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１．業務の概要 

 

1.1 業務の目的 

   国土強靭化基本計画（平成 26 年 6 月 3 日閣議決定）において、自治体による災害廃

棄物処理計画の策定を推進することが政府の目標として定められていることから、主

に災害廃棄物処理対策への予算や人員が限られている中小規模の自治体において、当

該地域における災害時の廃棄物処理課題に着目した実効性の高い災害廃棄物処理計画

の策定や改定を推進するため、災害廃棄物処理計画作成モデル自治体として環境省が

選定した愛媛県宇和島市を対象として本事業を実施する。 

大規模災害時には、適正かつ迅速な処理が困難な物、または衛生状態の悪化や環境

汚染を生じるおそれのある物が発生し、災害廃棄物の円滑な処理が困難となることが

少なくないと想定され、特に地域特性を有する廃棄物について、課題に応じた災害廃

棄物処理対策の手法を検討し、災害廃棄物処理計画の効率的な策定に資することを目

的とする。 

また、今後の災害廃棄物対策を進める他自治体の参考となるよう、本事業で得られ

た知見をとりまとめ、中国四国地域ブロック協議会等の場において広く共有する。こ

れにより中国四国ブロックにおいて災害廃棄物処理計画の策定が促進されることを目

的とする。 
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1.2 業務の基本方針 

   本業務の実施にあたっての基本方針を次のとおりとする。 

1.2.1 モデル地域で発生が予想される災害時処理困難物の整理 

   災害廃棄物は、地域に関係なく発生するがれき類・生し尿や浄化槽汚泥・生活ごみ

等と、対象地域の土地利用や産業等の特性と関連した廃棄物とに区分される。その上

で、発生が想定される処理困難物について、情報を収集し課題を整理する。 

 

 

1.2.2 モデル地域における災害時処理困難物の適正処理に関する検討 

   宇和島市の災害発生時における災害廃棄物及び災害時処理困難物の適正処理につい

ての検討事項を表 1.2.2-1 に示す。東日本大震災や過去の災害事例等を参考に、その取

扱いや適正処理について検討し、整理する。 

 

表 1.2.2-1 宇和島市の災害発生時における検討事項 

 

 

1.2.3 災害廃棄物処理計画の策定方針の検討 

   地域特性を十分に把握・考慮したうえで被害想定及び対策を検討し、実効性の高い

災害廃棄物処理計画の策定に結びつくような業務を実施する（図 1.2.3-1）。 

図 1.2.3-1 災害廃棄物対策に関する情報整理と主な検討項目 

  

主な検討項目 主な課題内容 

廃棄物処理能力 宇和島地区広域事務組合の焼却施設（60ｔ/日×2 炉）には処理余力なし 

地域性のある処

理困難物 

漁具・魚網、養殖用餌料、冷凍鮮魚、水産加工品、所有者不明の廃船舶 

PCB や化学物質の漏えい、その他危険物等 

災害廃棄物処理

における連携 

近隣市町村や他県との広域連携、沿岸部と山間部の連携 

廃棄物収集運搬業者・廃棄物処理業者・セメント業者等との連携 

災害廃棄物の処

理フロー構築 

災害廃棄物発生量の推計（特に災害時処理困難物について） 

仮置場・最終処分地等の検討、適正な処理及びリサイクル可能性の検討 
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1.3 業務実施体制 

   本業務の実施にあたっては、以下の体制で臨むこととする。 

 

  株式会社東和テクノロジー 

   〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3 番 11 号 和光広瀬ビル 5 階 

          TEL：082-297-8700  FAX：082-292-8163 

 

   業務実施責任者 高田 光康（技術士：衛生工学、博士：工学） 

   照査技術者   友田 啓二郎（技術士：衛生工学、博士：学術） 

   担当技術者   大田 実果（技術士：農業、建設）    

           柴田 大吾（技術士：衛生工学） 

           藤満 基樹（技術士：衛生工学） 

           佐伯 敬（環境カウンセラー：事業者部門、防災士） 

 

  株式会社廃棄物工学研究所 

〒700-8530 岡山市北区津島中 1-1-1 岡山大学インキュベーター202 

          TEL／FAX：086-239-5303   

   技術アドバイザー 田中 勝（博士：工学、岡山大学名誉教授） 

            河原 長美（博士：工学、岡山大学名誉教授） 

   担当技術者    石坂 薫（博士：環境理工学）   

            大畑 ゆき 

            福池 伊織 
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２．大規模災害時における処理困難物適正処理モデルの検討 

