
           

 事 務 連 絡 

令 和 元 年 5 月 16 日 

 

各都道府県 廃棄物主管部（局）御中 

 

環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室 

 

「災害廃棄物対策指針 資料編」の改定について（お知らせ） 

 

日頃より廃棄物行政の推進に御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

環境省では、平成 30 年３月に災害廃棄物対策指針本編の改定・公表を行ったところです。災害廃棄

物対策指針の資料編については、順次、改定のための作業を進めているところですが、今般、改定作

業の完了した資料について、環境省ホームページに公表したのでお知らせします。 

 都道府県におかれましては、資料を御確認のうえ、貴管内市区町村に対する周知をよろしくお取り

計らい願います。また、災害廃棄物対策指針の本編及び資料編を参考に、市区町村における災害廃棄

物処理計画の策定や見直しが適切に進められるよう、引き続き指導・助言をお願いいたします。 

  なお、関連する制度の改定や知見の蓄積に応じて、今後も災害廃棄物対策指針の資料編の見直しを

予定しています。 

 

１ 災害廃棄物対策指針資料編 改定のポイント 

災害廃棄物処理計画の策定・見直し等に一層活用いただけるよう、自治体等において特に関心の

高い項目について、優先的に見直しを行いました。具体的には、以下の考え方に基づき、18 項目の

資料について、近年の災害廃棄物処理から得られた知見・教訓を反映するなど大幅修正または新規

作成を行っています。 

 

(1)  仮置場に関する基本的事項の見直し 

仮置場の種類、候補地の選定要件、設置方法、管理方法については、近年の災害廃棄物処理で

特に多くの知見が蓄積されており、災害廃棄物対策指針への反映が望まれていました。今回の改

定では、多様な災害に対応できるよう、仮置場に関する基本的事項の見直しを行いました。 

   【該当資料】 

「技 18-1 仮置場の分類」・「技 18-2 仮置場の必要面積の算定方法」・「技 18-3 仮置場の確保と配置

計画に当たっての留意点」・「技 18-4 仮置場の運用に当たっての留意事項」・「技 18-6 仮置場の復

旧」 

 

(2)  被災自治体における人員・資機材の適切な確保に向けた知見の整理 

災害の初動・応急対応期においては、被災自治体における人員や車両・重機等の資機材の迅速

かつ適切な確保・配置が課題となり、災害廃棄物への対応に支障をきたす事例が多く報告されて

います。こうした状況を受け、今回の改定では、人員や資機材の確保・配置について平時から検

討する際に参考となる情報を充実化しました。 

 



   

【該当資料】 

「技 7-1 組織体制図（例）」・「技 8-3 受援体制の構築について」・「技 17-1 必要資機材」 

 

(3)  災害廃棄物の収集運搬に関する基本的な考え方の提示 

被災自治体においては、発災直後から、災害の種類や規模、地域の状況等に応じて、仮置場の

確保を含む片付けごみの回収戦略を立てることが求められます。今回の改定では、片付けごみの

回収戦略を検討する際に参考となる基本的な考え方を整理しました。 

  【該当資料】 

「技 17-3 収集運搬車両の確保とルート計画にあたっての留意事項（片付けごみの回収戦略につい

て）」】 

 

(4) 事例情報の充実化 

事例情報の不足や事例の偏りが見られた資料について、今回の改定では、幅広く参考になる事

例情報を追加しました。 

   【該当資料】 

「技 3-3 水害廃棄物処理の事例」・「技 14-5 処理のスケジュール（例）」・「技 15 処理フロー」・「技

24-20 火災廃棄物の処理」】 

 

(5) 資料の趣旨や解説内容の明確化 

      災害廃棄物処理の検討にあたり自治体等が行う推計・試算の手法に関して、適切に活用いただ

くため、今回の改定では、資料の趣旨を明確にするとともに、根拠についてより詳しい解説を加

えました。 

   【該当資料】 

「技 14-2 災害廃棄物の発生量の推計方法」・「技 14-4 既存の廃棄物処理施設における災害廃棄物

等の処理可能性の試算」・「技 17-2 収集運搬車両の必要台数の算定方法」・「技 20-2 仮設破砕機の

必要基数の算定方法（例）」・「技 21-2 仮設焼却炉の必要基数の算定方法（例）」】 

 

