605(22.3％） 

 
 

(阪神・淡路大震災と２度の水害) 

 



 

 

 

 

 

 

 

で運搬し、焼却処理の協力をいただいた事例

もあり、県外での処理は 14.4%であった。ま

た、やむにやまれず、一部は野焼きにより処

理している。 

 不燃物の処理（表-2）については、海面埋

立用材としての利用（37.9%）や市町の処分

場、大阪湾広域臨海環境整備センターの海面

埋立処分場（大阪湾フェニックス計画）での

処分比率が高く、9 割以上を圏域内で処理し

ている。 

 処理が終了したのは、川西市、三木市、淡

路 1市 10町で平成 8年 3月、尼崎市、伊丹市、

宝塚市で平成 9 年 3 月、神戸市、西宮市、芦

屋市、明石市で平成 10 年 3 月であり、被害の

大きかった市、家屋解体に時間を要した市で

は、3 年余りを要している。 
 

３．平成 16年台風 23号 

(1) 廃棄物発生量 

 平成 16年 10月 20日、台風 23号が襲来し、

兵庫県北部の但馬地域、南部の淡路地域を中

心に豪雨災害による大きな被害を受けた。期

間降雨量は 300mm前後にのぼり、約 2 万棟に

被害があり、5 市 13町（被災時）に災害救助

法が適用された。この台風により 67,391ｔの

災害廃棄物が発生した3)

 多い市町では、１～1.2年分の一般廃棄物 

。 

に相当する量であった。 

(2) 処理の特徴 

 水害廃棄物は、畳、家具、木くずなど可燃

物が中心であり、68%を占めており（表-3）、   

焼却処理が課題となった。まず、県内の阪神、 

播磨地域の市町に応援を依頼し、一部の市町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

では民間業者への処理委託を行ったが、なお 

不足が見込まれたため、大阪府に応援要請を 

行った。その結果、大阪府の市・事務組合の 

協力が得られることとなり、12,626ｔが焼却 

された。地域ごとの発生量と処理先は、表-4

のとおりである。 

 また、家電リサイクル法の施行に伴い、災

害時もリサイクルが基本とされ、可能な限り

リサイクルすることとした。4,588 台の家電が

リサイクルされ、多い市町では床上浸水以上

の被害の棟数当たり 3～5 台が発生している。

なお、リサイクル料金も災害廃棄物処理事業

の国庫補助対象となっている。 

 災害廃棄物量の多かった豊岡市（25,502ｔ）

の処理が完了したのは平成 17 年 5 月 30 日で

7 か月を要した。（他の 4 市 13 町では同年 3 

        再         生          埋             立     

区 分 海面埋立 路盤材 金属ﾘ 小計 市町 フェニック  業者処理委託 小計 合 計 

  用材 嵩上げ材 ｻｲｸﾙ   処分場 ス処分場 県内 県外     

処理量 4,393 832 98 5,323 2,741 1,964 511 1,046 6,262  11,585 

比率（％） 37.9 7.2 0.8 45.9 23.7 17.0  4.4 9.0  54.1  100.0  

 

         表-3 水害廃棄物の内訳（単位：ｔ） 

可燃粗大 畳 可燃 不燃 家電 計 

   4,875  2,238  38,645  21,286   347  67,391 

    7.2%  3.3%  57.3％   31.6%   0.5% ←比率 

 注：混合ごみ 12,865ｔを可燃 50%、不燃 50%として推計 

 

 表-4 地域別災害廃棄物発生量と処理先  （単位：ｔ）                            

地 域 発生量 処理先（民間以外は市町への委託）      

   

              

               

   

              

地域内 県 内 大阪府 民 間 

但馬  38,280  10,209  11,996  12,626   3,449 

北播磨   8,631    567      0      0   8,064 

丹波   1,817   1,000      0      0    817 

淡路  18,663   1,371      0      0  17,292 

  合計  67,391  13,146  11,996  12,626  29,622 

 

表-2 不燃物の処理内訳 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月末までに処理が完了）この水害後、兵庫県