 

2.1 発生が想定される災害廃棄物の整理及び災害時処理困難物の抽出 

2.1.1 発生が想定される災害廃棄物の整理 

   災害廃棄物の種別は、地域に関係なく発生するがれき類、生し尿や浄化槽等の汚泥、

生活ごみなどの共通情報と、対象地域固有の災害廃棄物（沿岸地域の津波堆積物、工

業地域の有害廃棄物等）の地域情報に区分する（表 2.1.1-1）。 

 

表 2.1.1-1 災害廃棄物の情報の区分 

区分 種別 災害発生場所 主な品目 

共通 

がれき類 
損壊建物の解体

及び撤去現場 

コンクリート・アスファルトがら、廃石

綿類、木くず、金属くず、粗大ごみ等 

し尿・浄化槽汚泥 避難住居等 生し尿、浄化槽汚泥等 

生活ごみ 避難住居等 生ごみ、容器類等 

地域 

津波堆積物 津波被災地 土砂、ヘドロ等 

有害廃棄物 工場敷地等 
PCB 含有機器、化学薬品類、油類、燃料、

ガスボンベ、火薬等 

取扱要配慮廃棄物 沿岸部等 
廃家電、廃自動車、廃船舶、漁具・魚網、

腐敗性廃棄物、農業用資機材等 

 

   また、災害の種類ごとに発生が想定される災害廃棄物の特徴を表 2.1.1-2にまとめる。 

 

表 2.1.1-2 災害の種類と災害廃棄物の特徴 

災害の種類 地震被害① 地震被害② 風水害 土砂災害 

災害形態 
津波を伴う海溝

型地震 
直下型地震 浸水被害 土砂崩壊災害 

災害要因等 
南海トラフ巨大

地震 
活断層地震 

豪雨による河川

氾濫等の災害 

土砂崩れ、土石流

による災害 

発生が想定さ

れる災害廃棄

物の特徴 

巨大津波による

災害で大量の混

合廃棄物が発生 

揺れによる建物

の倒壊と火災に

よる廃棄物 

床上・床下浸水に

よる災害での家

財等の廃棄物 

大量の土砂及び

流木等、被害家屋

による廃棄物 
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2.1.2 発生が想定される災害時処理困難物の抽出 

   2.1.1 で整理した情報に基づき、宇和島市で発生が予想される災害時処理困難物につ

いて情報を収集し、再生利用可能性、減容可能性、粗大性、腐敗性、有害危険性等の

視点で整理する（表 2.1.2-1）。 

 

表 2.1.2-1 発生が想定される処理困難物の整理 

視点 必要事項 廃棄物の特性 想定処理困難物 

再生利用 

可能性 

大量に発生する災害廃棄物処理に関

して、リサイクルの推進による最終処

分量の削減が必要 

再生利用、有効利

用が可能な廃棄物 

金属類、木くず、

柱・角材、プラス

チック類等 

減容可能性 

災害廃棄物の仮置場の確保・運営のた

めの基礎的な情報が必要 

焼却・脱水等によ

り減容化可能な廃

棄物 

不燃物、ヘドロ等 

粗大性 

災害廃棄物の仮置場の確保・運営のた

めの基礎的な情報が必要 

破砕処理によりサ

イズ調整が困難な

廃棄物 

大型保冷設備、 

大型船舶、鉄骨部

材等 

腐敗性 

津波や浸水被害により水産加工品や

飼肥料の貯蔵庫等が被災し、発酵や腐

敗による周辺環境の悪化が想定され

るため、分布状況等の情報が必要 

悪臭等、衛生上の

支障となり、迅速

な処理が求められ

る廃棄物 

冷凍鮮魚、水産加

工物、養殖用餌

料、農産加工物、

家畜糞尿・死体、

飼肥料等 

有害危険性 

発災時における生活環境や処理時の

作業環境に悪影響を及ぼす恐れがあ

り、分布状況等の情報が必要 

有害物・危険物が

含まれる廃棄物 

農薬、化学薬品、

PCB、ガスボン

ベ、アスベスト等 

処理困難性 

特別な処理が必要となる廃棄物は、災

害廃棄物処理の円滑化を図るため、地

域的な分布状況等の情報が必要 

一般廃棄物処理施

設、民間処理施設

等での処理が困難

な廃棄物 

船舶、漁具・魚網、 

養殖筏、農業用資

機材等 
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2.2 災害廃棄物及び災害時処理困難物発生量、発生場所の予測・推計 