２ 添付資料 

(1)  災害廃棄物対策指針 資料編目次（新旧対照表） 

(2)  災害廃棄物対策指針 資料編 公表項目及び改定概要一覧表 

 

３ 災害廃棄物対策指針本編及び資料編 掲載場所 

環境省 災害廃棄物対策情報サイト 

http://kouikishori.env.go.jp/guidance/download/ 

＜連絡先＞ 

環境省環境再生・資源循環局 

災害廃棄物対策室 

担当：福永、鈴木 

TEL: 03-5521-8358 

E-mail:hairi-saigai@env.go.jp 

 



◆ 災害廃棄物対策指針 資料編目次（新旧対照表） 
新版（平成 30年３月改定） 旧版（平成 26年３月策定） 

（１）被害状況・処理の記録  

【技 1】近年における主な自然災害の一覧 【技 1-1 我が国における主な被害地震（明治以降）】、【技 2-1】過去に被害をもたらした主な水害 

【技 2-1-1】阪神・淡路大震災の概要 【技 1-2-1】阪神・淡路大震災の概要 

【技 2-1-2】阪神・淡路大震災におけるごみ焼却施設等の被害状況 【技 1-2-2】阪神・淡路大震災におけるごみ焼却施設等の被害状況 

【技 2-1-3】阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の流れ 【技 1-11-4】阪神・淡路大震災におけるがれき処理の流れ 

【技 2-1-4】阪神・淡路大震災における仮置場の設置状況 【技 1-14-2】阪神・淡路大震災における仮置場の設置状況 

【技 2-1-5】大規模災害発生時を見据えた災害廃棄物対策のあり方について － 

【技 2-2-1】東日本大震災の概要 【技 1-3-1】東日本大震災の概要 

【技 2-2-2】東日本大震災のごみ焼却施設等の被害状況 【技 1-3-2】東日本大震災の廃棄物処理施設等の被害状況 

【技 2-2-3】東日本大震災における災害廃棄物処理の流れ － 

【技 2-2-4】東日本大震災における仮置場の設置状況 【技 1-14-3】東日本大震災における仮置場の設置状況 

【技 2-2-5】（東日本大震災における）災害廃棄物処理優良取組事例集（グッドプラクティス集） 【技 1-3-3】災害廃棄物処理優良取組事例集（グッドプラクティス集） 

【技 2-2-6】東日本大震災における災害廃棄物対策の経験に係る情報の整理ワーキンググループの概要 － 

【技 2-2-7】東日本大震災等における災害廃棄物の処理システムや技術情報の整理・分析ワーキンググループの概要 － 

【技 2-2-8】東日本大震災における専門家による技術情報の発信 【技 1-27】専門家による技術情報の発信 

【技 2-2-9】東日本大震災における災害廃棄物処理に係るその他事例 － 

【技 2-3-1】平成 28 年熊本地震の概要 － 

【技 2-3-2】平成 28 年熊本地震における災害廃棄物処理の流れ － 

【技 2-3-3】平成 28 年熊本地震における仮置場の設置状況 － 

【技 2-3-4】平成 28 年熊本地震における災害廃棄物処理の検証 － 

【技 2-3-5】平成 28 年熊本地震における災害廃棄物処理に係る支援の概要 － 

【技 3-1】水害事例 【技 2-1-1】平成 16 年度の水害事例（台風 23 号、新潟豪雨）の被害概要 

【技 3-2】水害による施設の被害事例 【技 2-1-2】水害による施設の被害事例 

【技 3-3】水害廃棄物の処理の事例 【技 2-4】水害廃棄物処理の協力体制の例 

【技 3-4】平成 16年度の水害廃棄物に係る仮置場の設置例 【技 2-11-3】仮置場の設置例 

【技 4-1】竜巻事例 － 

【技 4-2】竜巻に伴う災害廃棄物の処理の事例 【技 3-1】竜巻に伴う災害廃棄物の処理の事例 

【技 5-1】東日本大震災に伴う原発事故の経過と対応等 【技 1-6】東日本大震災に伴う原発事故の経過と対応等 

【技 6】過去の自然災害において生じた課題 【技 1-4】過去の震災における課題 

（２）処理体制  

【技 7-1】組織体制図（例） 【技 1-7】組織体制図（例） 

【技 7-2】災害廃棄物対策に関する業務リスト － 

【技 8-1】災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制（例） 【技 2-2】情報の流れ、【技 2-3】各機関の連携例、【技 2-5】周辺市町村及び都道府県への協力支援の要請項目の例 