地域防災計画4)

(3) 水害廃棄物発生量の推計手法 

では、「市町は、あらかじめ災

害廃棄物の処理計画を定めておくとともに、

平常時から仮置場候補地のリストアップ、仮

置場における分別・処理の運営体制について

検討しておくこと。水害ごみの分別について

は、少なくとも可燃、不燃、粗大、畳、家電

の 5 分別に努めること。」等と定めている。 

 廃棄物発生量の把握には、仮置場への搬入

車両台数からの推計、仮置場での受入廃棄物

の山の体積からの推計等の手法があるが、搬

入が概ね完了した段階での把握となる。豊岡

市の事例で、搬入車両台数では積載可能量に

対し、可燃ごみで 57%、不燃ごみで 19%、全

体を平均すれば 42%の積載重量であった。仮

置場のごみの山の比重（ｔ／ｍ3

財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機

構の「人と防災未来センター」では、平成 16
年に水害が発生し、災害救助法が適用された

48 市町村のアンケート調査を行い、その結果

を用いて被害世帯数をもとにした廃棄物発生

量の推計式を提案している（表-5）

）は、可燃ご

み 0.36、不燃ごみ 0.20、畳 0.35、家電 0.05、
全体平均で 0.30 であった。 

5)6)

 

。全壊

世帯から 12.9ｔ、床上浸水の世帯から 4.6ｔ、

床下浸水の世帯からは 0.62ｔのごみが出ると

いうように被害の程度による重み付けをした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計式である。この推計式を兵庫県内の事例

に適用し、推計値と実績値を比較すると、 

表-5 のとおり、被害の大きい市町（発生量

3,000ｔ超）では推計値は実績値の 0.78～1.14
となり、有効な手法である。一方、被害が小

さい場合（発生量 1,500ｔ以下）は過大な推計

になる傾向がある。また、7 日後の被害状況

による推計でも（世帯数データは調査中の市

町が多かったため棟数で計算）、発生量の約 6
～8 割が捕捉できており、早期の発生量推計

に役立つものである。 

 

４．平成 21年台風９号 

 平成 21 年 8 月 9～10 日にかけての台風 9
号による豪雨により、兵庫県西部の播磨地域、

北部の但馬地域で大きな被害を受けた。地点

によっては、時間 60～77mm の降雨が 2 時間

継続し、24 時間雨量が 300mm を超える集中

豪雨で、約 3 千棟に被害があり、2 市 1 町に

災害救助法が適用された。 

この台風により発生した災害廃棄物の市街

地や集落からの収集、仮置場への運搬は、県

内市町等の応援により8月26日までに概ね完

了し、現在、仮置場に集積した廃棄物を分別・

破砕し、順次、他市町の焼却処理等の協力を

得ながら処理を進めている。（写真-1、写真-2） 

その災害廃棄物の発生量は、災害救助法適

用の 2 市 1 町で約 27,000ｔ（9 月 18 日時点） 

表-5 発生量の推計式と推計値・実績値の比較 

 ごみ発生量（ｔ）＝（全壊世帯数）×12.9＋（大規模半壊世帯数）×9.8＋（半壊世帯数）×6.5 

＋（一部損壊世帯数）×2.5＋（床上浸水世帯数）×4.6＋（床下浸水世帯数）×0.62 

 実績値 12/8 推計値 比率 10/27 推計値 比率 （単位：ｔ） 

 豊岡市  25,502    29,179  1.14    20,892  0.82 12 月８日は世帯数で推計 

10 月 27 日は棟数で推計 

（世帯数は調査中が多い） 

 

出石町 10/27 は、全壊・半壊が調査中

（0 で推計） 

 日高町   5,781     4,493  0.78     3,096  0.54 

 出石町   3,408     2,762  0.81     1,477  0.43 

 西脇市   7,725     6,485  0.84     4,587  0.59 

 洲本市  15,966    15,984  1.00    11,692  0.73 

 津名町   1,100     2,105  1.91     1,873  1.70 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と見込んでいる。被害の大きい佐用町では約