2.2.1 災害廃棄物発生量の推計 

   災害廃棄物発生量の推計にあたっては、愛媛県地震被害想定調査結果、愛媛県災害

廃棄物処理計画等をもとに、災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3 月 環境省）に基づい

て、想定される地震被害を設定して算定を行い、地域別・種類別の発生量を推計する。  

  災害廃棄物発生量の推計方法について、東日本大震災の実績等を参考に、以下のとお

り図示する。 

 

表 2.2.1-1 東日本大震災における災害廃棄物発生原単位 

災害廃棄物 
全壊：117 トン/棟、半壊：23.4 トン/棟 

床上浸水：4.6 トン/世帯、床下浸水：0.62 トン/世帯 

津波堆積物 0.024 トン/㎡ 

 

 

 

図 2.2.1-1 災害廃棄物発生量の推計方法（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画） 
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図 2.2.1-2 津波堆積物発生量の推計方法（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画） 

 

   また、発生した廃棄物の処理方法を検討するため、可燃物、不燃物、コンクリート

がら、金属くず、柱角材の種類別に災害廃棄物量を推計する。種類別の災害廃棄物発

生量の推計方法を以下に示す。 

 

 

図 2.2.1-3 種類別災害廃棄物発生量の推計方法 

（出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 26 年 3 月）に加筆） 
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被害棟数、津波浸水面積等の被害データは「愛媛県地震被害想定調査報告書」を使

用し、災害廃棄物の発生量は「災害廃棄物対策指針」に示される計算方法により算定

を行った結果をもとに、宇和島市における種類別の災害廃棄物発生想定量を図 2.2.1-4

に示す。 

 

図 2.2.1-4 宇和島市種類別災害廃棄物発生想定量 

（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画に加筆） 

  



9 

 

2.2.2 対象地域の特性 

①地形 

   宇和島市は、愛媛県西南部に位置しており、北は西予市に、東は鬼北町・松野町、

南は愛南町・高知県宿毛市・四万十市に接している。西は宇和海に面し、入り江と半

島が複雑に交錯した典型的なリアス式海岸が続き、九島を含む５つの有人島と多くの

無人島がある。東側の鬼ヶ城連峰は、急峻な山肌が海にまで迫っており、起伏の多い

複雑な地形をなしている。海岸部の平野や内陸部の盆地に市街地や集落が点在してお

り、平野部を縫うように流れる河川の多くは宇和海へ注いでいるが、三間川は清流四

万十川に合流し、高知県へ流れている。  

宇和島市は、有人島を含めた広さが、東西が 38.15km、南北が 34.94km あり、面積

は 469.58k ㎡で、山林が 60％、田畑が 20％、宅地が 4％を占めている。 

図 2.2.2-1 宇和島市位置図（地図データ＠2017 Google、ZENRIN） 

 

②気象 

   気候は、瀬戸内地区と太平洋沿岸地区の中間に位置して、年平均気温は 16～18℃で

四季を通じて温暖であり、降水量は夏期に多く、梅雨前線の影響や台風の通過が多い

年では年間 2,500ｍｍ を超えることもある。また、西側が豊後水道に面し、東側に 

1,000ｍ級の高峰が連なることから、冬期は北西の季節風が吹き、海岸部と山間部では、
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気温や降水量の差がみられ、山間部では積雪や結氷もみられる、さまざまな気候をあ

わせもっている。 

 

 

図 2.2.2-2 2007 年～2016 年の間の月間平均気温（出典：松山地方気象台データ） 

 

 

図 2.2.2-3 2007 年～2016 年の間の年間降水量の推移（出典：松山地方気象台データ） 
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③人口・世帯 

宇和島市の人口は、平成 28 年 12 月 31 日現在で総人口は 78,755 人で、男性は 36,841 

人、女性は 41,914 人となっており、人口比（女 100 人に対する男の比率）は 87.9 と 

なっている。平成 19 年の総人口は 89,860 人で 1 万 1 千人余り、率にして 12.4 ポイン 

ト減少した。世帯数についてみると、総世帯数は 36,572 世帯となっており、1 世帯当

たりの人数は 2.15 となっている。 

漁業が一次産業の主力であることから沿岸部、または、市を南北に縦断する国道 56 号

線沿いに人口が多く分布している。 

 