【技 8-2】相互応援に関する協定（例） 【技 1-9】協定書のフォーマット（例）、【技 1-9-1】相互応援に関する協定（例） 

【技 2-6】地方公共団体間における災害時の相互応援に関する協定例 

【技 8-3】受援体制の構築について － 

【技 8-4】受援計画に関する国内の取り組み事例 － 

【技 8-5】関係団体等との協力体制 【技 2-7】関係団体等への協力支援の要請項目と要請先の例 

【技 8-6】協定の活用方法（例） － 



新版（平成 30年３月改定） 旧版（平成 26年３月策定） 

【技 9】事務委託（例） 【技 1-9-2】事務委託（例） 

【技 10】過去の災害における支援事例 【技 1-10】災害廃棄物処理事業の契約 

【技 11-1】災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の活動（例） － 

【技 11-2】地域ブロック協議会 － 

【技 11-3】災害廃棄物情報プラットフォーム － 

【技 12】被災地でのボランティア参加と受入れ 【技 1-21】被災地でのボランティア参加と受入れ 

【技 2-8】愛知県のボランティアの受入体制の整備とネットワーク化の推進等に関する協定書（抄） 

（３）発災前に取り組む事項  

【技 13-1】計画づくりの留意点 【技 1-25】計画づくりの留意点 

【技 13-2】教育訓練・研修 【技 1-26】教育訓練・研修 

（４）災害廃棄物処理  

＜廃棄物の処理工程毎の技術＞  

【技 14-1】災害廃棄物対策の基礎 － 

【技 14-2】災害廃棄物の発生量の推計方法 【技 1-11-1-1】災害廃棄物（避難所ごみ、し尿を除く）の推計方法 

【技 14-3】避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計方法 【技 1-11-1-2】避難所ごみの発生量、し尿収集必要量等の推計方法 

【技 14-4】既存の廃棄物処理施設における災害廃棄物等の処理可能量の試算 【技 1-11-2】災害廃棄物の処理可能量の試算方法 

【技 14-5】処理のスケジュール（例） 【技 1-8】処理のスケジュール（例） 

【技 15】処理フロー 【技 1-11-3】処理フロー 

【技 16-1】避難所における分別例 【技 1-12】避難所における分別例 

【技 16-2】支援物資をごみにしないための留意点 【技 1-22】支援物資をごみにしないための留意点 

【技 17-1】必要資機材 【技 1-13-1】必要資機材 

【技 17-2】収集運搬車両の必要台数の算定方法（例） 【技 1-13-2】運搬車両の必要台数の算定方法 

【技 17-3】収集運搬車両の確保とルート計画に当たっての留意事項 【技 1-13-3】収集運搬車両の確保とルート計画にあたっての留意事項 

【技 17-4】収集運搬車両の搬入管理・運行管理 【技 1-13-4】収集運搬車両の搬入管理・運行管理 

【技 18-1】仮置場の分類 【技 1-14-1】仮置場の分類、【技 2-11-1】設置場所の事例 

【技 18-2】仮置場の必要面積の算定方法 【技 1-14-4】仮置場の必要面積の算定方法 

【技 18-3】仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項 【技 1-14-5】仮置場の確保と配置計画にあたっての留意事項、【技 2-11-4】一時保管状況例 

【技 18-4】仮置場の運用に当たっての留意事項 【技 1-14-6】仮置場の運用にあたっての留意事項 

【技 18-5】環境対策、モニタリング、火災防止策 【技 1-14-7】環境対策、モニタリング、火災防止策 

【技 18-6】仮置場の復旧 【技 1-14-8】仮置場の復旧 

【技 18-7-1】消毒剤･消臭剤等の薬剤の散布について 【技 2-10】消毒剤･消臭剤等の薬剤の散布について 

【技 18-7-2】災害時の臭気対策 － 

【技 19-1】損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）と分別に当たっての留意事項 【技 1-15-1】損壊家屋等の解体・撤去と分別にあたっての留意事項 