23,000ｔと、2.8 年分の一般廃棄物に相当する

量である。この量は、あくまで現時点の推計

値であり、数値が確定するのは、処理完了後

となるが、表-5の推計式による発生量と比較

してみると、現在の見込み量は推計式の 2.4
倍となっている。その理由の一つに、この災

害では、集中豪雨の濁流に激しく洗われ、家

屋の損傷が激しく、解体を必要とする家屋が

多く出ると見込まれていることがあげられる。 

 また、今回の水害では町役場が床上浸水の

被害を受けたこともあり、被害状況の把握に

時間がかかっており、全壊棟数がほぼ把握で

きたのは、15 日後の 8 月 25 日であった。 

 廃棄物発生見込み量と平成 16 年の処理実

績から、今回は県内での処理が可能と考えて

いる。また、処理終了に 6 か月程度を要する

と見込んでいる。 

 処理の特徴については、処理完了後に整理

することとしているが、可燃、不燃の構成比

については、震災と平成 16 年水害の中間的な

ものになろう。 

５．おわりに 

 3 度の災害廃棄物処理を経験し、それぞれ

の災害ごとに処理の特徴は異なることを強く

感じている。 

 兵庫県では、平成 17 年 9 月以降、県と県内

の各市町及び関係事務組合で「兵庫県災害廃

棄物処理の相互応援に関する協定」を、また、

県と神戸市安全協力会、社団法人兵庫県産業

廃棄物協会、社団法人兵庫県水質保全センタ

ーとの間で「災害時の廃棄物処理に関する応

援協定」を締結しており、災害時の備えとし

ている。今回の災害においても協定は有効で

あった。 

 引き続き協定に基づき、県・市町間での情

報共有、災害廃棄物処理対策連絡会議での意

見交換等を行うことにより、災害発生時に速

やかに応援体制を構築できるよう努めていく。 
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写真-1 ごみ収集支援の状況 

 

 

 

 

 

写真-2 仮置場の状況（佐用町） 

 



 
 
阪神淡路大震災における 

 

 

神戸市環境局 

中道 民広 

 

今夏、兵庫県の山間部は、集中豪雨による

洪水に襲われ、尊い人命と貴重な財産が奪

われた。このように災害はいつ襲ってくる

かもしれず、一度災害が発生すれば、膨大

な災害廃棄物が発生する。ここでは、阪神

淡路大震災における災害廃棄物処理につ

いて述べる。 

 

１．阪神淡路大震災がもたらした被害 

1995年1月17日5時46分、阪神地域と淡路

島を襲った阪神淡路大震災は未曾有の被

害をもたらした。震源は淡路島北部、震源

の深さは16km、マグニチュードは7.3であ

った。震度は神戸市と洲本市で震度6を記

録し、一部地域では実地検分により震度7
が適用された。 

 この地震の特徴として以下の3点が上げ

られる 

①大都市を襲った直下型地震である。 

②観測史上最高の震度7を記録した。 

③一部地域では、横揺れを上回る縦揺れが

観測された。 

 大震災の人的被害は、死者6,434名、負傷

者43,792名にのぼった。被害を受けた家屋

は、全壊104,906棟、半壊144,274棟、一部

損壊390,506棟であった。被害は大阪府にも

及んだが、大部分が兵庫県、なかんずく神

戸市に甚大な被害をもたらした。 

家屋の被害としては、直接地震によるも

のに加え、神戸市内で直後に発生した火災

により全焼6,965棟、半焼80棟が発生した。 

 大震災によって市民権を得たことばの 

ひとつが「ライフライン」である。電気、 

写真-1 被災した東クリーンセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道等寸断されたライフラインの応急復

旧に要した日数を以下に記しておく。 

 電気  1月23日(7日間) 

 電話  1月31日(15日間) 

 水道  4月17日(91日間) 

 ガス  4月11日(85日間) 

 下水道 5月31日(135日間)  