図 2.2.2-4 過去 10 年間の宇和島市の人口推移（出典：宇和島市データ） 

 

 

図 2.2.2-5 宇和島市の人口分布状況（出典：宇和島市地域防災計画）  
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④産業 

   宇和島市は、宇和海に面し、豊後水道にも近いことから、漁業が古くから発達し、

水産物市場を有することから、多種類の魚貝類の取引が行われている。西部一帯に広

がる恵み豊かな宇和海には現在、52 にのぼる漁港を有し、古くからの漁船漁業のほか、

マダイ、ブリ類、ヒラメなどの魚類や真珠・真珠母貝の養殖が盛んに行われており、

全国有数の水産物の生産地として知られている。  

水産業だけでなく、農業生産も盛んであり、生産年齢人口の 20％を一次産業就業人

口が占めている。傾斜地における果樹栽培と平野部における米の生産を中心に、野菜 

生産や畜産などが行われ、全国有数のミカン産地として、また県下有数の美味米産地

として内外に広く知られている。     

工業は、かまぼこ・じゃこ天等の食品加工、真珠加工、縫製、木材製品製造などの

伝統的な地場産業と、機械部品製造、コールセンターなどの誘致企業によって構成さ

れており、これまで宇和島市経済の発展と雇用の確保に貢献してきたが、取り巻く環

境が依然として厳しい中で、事業所の撤退や縮小が進み、事業所数や従業者数、製造

品出荷額等いずれも減少傾向にある。 

産業別従業者数の割合を見ると、卸売・小売業（19％）、医療・福祉（14％）、その

他サービス業（21％）が大きな割合を占めている。 

 

 

図 2.2.2-6 宇和島市の産業別従業者数割合（出典：国勢調査） 

 

 

 

 

12% 

7% 

7% 

7% 

1% 
4% 

19% 

2% 
1% 

5% 

14% 

21% 

農業、林業 

漁業 

建設業 

製造業 

エネルギー、情報通信 

運輸業 

卸売業、小売業 

金融業、保険業 

不動産業 

宿泊業、飲食業 

医療、福祉 

その他サービス業 



13 

 

  ⑤土地利用状況 

   宇和島市の土地利用状況を下図に示す（図 2.2.2-7）。土地利用の構成比としては、山 

林が最も多く 60%を占めている。次いで畑（15%）、田（5%）と続き、宅地(4%)の占

める割合は愛媛県全体の宅地の割合（約 5%）よりも低い。また、2015 年度に実施さ

れた「空き家等実態調査」では、空き家率は、宇和島市全体で約 9.5％である。 

   

 

図 2.2.2-7 宇和島市の土地利用状況（出典：愛媛県統計年鑑） 

 

⑥交通等の状況 

   宇和島市は南北に縦断する国道 56 号と、海岸線沿いに続く国道 378 号とが交わっ

ており、更に市の東部に接する鬼北町へ延びる国道 320 号が交差している。また主要

地方道としてＪＲ予土線沿いに、広見三間宇和島線及び西予市へ続く宇和三間線が延

び、三間地区を通っている。そのほか、津島地区から、高知県宿毛市へ延びる宿毛津

島線、内陸から愛南町に続く宇和島城辺線、海岸線を延びる宇和島下波津島線等が主

要地方道に指定されている。 

   鉄道は、ＪＲ予讃線の宇和島駅、北宇和島駅、高光駅、伊予吉田駅、立間駅、ＪＲ

予土線は北宇和島駅、務田駅、伊予宮野下駅、二名駅、大内駅がある。宇和島駅は特

急停車駅で、松山駅まで特急で約 1 時間 20 分で結ばれている。北宇和島駅で分岐す

るＪＲ予土線は、高知県高岡郡四万十町の若井駅で、土佐くろしお鉄道に接続する。  

港湾は、県の管理する重要港湾の宇和島港と地方港湾の玉津港、岩松港、市の管理

する地方港湾の吉田港がある。宇和島市の漁港は、県の管理する第４種漁港である本

浦港、ほか宇和島市の管理する第２種漁港が 7 港、第１種漁港が 44 港ある。 
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図 2.2.2-8 宇和島市の公共交通網（出典：宇和島市都市計画マスタープラン） 
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2.2.3 被害の地域特性 