【技 19-2】公費解体に係る事務手続き － 

【技 19-3】防じんマスクによる飛散粉じん対策 【技 1-15-2】防じんマスクによる飛散粉じん対策 

【技 20-1】破砕・選別機の種類 【技 1-16-1】破砕・選別機の種類 

【技 20-2】仮設破砕機の必要基数の算定方法（例） 【技 1-16-2】仮設破砕機の必要基数の算定方法 

【技 20-3】選別・処理の方法 【技 1-16-3】選別・処理の方法 

【技 20-4】中間処理の進捗管理 － 

【技 21-1】仮設焼却炉の種類 【技 1-17-1】仮設焼却炉の種類 



新版（平成 30年３月改定） 旧版（平成 26年３月策定） 

【技 21-2】仮設焼却炉の必要基数の算定方法（例） 【技 1-17-2】仮設焼却炉の必要基数の算定方法 

【技 21-3】仮設焼却炉の解体・撤去 【技 1-17-3】仮設焼却炉の解体・撤去 

【技 22】再資源化の方法(例) 【技 1-18-1】再資源化の方法(例) 

【技 23】最終処分(例) 【技 1-19-1】最終処分の例 

＜廃棄物の種類毎の処理技術＞  

【技 24-1】混合可燃物の処理 【技 1-20-1】混合可燃物の処理 

【技 24-2】海水を被った木材等の処理 【技 1-20-2】海水を被った木材等の処理 

【技 24-3】木質系廃棄物の処理 【技 1-20-3】木質系廃棄物の処理 

【技 24-4】コンクリート、アスファルト類の処理 【技 1-20-4】コンクリート、アスファルト類の処理 

【技 24-5】廃タイヤ類の処理 【技 1-20-5】廃タイヤ類の処理 

【技 24-6】家電リサイクル法対象製品の処理 【技 1-20-6】家電リサイクル法対象製品の処理 

【技 24-7】その他の家電製品の処理 【技 1-20-7】その他の家電製品の処理 

【技 24-8】廃自動車の処理 【技 1-20-8】廃自動車の処理 

【技 24-9】廃バイクの処理 【技 1-20-9】廃バイクの処理 

【技 24-10】廃船舶の処理 【技 1-20-10】廃船舶の処理 

【技 24-11】水産廃棄物の処理 【技 1-20-11】水産廃棄物の処理 

【技 24-12】農林・畜産廃棄物の処理 【技 1-20-12】農林畜産廃棄物の処理 

【技 24-13】土砂系混合物（津波堆積物）の処理 【技 1-20-13】津波堆積物の処理 

【技 24-14】廃石綿等・石綿含有廃棄物の処理 【技 1-20-14】石綿の処理 

【技 24-15】個別有害・危険製品の処理 【技 1-20-15】個別有害・危険製品の処理 

【技 24-16】太陽光発電の取扱いについて － 

【技 24-17】貴重品・思い出の品の取扱い 【技 1-20-16】貴重品・想い出の品の取扱い 

【技 24-18】し尿・生活排水の処理 【技 1-20-17】し尿・生活排水の処理 

【技 24-19】漂着した災害廃棄物の処理 【技 1-20-18】漂着した災害廃棄物の処理 

【技 24-20】火災廃棄物の処理 【技 1-20-19】火災廃棄物の処理 

【技 25】今後活用が見込まれる処理技術、研究・開発中の処理技術 【技 1-28】今後活用が見込まれる処理技術、研究・開発中の処理技術 

＜住民等への啓発・広報等＞  

【技 26-1】住民等への普及啓発・広報等（平時） 【技 1-23】住民等への普及啓発・広報等（平常時） 

【技 26-2】住民等への情報伝達・発信等（災害時） 【技 1-24】住民等への情報伝達・発信等（災害時） 

◆ 参考資料 
新版（平成 30年３月改定） 旧版（平成 26年３月策定） 

（１）関係法令・関係計画  

【参 1】廃棄物処理法 － 

【参 2】廃棄物処理法基本方針 － 

【参 3】廃棄物処理施設整備計画 － 

【参 4】災害対策基本法 【参 1】災害対策基本法 

【参 5】防災基本計画 【参 2】防災基本計画 

【参 6】環境省防災業務計画 【参 3】環境省防災業務計画 

【参 7-1】国土強靱化基本法 － 
【参 7-2】国土強靭化基本計画 － 



新版（平成 30年３月改定） 旧版（平成 26年３月策定） 

【参 8-1】首都直下地震対策特別措置法 － 

【参 8-2】首都直下地震緊急対策推進基本計画 － 

【参 9-1】南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 － 

【参 9-2】南海トラフ地震防災対策推進基本計画 － 

【参 10】大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針 － 

【参 11】大規模災害時における災害廃棄物対策行動計画一覧 － 

【参 12】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) 【参 6】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) 