 被災地では、17カ所の焼却施設が被害を

受けている。軽度なものでは漏水から、比

較的大きなものでは煙突の破損、炉内レン

ガの脱落、クレーンの脱輪などが認められ

た。被害の比較的大きい神戸市の5クリー

ンセンターの被害状況は、以下のとおりで

あった。 

 ごみクレーンのレールは、西クリーンセ

ンターと落合クリーンセンターでフック

ボルトが多数緩んでおり、締め増しが必要

であったが、全般的に被害の大きかった臨

海部の3クリーンセンターでは、クレーン

関係の被害はなかった。一方、外構関係は

逆に臨海部の3クリーンセンターで、液状

化現象により基礎杭を打っていない箇所

が50cm程度沈下し、建物と外構との接続部

がすべて破損した。   

 兵庫県内の被災地には23の最終処分場

が設置されていたが、幸いにも、その被害

は比較的軽度であった。貯留構造物や排水

処理施設、管理棟の倒壊などの重大な被害

は発生せず、すみやかに廃棄物の受け入れ 

が再開された。 

特 集 災害廃棄物 

災害廃棄物処理事業 
 
 
 



写真-2 東灘区の家庭系ごみ仮置き場 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 山間処分場では、排水処理施設の配管の

破断やガス抜き孔の転倒、道路舗装のクラ

ック程度であった。また、臨海部では、コ

ンクリート擁壁の目地部のずれが認めら

れたが、目地部の補修で対応できる範囲で

あった。 

 神戸市が設置している布施畑環境セン

ター及び淡河環境センターの2施設につい

ても、震災直後より供用を再開し、災害廃

棄物を受け入れた。 

 

２．し尿処理 

 震災当時、神戸市の水洗化率は、97%に

達していため、バキューム車は市街地5台、

郊外区19台のみであった。一方、神戸市内

の避難所は599カ所設置され、避難人数は2
26,899名にのぼったため、市民のトイレの

確保とし尿処理・メンテナンスが大きな問

題となった。 

 神戸市には仮設トイレの備蓄が皆無に

近い状況であったため、最大時3000基に達

した仮設トイレのほとんどを他都市、業界、

企業等からの支援に頼った。配置にあたっ

ては、当初は1人1日あたりの排出量を1.4L
とし、250人に1基（標準容量350L)の基準

で配置した。優先順位は、まず避難所、病

院、テント村とし、次いで駅、バスターミ

ナル、商店街とした。配置基準は、トイレ

の提供数の増大と避難者数の減少により、

1週間後には150人に1基、2月5日には75人

に1基の割合で配置することができるよう

になった。 

 