①南海トラフで発生する地震と過去の地震災害について 

   南海トラフは、四国南岸から駿河湾沖に至る約 700km の細長い海盆である。南海ト

ラフで発生する大地震は、四国や紀伊半島が位置する大陸のプレートと、その下に沈

み込むフィリピン海プレートの境界面（以下「プレート境界面」という）がすべるこ

とにより発生する。  

震源域全体がすべることで発生する地震が、南海トラフの「最大クラスの巨大地震」

である。この「最大クラスの巨大地震」の震源域は、過去の地震、フィリピン海プレ

ートの構造、海底地形等に関する特徴など、現在の科学的知見に基づいて推定された

ものである。最大クラスの地震が発生すれば、震源域の広がりから推定される地震の

規模はＭ9 クラスとなる。  

歴史記録より、南海トラフでは、白鳳（天武）地震（684 年）から現在までの 1,400 

年間に、Ｍ8 クラスの大地震が少なくとも 9 回起きていることが分かっている。それ

らの歴史地震の多くは、南海地域で発生する地震、東海地域で発生する地震、両域に

またがる地震（両者が同時に発生する）に大別される。 

歴史地震の震源域を見ると、地震が同時に発生しない場合であっても、数年以内の

差でもう一方の領域で地震が発生している。繰り返し間隔の長さと比較すると、これ

らはほぼ同時に活動していると見なせる。過去に起きた大地震の発生間隔は、既往最

大と言われている宝永地震（1707 年）と、その後発生した安政東海・南海地震（1854 

年）の間は 147 年であるのに対し、宝永地震より規模の小さかった安政東海・南海地

震とその後に発生した昭和東南海（1944 年）・南海地震（1946 年）の間隔は約 90 年

と短くなっている。このことは、宝永地震（1707 年）以降の活動に限れば、次の大地

震が発生するまでの期間が、前の地震の規模に比例するという時間予測モデルが成立

している可能性を示している。時間予測モデルには、様々な問題点があることが指摘

されているものの、このモデルが成立すると仮定した場合、昭和東南海・南海地震の

規模は、安政東海・南海地震より小さいので、室津港（高知県）の隆起量をもとに次

の地震までの発生間隔を求めると、88.2 年となる。現時点では昭和東南海・南海地震

の発生から既に約 70 年以上が経過しており、次の大地震発生の切迫性が高まっている

と言える。 
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②宇和島市の被害想定 

   宇和島市で想定される災害としては、四国沖合の南海トラフで発生する巨大地震と

それにより引き起こされる津波、中央構造線断層帯で発生する地震がある。また、毎

年のように台風や大雨による風水害、土砂災害なども起こっている。 

   なお、愛媛県災害廃棄物処理計画では、「愛媛県地域防災計画」おける地震・津波に

ついて表 2.2.3-1 に示す 14 ケースの地震を想定している。風水害については災害の規

模を想定しておらず、被害は定量化されていない。  

これらのことから、本業務で想定する災害の規模は、「災害廃棄物対策指針」及び「愛

媛県地域防災計画」を踏まえ、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震・

津波として南海トラフ巨大地震のうち、基本ケースをベースに考えることとする。 

 

表 2.2.3-1 想定地震における最大震度と発生確率 

（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画） 

 

宇和島市に係る被害想定結果を次に示す。 

 

表 2.2.3-2 想定地震における最大震度 

 南海トラフ

巨大地震 

安芸灘～伊予灘～豊後水道

のプレート内地震 

讃岐山脈南

縁－石鎚山

脈北縁東部

の地震 

石鎚山脈北

縁の地震 

石鎚山脈北

縁西部－伊

予灘の地震 

想定地震① 想定地震② 

（北側） 

想定地震②’ 

（南側） 

想定地震③ 想定地震④ 想定地震⑤ 

宇和島市 7 5 弱 6 弱 4 3 5 強 

（出典：宇和島市地域防災計画） 
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図 2.2.3-1 想定地震の全体位置図（出典：愛媛県地震被害想定調査報告書） 

 

 