【参 13】東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指針 【参 8】東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指針 

【参 14】東日本大震災における通知・事務連絡等 【参 10】東日本大震災における通知・事務連絡等 

【参 15】平成 28 年熊本地震における通知・事務連絡等 － 

【参 16】ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版(抜粋) 【参 11】ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版(抜粋) 

【参 17】処理・処分施設の点検の手引き例～管理型処分場 【参 12】処理・処分施設の点検の手引き例～管理型処分場 

【参 18】処理・処分施設の点検の手引き例～ごみ焼却施設 【参 13】処理・処分施設の点検の手引き例～ごみ焼却施設 

【参 19】災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改定版） 【参 14】建築物の解体・撤去に係る石綿飛散防止対策 

【参 20】災害時における廃家電製品の取扱いについて 【参 15】災害時における廃家電製品の取扱いについて 

【参 21】市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き － 

【参 22】地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン － 

【参 23】岩手県災害廃棄物処理詳細計画第二次（平成 25 年度）改訂版 － 

【参 24】宮城県災害廃棄物処理実行計画（最終版） － 

【参 25】大島町災害廃棄物等処理計画 － 

【参 26】平成 26 年８月 20 日の豪雨災害に伴う広島市災害廃棄物処理計画 － 

【参 27】平成 27 年９月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理実行計画 － 

【参 28】熊本県災害廃棄物処理実行計画～第２版～ － 

【参 29】平成 28 年４月熊本地震に係る熊本市災害廃棄物処理実行計画 － 

【参 30】平成 28 年熊本地震に係る益城町災害廃棄物処理実行計画 第２版 － 

（２）様式集  

【参 31-1】解体・撤去に係る様式集・フォーマットの例 【参 16-1】解体・撤去に係る様式集・フォーマットの例 

【参 31-2】広域処理に係る様式集・フォーマットの例 【参 16-2】広域処理に係る様式集・フォーマットの例 

【参 31-3】貴重品の取扱いについての様式集・フォーマットの例 【参 16-3】貴重品の取扱いについての様式集・フォーマットの例 

（３）国庫補助  

【参 32】発災直後における災害廃棄物撤去等のための費用の工面 【参 17】発災直後における災害廃棄物撤去等のための費用の工面 

【参 33】災害等廃棄物処理事業費の国庫補助について 【参 18】災害等廃棄物処理事業費の国庫補助について 

【参 34】災害廃棄物の処理事業費の推移 【参 19】災害廃棄物の処理事業費の推移(使用禁止) 

 削除 【参 4】大都市圏震災廃棄物処理計画作成の手引き（平成 12年 3月 厚生省） 

 削除 【参 5】災害廃棄物処理に係る広域体制整備の手引き（平成 22 年 3月 環境省） 

 削除 【参 7】東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 

 削除 【参 9】東北地方太平洋沖地震における環境省の基本的対応方針について 
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（添付資料）災害廃棄物対策指針資料編 公表項目及び改定概要一覧表

No. 資料番号 資料名称 分類 改定の概要

1 技2-1-1 阪神・淡路大震災の概要 部分修正 資料番号の修正。

2 技2-1-2
阪神・淡路大震災における
ごみ焼却施設等の被害状
況

部分修正 資料番号の修正。

3 技2-1-3
阪神・淡路大震災における
災害廃棄物処理の流れ

部分修正 資料番号及び資料名称の修正。

4 技2-1-4
阪神・淡路大震災における
仮置場の設置状況

部分修正 資料番号の修正。

5 技2-2-1 東日本大震災の概要 部分修正 資料番号の修正。

6 技2-2-2
東日本大震災のごみ焼却
施設等の被害状況

部分修正 資料番号の修正。

7 技3-2 水害による施設の被害事例 部分修正 資料番号の修正。

8 技3-3 水害廃棄物処理の事例 大幅修正

近年発生した水害事例のうち、災害廃棄物等（土砂等を含む）の発生量が５万トンを
超える以下の災害を対象に事例を整理。
　・平成25年台風26号（伊豆大島土砂災害）
　・平成26年8月豪雨（広島市土砂災害）
　・平成27年９月関東・東北豪雨