３．家庭系ゴミ処理 

 神戸市の震災時のごみ処理体系は、家庭

系一般廃棄物については、家庭ごみ（生ゴ

ミ類）は5箇所のクリーンセンターで焼却、

荒ごみ（粗大ごみ＋不燃ごみ）は2箇所の

環境センターに直接埋立、空き缶は分別回

収、であった。(現在は、燃えるごみ、燃

えないごみ、缶・瓶・ペット、カセットボ

ンベ・スプレー缶、大型ごみの5分別とな

っている。）一方、事業系一般廃棄物は、

可燃ごみと不燃ごみに分けて収集され、そ

れぞれクリーンセンターと環境センター

に運搬・処理されていた。 

 環境局の直営収集は、被害の比較的軽微

であった北区、西区では震災の翌日から再

開した。被害の大きい地域でも、1月20日
には一部再開し、21日は全区で収集を再開

した。しかし、ライフラインの復旧の遅れ

などにより、クリーンセンターの運転再開

が遅れたため、また、道路の寸断、交通渋

滞により効率的な収集・運搬が不可能にな

ったため、家庭系廃棄物用の仮置場を設置

した。仮置場では、パッカー車で収集され

たごみを仮置きし、ショベルカーで大型車

に積み込んだ後、当初は主として環境セン

ターに運搬した。収集にあたっては、衛生

面から家庭ごみを優先した。仮置場の状況

を写真-2に示す。冬季のため気温が低く、

腐敗がそれほど進行しなかったのが救い

であった。 

 家庭ごみの発生量は、1月は市外への避

難等の影響で減少したものの、それ以降は

横這い、ないし微減で推移した。 

 一方、荒ごみは、震災で破損した家具等

を排出するため、1月～3月は例年の2倍を

越え、特に2月は5倍を上回った。8月以降

徐々に減少したが、通年でも2倍を超えて

いる。 



 家庭ごみにも、瀬戸物、ガラス等の不燃

物が目立ち、クリーンセンターの残滓率は、

通常の2倍程度まで上昇した。  

 震災直後は、全クリーンセンターがライ

フラインの途絶等によって運転を休止し

ていたため、家庭ごみも環境センターに処

分していたが、1月23日より順次運転を再

開し、2月20日にはすべてのクリーンセン

ターが家庭ごみの焼却を再開した。西クリ

ーンセンターは、建替後の試運転を終えた

ところであり、大いに威力を発揮した。 

 焼却再開後もごみの混合排出により炉

内へ自転車や冷蔵庫等の異物が混合した

り、写真-3のようにクリンカーが異常に発

生するなど、焼却炉の停止に至るトラブル

が頻発した。 

 一方、荒ごみを搬入する環境センターに

は、災害廃棄物を運搬するダンプカーが殺

到し、最悪時は1日1往復しかできなかった

ため、収集効率を上げるため、直営車用の

搬入ルートを確保するなどの工夫が必要

であった。 

 

４．災害廃棄物の発生量 

 災害廃棄物の発生量について兵庫県は1
995年11月末には、住宅・建築物系と公共

公益施設系とに分けて推計し、合計2000万
トン、2110万m3と推計している。 

 一方、神戸市は同年3月全壊家屋の100%、

半壊家屋の60%が解体されるとして災害

廃棄物量を容量で推計している。それによ

れば、要撤去数73817棟、木造家屋が701万
m3、コンクリート造ビル等(公共施設を含

む)632万m3、鉄道、高速道等28万m3

同年11月には神戸市は、要撤去数65503棟
（木造家屋62391棟、コンクリート造3112
棟）と計画を見直し、廃棄物量も重量で推

計し直している。それによれば木造家屋が

465万トン、コンクリート造ビル等が328万
トン、合計793万トンとなっている。 

として

いる。 

写真-3 焼却炉内で発生したクリンカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998年3月末の最終実績によれば、神戸

市が処理した災害廃棄物は、木質系廃棄物

459.8万トン、コンクリート系343.7万トン、

合計803.5万トンにのぼった。 

 神戸市では、倒壊家屋の解体撤去を市の

事業として行うこととして1月末に市民に

周知した。同時に「災害廃棄物解体処理事

業実施要領」を策定している。 

  神戸市の受け付けた解体撤去棟数は61,3
92棟、解体面積は7,124,712m2であった。ま

た、これとは別に大企業が解体処理した建

物は396棟、解体面積は537,617 m2

 

であっ

た。 

５．災害廃棄物用仮置場の確保 

 災害廃棄物を処理する上において、まず

必要なことは用地の確保であった。公園等

の用地は、仮設住宅用地など他の部門から

の要望も大きい。幸い、神戸市の場合は、

臨海部の埋立地や内陸部の造成中の用地

があり、何とか第一次仮置場や積出基地、

中間処理機能を備える仮置場や最終処分

に必要な面積を確保することができた。 

 最も緊急に必要なのは仮置場である。写

真-4に示すように大震災により交通が大

渋滞したため、災害廃棄物の仮置場や最終

処分地への運搬は困難を極めた。このよう

な中で道路上の倒壊がれきを緊急に撤去

することが肝要であり、市内6カ所に第一

次仮置場を設置した。 



写真-4 布施畑環境センターへの搬入車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

また、混雑する陸路を避けて海上運搬をす

るため、また海面埋立地に災害廃棄物を積

み出すため、6カ所の積出基地を設置した。

これらのうち、コンクリート系の積出は、

当初は灘浜基地、長田基地から行われ、19
97年2月からは、ポートアイランド第2期（P
I-2期）基地も加わって、合計343.7万トン

を海面処分場に積み出した。一方、木質系

廃棄物は、残りの3基地からPI-2期の仮置場

に45万トンが、また脇浜基地は、岡山県へ

の域外処理の運搬にも利用された。 

 