図 2.2.3-2 南海トラフ巨大地震の震度分布（5 ケース重ね合せ） 

（出典：愛媛県地震被害想定調査報告書） 
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宇和島市は、愛媛県内でも漁業施設・水産施設（加工場や養殖筏等）が集中してい

る地域であり、それに伴って人口や産業も沿岸部に比較的多く集まっている。漁業施

設・水産施設における地震・津波による被害は、市町別でみると宇和島市が最も大き

く、次いで南側に隣接する愛南町となっている。このことは、被害の地域特性に大き

な影響を与えていると言える。 

 

 

図 2.2.3-3 宇和島市周辺の港湾の位置（出典：愛媛県地震被害想定調査報告書） 
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図 2.2.3-4 宇和島市の浸水想定区域（出典：宇和島市地域防災計画に加筆） 

 

 

図 2.2.3-5 吉田地区の浸水想定区域（出典：宇和島市防災マップ） 

     

吉田地区 

明倫小学校区 

北灘地区③ 

遊子地区 
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図 2.2.3-6 明倫小学校区の浸水想定区域（出典：宇和島市防災マップ） 

 

 

図 2.2.3-7 遊子地区の浸水想定区域（出典：宇和島市防災マップ） 
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図 2.2.3-8 北灘地区③の浸水想定区域（出典：宇和島市防災マップ） 

 

 

図 2.2.3-9 旧由良校区の浸水想定区域（出典：宇和島市防災マップ） 
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2.2.4 災害時処理困難物の発生量、発生場所の予測・推計 

   東日本大震災や過去の災害事例等を参考に、災害時において処理が困難となること

が想定される廃棄物の品目を整理した。 

   処理困難物の発生のメカニズムについて究明することは、廃棄物対策のみならず、

防災の観点においても事前に有効な検討を図ることに役立つと考えられる。 

 

表 2.2.4-1 災害時処理困難物の整理 

有害物質 PCB 含有物機器、有害化学物質、廃油、塗料、 

石綿含有物、感染性廃棄物 

危険物 消火器、ガスボンベ、スプレー缶、燃料、火薬 

農業系処理困難物 農産物、肥料、農薬、農機具類、家畜糞尿・死体 

漁業系処理困難物 

水産物（鮮魚、加工物、養殖用餌料） 

漁具・魚網 

養殖筏 

船舶 

燃料タンク 

冷蔵・冷凍倉庫 

取扱いに注意を要するもの 貴重品、思い出の品 

 

   宇和島市では、有害物質や危険物などの処理困難物が大量に発生する化学工場等は

ほとんどない。農業系処理困難物についても、みかんなどの果樹や米に由来する作物

や肥料、家畜等は、量的には多くないと考えられる。本業務では、宇和島市において

大量に発生することが想定される漁港由来の漁業系処理困難物に的を絞り、廃棄物の

種類ごとにその発生量と発生場所の予測・推計について検討する。 

   検討にあたっては、「漁業系廃棄物処理ガイドライン（環境省）」や東日本大震災に

おける処理実績等を参考にした。 

①水産物 

   宇和島市には、52 の漁港に加えて重要港湾である宇和島港があり、沿岸漁業と養殖

業によって全国有数の水産物の産地である。陸揚げされた魚類はすぐに市場に出荷さ

れるため、漁港近くの冷蔵・冷凍施設で保管されているのは、主に養殖用餌料の原料

となるイワシ、サンマ、アミエビなどである。また、モイスト状の餌料等に加工され

た後に冷蔵保管されるものもある。発災後は、冷蔵・冷凍倉庫等の電源喪失や損壊等

が想定され、大量の水産物の廃棄物等による腐敗性廃棄物が発生する。これらの腐敗

性廃棄物は時間の経過とともに急速に腐敗が進み、悪臭、ハエ・蚊等の衛生害虫、ネ

ズミ等の発生による衛生環境の著しい悪化、感染症の発生等の恐れがあるため、迅速
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な対応が求められる。庫内で冷凍保管している水産物が融解し腐敗が進めば、液体に

近い性状になることも想定され、処理の困難度はさらに増すことになる。 

 

 

写真 2.2.4-1 宇和島港の水産加工施設（左）と冷凍保管されている餌料原料（右） 

 