9 技4-1 竜巻事例 部分修正 資料番号の修正。

10 技4-2
竜巻に伴う災害廃棄物の処
理の事例

部分修正 資料番号の修正。
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（添付資料）災害廃棄物対策指針資料編 公表項目及び改定概要一覧表

No. 資料番号 資料名称 分類 改定の概要

11 技7-1 組織体制図（例） 大幅修正

近年発生した災害における被災自治体の組織体制の事例を整理。災害廃棄物プロ
ジェクトチーム等の専従組織の設置など、発災時点の体制から業務内容に応じて段
階的に組織体制を強化している事例が多いことに着目し、時系列で組織体制の変遷
が分かるようにした。

12 技8-3 受援体制の構築について 新規作成

災害時に受援体制を円滑に構築できるよう、平時からの支援要請ルートの検討や受
援体制の構築の基本的な流れなど受援に向けて被災自治体が事前に準備しておく
事項について記載した。また、発災時において、被災自治体が支援を受けるにあたり
実施すべき事項等を取りまとめた。

13 技14-2
災害廃棄物の発生量の推
計方法

大幅修正

・平成26年３月版の旧技術資料で示された発生量推計の考え方を体系的に理解でき
るよう、資料構成を見直し。平時及び発災後のフェーズに応じた発生量推計の考え方
や、災害の種類別の災害廃棄物の特徴等を整理し、地方自治体等が発生量推計を
行う際に留意すべき点について記載を充実させた。
・平成26年以降に発生した災害の実績を追加・更新するなど、災害廃棄物の発生量
推計に関する最新の情報を記載した。

14 技14-4
既存の廃棄物処理施設に
おける災害廃棄物等の処理
可能量の試算

大幅修正

平成26年3月版の旧技術資料で示された処理可能量の試算方法に加え、参考として
「公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量」
の試算方法を追記した。

15 技14-5 処理のスケジュール（例） 大幅修正

近年発生した災害事例のうち、環境省のマスタープランや被災自治体が作成した災
害廃棄物処理実行計画を出典として、以下の事例の処理スケジュールを整理した。
また、処理スケジュールを作成する目的や処理期間を設定する際に配慮すべき点に
ついて説明を追記した。
　・東日本大震災
　・平成25年台風26号（伊豆大島土砂災害）
　・平成26年8月豪雨（広島市土砂災害）

16 技15 処理フロー 大幅修正
近年発生した災害事例のうち、被災自治体が作成した災害廃棄物処理実行計画等
を出典として、以下の事例の処理フローを整理した。また、処理フローの必要性や目
的に応じた処理フローの示し方について説明を追記した。

17 技17-1 必要資機材 大幅修正

平成26年３月版の旧技術資料で示された必要資機材に、発災時において特に課題と
なることが多い仮置場（一次・二次）の設置・管理・運営に必要な資機材をリスト化し、
写真付きによる解説を加えた。必要資機材のリストは、「必須」のものと「必要に応じ
て」準備するものが一目で分かるよう整理を行った。

18 技17-2
収集運搬車両の必要台数
の算定方法

大幅修正
収集運搬車両の必要台数の算定方法と併せ、参考として、撤去現場から仮置場へ搬
入する場合の運搬車両の実台数の算定例を加えた。

19 技17-3

収集運搬車両の確保とルー
ト計画に当たっての留意事
項
（片付けごみの回収戦略に
ついて）

大幅修正
過去の災害において、片付けごみの路上堆積や片付けごみの混合化、生ごみ等の
混入、集積場所の閉塞等の問題が発生したことを踏まえ、被災自治体が事前に検討
すべき事項として片付けごみの回収戦略の検討方法を示した。

20 技18-1 仮置場の分類 大幅修正

仮置場の分類の考え方について説明を追加し、一次仮置場及び二次仮置場の定義
を再整理した。
また、災害発生時において、住民により自然発生的にできてしまった無人の集積場
所への対応についても追記した。
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（添付資料）災害廃棄物対策指針資料編 公表項目及び改定概要一覧表