６．災害廃棄物の処理 

 神戸市の災害廃棄物処理・処分の基本

方針は、①市域内処理を基本とし、必要に

応じて市域外処理を行う、②解体現場での

分別を徹底する、③木質系廃棄物について

は減容化を図るため、破砕・焼却をする、

④リサイクルを推進する、というものであ

った。 

木質系廃棄物の減容化を図るため、淡河、

PI-2期、複合産業団地、友清に仮設の破砕

選別施設を設置した。合計破砕処理能力は、

可燃・不燃混合用が3,420トン/日、可燃専

用が760トン/日であった。他にコンクリー

ト系がれきの仮置場である灘浜基地には、

不燃専用の破砕施設600t/Dが設置された。

また、布施畑には一度埋め立てた廃棄物を

掘り起こし適正処理を行うため、2700t/D 

写真-5 仮設破砕分別施設 

 

 

 木質系廃棄物の減容化を図るため、布施

畑、 

 

 

 

 

 

写真-6 仮設キルン炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の分別施設が設置された。 

 既設クリーンセンターの焼却能力だけ

では処理しきれないため、仮置場に仮設の

焼却炉を設置した。大型の連続焼却炉の建

設には相当な期間を要するため、まずは、

40トン/日のバッチ式簡易焼却炉を布施畑、

淡河、PI-2期、複合産業団地に合計7基設置

した。 

 大型の連続焼却炉は、布施畑、淡河、PI
-2期に設置した。PI-2期には300トン/日の

キルン炉を4基、他の2基地には100t/日の

ストーカ炉をそれぞれ、3基と1基設置した。

その結果、焼却能力の合計は、1880トン/

日となった。最終的に仮設焼却炉で焼却さ

れた災害廃棄物は、78.6万トンに達した。 

コンクリート系のがれき類は、海面に埋

立処分することとした。埋立にあたっては

水質汚濁防止のため、シルトプロテクター

を二重に展張した。また、受入基準を厳し

くするとともに、廃棄物に混入した木片等



の浮遊物を除去するため水分別を行った。 

 結局、震災直後に大阪湾広域臨海整備セ

ンターに受け入れてもらった10万トンを

含め、344万トンが海面埋め立てされた。 

 

おわりに 

 震災直後の1月24日から4月8日まで他都

市の方々の多大な応援を受けた。収集・中

継部門を中心に21都道府県58市町、延10,2
88人もの方々が神戸市に終結していただ

いた。 

 ここに深く感謝してこの稿を終えます。 

 

参考文献：廃棄物資源循環学会シリーズ③ 

「災害廃棄物」2009年3月 中央法規出版

(株). 
 



「夏休み子ども科学研究授業」 
～九州大学伊都キャンパスでの科学実験～ の報告 
 
日 時：平成 21 年 8 月 24 日（月）10：30～15：00 
場 所：九州大学伊都キャンパス 
内 容：①科学実験（地盤の液状化現象に関する実験及びペットボトル再現装置の工作） 
         （液体窒素を使った超伝導体の磁気浮上・低温実験、瞬間冷凍実験） 
      ②体験した実験の内容をまとめて他の参加者へ発表 
    ③キャンパス内の食堂で大学生と一緒に昼食 
対 象：４年生以上の小学生（定員１６名） 
参加費：無料（昼食代は主催者で負担） 
スケジュール 
    10：30 科学研究授業開始～オリエンテーリング 
    11：00 実験（それぞれのテーマに分かれて） 
    12：00 実験終了～「ビッグどら」（食堂）で昼食 
    13：00 実験内容等のまとめ 
    14：30 みんなで発表 
    15：00 終了 
主 催：福岡市西区役所 
協 力：九州大学工学研究院建設デザイン部門防災地盤工学研究室 
    九州大学工学研究院材料工学部門向田研究室 
    九州大学社会連携課 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