   廃棄物発生量の推計としては、地震・津波により機能が失われる冷蔵・冷凍施設に

保管されている水産物を対象とし、施設の冷蔵・冷凍能力に稼働率を乗じたものを水

産物の廃棄物の現存量とする。これらの施設は、漁港内や漁港付近の沿岸部に分布し

ており、津波による直接の浸水等の被害率は 100%とする。 

 

推計手順 根拠となるデータ等 

冷蔵能力、1 日当たり冷凍能力 2013 年漁業センサス 

 

施設稼働率 60％（ヒアリングによる） 

被害率 100％ 

 

 

施設稼働率 

 

水産物の廃棄物重量（ｔ） 

図 2.2.4-1 水産物の廃棄物発生量推計の手順 

 

②漁具・魚網 

   宇和島市の漁船漁業は、イワシ、アジ、サバ等の浮魚を対象にするまき網漁業が主

体で、宇和海における生産量の約 7 割を占めている（平成 26 年、漁業・養殖業生産

統計年報）。漁船には 3～5 帖の魚網を搭載しており、また、魚の種類や漁の内容によ

って使い分ける魚網を漁港内の保管施設や空地等に保管している。網の大きさは数百

メートルから千数百メートルであり、材質はナイロンやテトロンで、鉛の錘が取付け

られるか編込まれている。保管されている魚網の中には既に使用しなくなった退蔵物
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も含まれると考えられる。これらの魚網は、津波により大量の災害廃棄物となり、そ

れ自体の処理も困難であるが、他の災害廃棄物と絡まって処理に大きな影響をきたす

ことが考えられる。 

 

写真 2.2.4-2 魚網（左）と魚網に取付けられた鉛の錘（右） 

 

   廃棄物発生量の推計としては、漁船に搭載された漁具・魚網及び漁港内に保管され

ている漁具・魚網を対象とする。漁業種類ごとの魚網重量にそれぞれの船舶数・搭載

数を乗じることにより発生量の目安を推計できる。なお、漁具・魚網の重量について

は、地域、対象魚種，漁場の状況等で重量が大きく変わると言われている。また、保

管については、漁船に搭載した状態あるいは漁港内の保管施設や空き地等（露地）に

保管されており、津波による被害率を 100%と想定する。 

 

推計手順 根拠となるデータ等 

漁業種類ごとの代表的な魚網重量 ヒアリング等による 

  

漁業種類ごとの船舶数 平成 28 年漁船統計表 

漁船 1 隻あたりの魚網搭載数 ヒアリング等による 

  

港湾内保管分 
ヒアリング等による 

 

 被害率 100% 

漁具・魚網廃棄物重量（ｔ）  

図 2.2.4-2 漁具・魚網廃棄物発生量推計の手順 
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③養殖筏 

   宇和島市は、マダイ、ブリ類などの魚類や真珠・真珠母貝の養殖が盛んに行われて

おり、全国有数の産地である。宇和海には数多くの養殖筏が並び、宇和島漁協だけで

も 900 台を数える。魚類の養殖筏の場合、大きさは縦横 10ｍ～12m×深さ 8～10m、

鉄製の枠とプラスチック・発泡スチロールのフロートと網で構成されている。また、

真珠の養殖筏は、筏ロープに約 4ｍ間隔で養殖かごとプラスチック製の浮子を取り付け、

海面に設置されている。 

津波による養殖筏の被災形態としては、係留索が切断されて筏が流出し、筏どうし

が衝突・破損して沿岸に打ち上げられるといった様相が考えられる。筏の係留索が切

断されない場合、筏自体が海面下に沈み、養殖魚は逃げ出すと考えられるが、被災時

に養殖魚が筏の中に残ったままになった場合は、大量の死魚が発生する可能性がある。 

 

 

写真 2.2.4-3 宇和島湾に並ぶマダイの養殖筏（左）と養殖筏近景（右） 

 

   廃棄物発生量の推計としては、魚類と真珠の養殖筏について、標準的な重量にそれ

ぞれの筏数を乗じることにより発生量の目安を推計できる。東日本大震災の事例では、

津波の高さが数十 cm から養殖筏の被害が発生しており、被害率を 100%と想定する。 

なお、沿岸の状況により、同じ津波の高さでも被害の状況が大きく異なることがある。 

 

推計手順 根拠となるデータ等 

養殖筏数   ・魚類（鉄枠、網） 

・真珠（ロープ、浮子） 
漁協へのヒアリング等による 

  

