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災害廃棄物処理計画策定に向けた富山県環境科学センターの取組み
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1．はじめに

災害廃棄物処理計画が進まない理由として，国の調査

東日本大震災を教訓に南海トラフ地震等の将来的な大

では，「専門的な知識が不足している」，「作成にあた

規模災害に備えるべく，国は平成26年３月に「災害廃棄

る職員や時間を確保できない」といった意見が過半数を

物対策指針」を策定した。当時，地方公共団体において

占めていた。この専門的な知識には，災害廃棄物発生量

も，過去の災害教訓に基づいた災害廃棄物処理計画の策

の推計も含まれると考え，県が推計を行うことで県内市

定や見直しが必要となるものの，策定等は遅々として進

町村における災害廃棄物処理計画の策定が進むとともに，

んでいない状況であった。また，地方公共団体における

同じ手法や発生原単位を用いることで，市町村間での災

災害廃棄物対策に投入できる予算，人材は限られ，ノウ

害廃棄物発生量の比較や広域処理を行う際の検討に有用

ハウも少ないことから，合理的で効率的な策定手法の開

であると考え，当センターでは，平成28年度から調査研

発が必要である。

究の一環として災害廃棄物発生量の推計等本研究に取り

そこで，富山県環境科学センターでは，県内市町村に

組むこととした。

おける災害廃棄物処理計画策定へ向けた情報提供，技術
Information System）を活用した，災害廃棄物処理計画，

3．災害廃棄物発生量の推計
3.1 GISについて

処理実行計画の策定に必要な災害廃棄物発生量の推計や

GISとは，地理情報システム（Geographic Information

基礎情報を整備した。また，県内で想定される災害廃棄

System）のことで，位置に関する情報を持ったデータ（空

物の発生量を推計し県内市町村へ情報提供してきた。さ

間データ）をコンピュータ上で整理し，表現の変更，分

らに，本県の建屋の延べ床面積が広く，木造住宅比率が

析，共有が可能となる。環境分野では，国立環境研究所

高いといった地域特性を踏まえ，災害時，木くずが多く

により環境GISとして大気や水質等の基本的な環境デー

発生することが想定されるので，木くずについて県内の

タが整理され，視覚化されている。

的支援を目的に，地理情報システム（GIS：Geographic

災害廃棄物の処理可能量及び災害廃棄物処理フローにつ

GISを利用することで，位置情報を手掛かりに，異なる

いて検討したほか，推計方法のマニュアルを作成してき

情報を統合・分析することができる。ここでは，住宅デ

たところである。

ータと地震による住宅の被害状況や浸水想定区域図とい

本稿では，これら災害廃棄物の適正処理に向けた当セ
ンターのGISを活用した取組みを中心に紹介するととも

った地図データを重ね合わせ，集計することで災害廃棄
物発生量を推計した（図１）。

に，現在取り組んでいる災害時の化学物質の流出に際し
て，環境モニタリング等を迅速に行うための情報整備に
ついて紹介する。

住宅データ

2．研究開始当初の災害廃棄物処理計画の策定状況
について
研究開始当初，県内市町村で災害廃棄物発生量を推計
し，その発生量をもとに災害廃棄物処理計画を策定して

浸水想定区域図等

いた自治体は，15市町村のうち１自治体のみであった（平
図1

成27年３月末時点）。
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なお，GISを利用するには，非常に高額なソフトウェ
アが用いられることが多いが，地方自治体においてその
ような高額なソフトウェアを導入するのは財政的に困難
である。そこで，今回は無償でありながら，高度な解析
機能を有するQuantum GIS（QGIS）を利用した。

3.2 対象とした災害と推計方法
今回対象としたのは，県の地域防災計画（地震・津波
災害廃棄物発生量

災害編）で被害が想定されている地震及び津波と水防法
第14条の規定に基づき指定された水系における河川区域
における水害である。
国が策定した「災害廃棄物対策指針」に基づき，災害
廃棄物は住家の被害棟数に発生原単位（表１）を乗じる
ことで全体の発生量を算出した。
図2