No. 資料番号 資料名称 分類 改定の概要

21 技18-2
仮置場の必要面積の算定
方法

大幅修正

・仮置場の必要面積を算定する目的について、平時と災害時のそれぞれで説明を加
えた。
・平成26年３月時点の技術資料で示された一次仮置場の必要面積の推計方法につ
いて、図を掲載するなどの解説を加えるとともに、試算例を掲載した。また、二次仮置
場の必要面積の推計方法を追記した。

22 技18-3
仮置場の確保と配置計画に
当たっての留意事項

大幅修正

・仮置場候補地の選定にあたってのチェック項目を整理した。
・過去の災害事例等を踏まえ、一次仮置場及び二次仮置場の配置計画（レイアウト）
を検討する際のポイントを整理した。また、一次仮置場及び二次仮置場のレイアウト
例を掲載した。

23 技18-4
仮置場の運用に当たっての
留意事項

大幅修正
過去の災害での教訓を踏まえ、留意事項を再整理した。特に、人員の確保を追記す
るとともに、仮置場において分別するメリットを明記した。

24 技18-5
環境対策、モニタリング、火
災防止対策

部分修正 資料番号の修正。

25 技18-6 仮置場の復旧 大幅修正
仮置場の復旧に当たっての留意事項を追加するとともに、仮置場の現状復旧の手順
についてフロー図による解説を掲載した。また、過去の災害における仮置場の復旧
事例を掲載。

26 技18-7-1
消毒剤・消臭剤等の薬剤の
散布について

部分修正 資料番号の修正。

27 技19-3
防じんマスクによる飛散粉
じん対策

部分修正 資料番号の修正。

28 技20-1 破砕・選別機の種類 部分修正 資料番号の修正。

29 技20-2
仮設破砕機の必要基数の
算定方法（例）

大幅修正
・仮設破砕機設置検討にあたっての留意事項を記載した。
・仮設破砕機の処理能力算定の流れについて、フロー図による解説を掲載した。ま
た、算定式及び計算事例を掲載した。

30 技20-3 選別・処理の方法 部分修正 資料番号の修正。
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（添付資料）災害廃棄物対策指針資料編 公表項目及び改定概要一覧表

No. 資料番号 資料名称 分類 改定の概要

31 技21-1 仮設焼却炉の種類 部分修正 資料番号の修正。

32 技21-2
仮設焼却炉の必要基数の
算定方法（例）

大幅修正
・仮設焼却炉設置検討にあたっての留意事項を記載した。
・仮設焼却炉の処理能力算定の流れについて、フロー図による解説を掲載した。ま
た、算定式及び計算事例を掲載した。

33 技21-3 仮設焼却炉の解体・撤去 部分修正 資料番号の修正。

34 技22 再資源化の方法（例） 部分修正 資料番号の修正。

35 技23 最終処分（例） 部分修正 資料番号の修正。

36 技24-1 混合可燃物の処理 部分修正 資料番号の修正。

37 技24-2 海水を被った木材等の処理 部分修正 資料番号の修正。

38 技24-3 木質系廃棄物の処理 部分修正 資料番号の修正。

39 技24-4
コンクリート・アスファルト類
の処理

部分修正 資料番号の修正。

40 技24-5 廃タイヤ類の処理 部分修正 資料番号の修正。
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No. 資料番号 資料名称 分類 改定の概要

41 技24-6
家電リサイクル法対象製品
の処理

部分修正 資料番号の修正。

42 技24-7 その他の家電製品の処理 部分修正 資料番号の修正。

43 技24-8 廃自動車の処理 部分修正 資料番号の修正。

44 技24-9 廃バイクの処理 部分修正 資料番号の修正。

45 技24-10 廃船舶の処理 部分修正 資料番号の修正。

46 技24-11 水産廃棄物の処理 部分修正 資料番号の修正。

47 技24-12 農林・畜産廃棄物の処理 部分修正 資料番号の修正。

48 技24-15 個別有害・危険製品の処理 部分修正 資料番号の修正。

49 技24-17
貴重品・思い出の品の取扱
い

部分修正 資料番号の修正。

50 技24-18 し尿・生活排水の処理 部分修正 資料番号の修正。
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51 技24-20 火災廃棄物の処理 大幅修正
自然災害に起因する火災廃棄物や仮置場の火災を受けた廃棄物の特徴、処理に当
たっての課題を記載するとともに、過去の災害における処理事例を追加した。