オリエンテーリング 自己紹介 

実験の説明 液状化実験 



夏休み後半の暑い時期に、「夏休み子ども

科学研究授業」～九州大学伊都キャンパス

での科学実験～が開かれました。日時は、

８月２４日（月）、場所は九州大学伊都キャ

ンパスで行いました。参加してくれたのは、

４年生以上の小学生１６名とその保護者で

す。１６名を４人ずつの４つの班に分け、

実験のテーマは２つ用意し、２班ずつ同じ

実験をしました。１つ目は、地盤の液状化

に関する実験・工作、２つ目は、液体窒素

を使った瞬間冷凍実験です。 
最初に、みんなで集まってオリエンテー

リングを行いました。みんな初めて会うの

で、子供達どうしで自己紹介をしました。

少し話したら、緊張も和らいだようでした。 
その後、テーマごとの実験に分かれまし

た。地盤の液状化に関する実験・工作は、

防災地盤工学実験室で行いました。まず、

振動台に容器（土槽）があり、中に砂がた

くさん入っており、その上に模型の建物や

クルマ、また、砂の中にはピンポン玉が埋

まっていました。振動台を動かすと、砂の

表面が揺れ始め、表面に水があふれてきて、

建物やクルマは傾き沈み、砂の中からはピ

ンポン玉が出てきました。子ども達はとて

もビックリした様子でした。次に、液状化

のメカニズムと被害の状況などを一緒に学

習しました。ここでは、保護者の方が熱心

に聞いていました。メカニズムを学習した

上で、もう一度同じ実験を行いました。１

回目よりはたくさんのことを発見し、地盤

中の水圧の上昇や実験後の地盤の沈下など

いろいろ理解していたと感心しました。 
今度は、ペットボトルを使った液状化実

験ボトルの工作を行いました。各自一つず

つペットボトルを用意し、中に砂（豊浦砂）、

マップ画鋲を３～４個入れ、最後に水の中

でフタをしました。みんなが出来たら、遊

び方を教えました。一緒にペットボトルを

逆さまにし、振って、静かに置きました。 

 
 

 
 

 
 

液状化実験ボトル遊び 

みんなで昼食 

液状化の学習 

液状化実験ボトル工作 



その後、一斉にペットボトルを弾き液状

化させました。砂に埋もれて隠れていたマ

ップ画鋲が砂の中から現れ、とても喜んで

いました。中には、うまく画鋲が隠れない

子もいたので、何度か一緒にやり、時間ま

で遊びました。 
お昼の食事を学内の食堂で、みんなで食

べました。子ども達の興味のある話をする

と、とても生きいきと目を輝かせながら話

してくれました。普段聞けない子供事情を

聞けて良かったと個人的に思っています。 
食事が終ると発表のためのまとめをしま

す。食後ということもあり、さえない顔で

寝むそうでした。各班に模造紙を２枚とカ

ラーのマジックを数本用意しました。まず

何から始めれば良いのか分からなかったが、

やったことを挙げて書いていきました。そ

れから、どうなったかを加えていき、模造

紙にまとめました。時間が足りず慌てまし

たが、時間とともに子ども達の集中力が上

がり立派なまとめになりました。 
最後の発表の時も少し緊張していました

が、役割を分担しながら発表出来ました。

自信を持って発表しているように感じまし

た。終わった後は誇らしげで、夏休みの自

由研究にすると言っていました。 
今回は、我々もたくさん教えてもらって、

とても楽しかったよ。今後、今回の実験を

活かしてくれると嬉しいです。ありがとう

ございました。 

 

 
 
 
文責：九州大学大学院工学府 八尋裕一 

実験のまとめ 発表 

アンケート 
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