災害廃棄物発生量の推計結果例（地震）

図3

災害廃棄物発生量の推計結果例（水害）

「災害廃棄物の発生量」
＝∑（発生原単位×住家の被害棟数）
推計に用いた被害棟数は，地震・津波については，県
関係部局がこれまで調査してきた各断層（帯）の地震及
び津波における住家の被害予測から全壊，半壊，床上浸
水及び床下浸水の４区分の被害棟数を用いた。また，津
波による堆積物は，同被害予測の津波の浸水面積を用
い，発生原単位を乗じて発生量を推計した。
水害に用いた被害棟数については，浸水想定区域図及
び各市町村の住家ポイントデータの分布状況から，表１
のとおり浸水深ごとに全壊，半壊，床上浸水及び床下浸
水の４区分に分類し，発生原単位を乗じたものを集計し
た。

GISを活用することで，災害廃棄物発生量の分布を可
表1
区分

災害廃棄物の発生原単位
発生原単位

浸水深

全

壊

117t/棟

半

壊

23t/棟

視化できたほか，市町村や指定したエリア内における災
害廃棄物発生量を集計することが可能となった。これは

2m以上

あらかじめ災害廃棄物の仮置き場や収集ルート等を設定

1m以上2m未満

する際や，災害時に得られた被害状況から災害廃棄物発

床

上

浸

水

4.60t/世帯※

0.5m以上1m未満

生量を推計し，可視化する際に有益な手法であると考え

床

下

浸

水

0.62t/世帯※

0.5m未満

られる。

津 波 堆 積 物

0.024t/m2

※：床上浸水及び床下浸水の発生原単位は，1世帯当たりのもの
で，住家・土地家屋統計調査（平成25年度）より１世帯当たりの
棟数1.15の逆数をとり１棟当たりの世帯数0.87を求め，床上浸水
及び床下浸水の対象住家に乗じて各世帯当たりの災害廃棄物発生
量を求めた。

調査対象とした災害について， 500mメッシュで災害

このほか，災害廃棄物発生量の推計をフリーソフトウ
ェアのQGISを利用したことで，安価に推計を行うことが
できた。これは，将来的に「災害廃棄物処理計画」を見
直す際にも，低コストで再推計を行うことができるた
め，実務的に有効な方法であると考えらえる。

3.3 処理可能量及び処理フローの検討

廃棄物発生量を集計し，各メッシュの発生量を段階ごと

GISソフトウェアの機能の一つに，経路や量の変化に

に分類したうえで図示することができた。災害廃棄物発

応じた解析が可能となるネットワーク解析機能を有して

生量の分布状況を図2及び図3に例示する。

いる。災害時，木造住宅比率が高いといった本県の住家
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特性から，解体住家等から木くずが大量に発生すること
が想定される。そこで，木くずを県内の民間事業者のリ
サイクル施設に搬入・処理することを想定し，GISのネ
ットワーク解析を用いて，木くずの発生量，運搬距離，
処理施設の能力及び処理期間を考慮した，効率的な搬入
の可能性について検討結果を紹介する。図４に概念図を
示す。

図6

搬入ルートが変化する場合

4．GISを利用した災害廃棄物発生量の推計の活用
今回，富山県地域防災計画で被害想定がされた災害
図4

ネットワーク解析の概念図

（地震・津波）及び富山県水防計画で指定された河川の
水害について災害廃棄物発生量を推計した手法について

木くずを県内の民間事業者のリサイクル施設に搬入す

紹介した。推計した災害廃棄物発生量については，県の

ることを想定した場合，例えば，近くの処理能力の小さ

関係部署を通して市町村へ情報提供し，令和２年11月現

い施設へ搬入するケースと遠くの処理能力の大きい施設

在，15市町村中14市町で災害廃棄物処理計画が策定され

へ搬入するケースとでは，運搬距離，処理期間等に違い

た。このことから本研究が災害廃棄物処理計画の策定に

が生ずる。搬入先は，その時々のいくつかの優先すべき

貢献ができたものと考えている。さらに，県が推計した

事項を考慮して最終的に決められると考えられるが，①

結果を利用していることから，市町村間での災害廃棄物

リサイクル施設の処理余力が変化する場合 及び ② 搬

発生量の比較や広域処理を行う場合などの検討が容易に

入ルートが変化する場合の２つの条件で検討を行ったと

なったと考えている。

ころ，搬入ルートや処理能力の変化に伴ったより最適な

今回の推計手法をマニュアル化し，QGISについて触れ

処理可能エリアを設定することができた（図5，図6）。

たことがない職員でも災害廃棄物の可視化や集計ができ

このように，GISのネットワーク解析機能を用いるこ

るようになった。地方自治体では，研究機関と行政機関

とで，処理能力の変化や搬入ルートの変更など状況変化

での人事異動により，技術の共有・継承も課題の一つと

に応じた意思決定を行う際に，有用であることが確認で

考えられる。今回のようにマニュアル化することで，災

きた。本解析手法を用いた発災直後から復旧・復興期に

害廃棄物処理計画の見直しや実際に災害が発生した際の

おける，木くずの発生，処理，道路復旧等の状況の変化

災害廃棄物の推計や可視化に柔軟に対応できるようにな

に応じた適正な災害廃棄物処理フローの検討が可能で，

ったと考えている。実際，本県の災害廃棄物処理計画は

仮設のリサイクル施設の立地場所を検討する際にも役立

本推計結果を活用し平成28年度に策定されたところであ

つものと考えている。

るが，その後，平成30年度に県の地域防災計画が改定さ
れ地震被害想定が追加された際にも本推計手法により災
害廃棄物発生量を迅速に推計し，災害廃棄物処理計画の
改定が行われた。この改定の際も人事異動に伴い計画策
定時に推計に携わった職員とは異なる職員が対応した
が，前回同様に推計することができた。

5．当センターにおけるGISの活用
当センターでは，GISを活用した災害廃棄物発生量の
推計をマニュアル化するともにセンター内でも研修を行
ってきたほか（図7），今後は，当センター以外の自治
図5

リサイクル施設の処理能力が変化する場合
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その他にも，災害廃棄物の仮置場を選定するため候補
地と災害廃棄物発生量の分布を可視化し，周辺の土地利
用状況や水害の浸水深情報などをGISにより重ね合わせ
ることで，考慮すべき課題をあらかじめ把握する手法に
ついても研究している。
このように災害廃棄物の推計だけでなく様々な環境分
野でGISの活用に取り組んでおり，今後，さらに普及し
ていくことが期待される。

6．おわりに
最近では地震災害のほか，規格外の台風や線状降水帯
図7

GISの研修風景

の発生など，風水害により甚大な被害を及ぼすととも
に，洪水によって膨大な量の災害廃棄物が発生してい

また，住所データからQGISで使用できるよう緯度経度

る。

のデータを変換する際に，ウェブ上のサービスを利用す

こうした状況は，気候変動の影響によって今後ますま

ることが多いが，災害でインターネットが使えない場合

す増加していくと予想され，現在でも全国各地で水害に

でも住所データから緯度経度に変換し，QGISで使用でき

よって通常の発生量の何年分もの廃棄物が一度に発生

るポイントデータに変換できるソフトウェアを開発し，

し，複数年にわたる処理を余儀なくされている。

地図の作成を容易にする取組みを行っている。

また，仮置き場に堆積したごみは，適切に分別しなけ

このように災害廃棄物に関する取組み以外にも，化学

ればその後の処理に支障が生じるとともに，悪臭や衛生

物質排出移動量届出制度（PRTR）の情報である県内の化

上の問題，保管の長期化に伴う火災の発生のおそれがあ

学物質取扱事業所や使用化学物質に対して，その測定方

ることから，適切かつ早期の処理が必要となる。

法と各流域情報を整理することで，災害時の化学物質の

被災地の速やかな復興にあたっては，災害廃棄物の早

流出による影響範囲や測定体制を強化するための情報整

期適正処理が必須であることから，被災自治体での処理

備を行っている。これは，数値標高データ（DEM）から

だけでなく民間施設や広域処理を活用することも必要で

GISの流域解析を行い，流域と河川をGIS上で再現し，広

ある。そのためにはあらかじめ，災害の形態別・被災状

範囲の流域から中小河川の流域まで様々な範囲を設定す

況に応じた発生量や廃棄物の種類別割合を推計しておく

ることができるようになった。そのデータと化学物質取

ことが重要と考えられる。

扱事業所並びに使用されている化学物質及び測定方法を

こうしたことから，今後も，本取組みや災害廃棄物発

GIS上で重ね合わせることで，化学物質の流出があった

生量推計マニュアルの普及を通じて，県内市町村へ災害

際，影響があるエリアを推定できるようなった。（図

廃棄物対策に係る技術的な支援を行ってまいりたい。

8）。
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図8

中小河川の流域区分とPRTR届出事業所の分布
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