魚類、真珠それぞれの養殖筏の標準重量 ヒアリング等による 

 被害率 100% 

養殖筏廃棄物重量（ｔ）  

図 2.2.4-3 養殖筏廃棄物発生量推計の手順 
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④船舶 

   宇和島市は、宇和海に面して入り組んだ地形を成す沿岸部に重要港湾（宇和島港）

と 52 の漁港を有し、約 3,000 隻の漁船と約 600 隻のプレジャーボートがある。漁船に

ついては総トン数 100 トン未満のものが大多数を占め、プレジャーボートも総トン数

5t 未満の小型のものがほとんどであり、津波による被害を受けやすい。船舶は津波来

襲時に、座礁・乗り上げ等の被害を受け、燃料の流出、船体の衝突による建造物の破

壊等が二次災害の要因となりうる。また、海上の船舶は、係留索切断時に流出し海面

浮遊物となる。エンジンの他に、バッテリー、燃料タンク、消火器、火せん（信号紅

炎などの火薬）等の付属品は有害物や危険物であるため、処理困難性が高い。 

 

 

写真 2.2.4-4 九島漁港遠景（左）と漁港に係留された漁船（右） 

 

   廃棄物発生量の推計としては、津波によって破損・流出する船舶を対象とし、宇和

島市内の船舶の大部分を占める総トン数 100t 未満の漁船及びプレジャーボートを想定

する。漁船統計表で公表されている漁船隻数、漁港港勢調査によるプレジャーボート

隻数にそれぞれの平均的な重量、津波による被害率、廃船率を乗じることにより、発

生量の目安を推計できる。 
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推計手順 根拠となるデータ等 

漁船隻数 平成 28 年漁船統計表 

プレジャーボート隻数 平成 26 年漁港港勢調査、ヒアリング等 

  

漁船平均重量 ・総トン数 5ｔ未満 

2.2ｔ/隻 

東日本大震災により流出した災害廃棄物

の総量推計結果の公表について（環境省

水・大気環境局水環境課海洋環境室平成

24 年 3 月 9 日） 

※岩手・宮城・福島 3 県の平均 

       ・総トン数 5ｔ以上 100ｔ    

    未満）21.4ｔ/隻 

プレジャーボート平均重量 

2.4ｔ/隻 

東日本大震災により流出した災害廃棄物

の総量推計結果の公表について（環境省

水・大気環境局水環境課海洋環境室平成

24 年 3 月 9 日） 

※岩手・宮城・福島 3 県共通 

被害率 津波高 4～8ｍで 50% 津波対策推進マニュアル検討報告書（平成 

14 年） 

廃船率 1/3 災害廃棄物処理業務の記録（宮城県環境生

活部震災廃棄物対策課、平成 26 年 7 月） 

船舶廃棄物重量（ｔ）  

図 2.2.4-4 船舶廃棄物発生量推計の手順 

 

⑤燃料タンク 

   漁港には漁業活動のための給油タンクや燃油類保管施設、給油施設等が多数あり、

地震・津波等の災害発生に対し、配置・構造・管理上、十分な安全性が求められる。 

  タンクの底板や配管の破損等により、タンク内の燃料が流出する被害が発生し、海洋

や土壌の汚染、火災といった 2 次災害を引き起こす要因となり、処理困難性が高い。 

   廃棄物量の推計としては、漁港に設置されている物を対象とし、設置漁港における

給油能力として考えることとし、被害率は 100%と想定する。 

 

推計手順 根拠となるデータ等 

各漁港の給油能力 平成 26 年漁港港勢調査 

  

給油タンク廃棄物量（kL）  

図 2.2.4-5 燃料タンク廃棄物発生量推計の手順 
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⑥災害時処理困難物の発生量推計結果 

   宇和島市における漁業系の災害時処理困難物について、前述した推計手順を用いて

発生量の推計を行った。 

  

表 2.2.4-2 漁業系災害時処理困難物の発生量推計結果 

災害時処理困難物の種類 単位 発生量 数量根拠 

水産物 ｔ 20,212 

・2013 年漁業センサス 

・漁協ヒアリング 

※養殖施設内のものは除外 

漁具・魚網 ｔ 4,150 

・平成 28 年漁船統計表 

・漁協、漁網メーカーヒアリング 

・島根県水産試験場研究報告書等 

養殖筏 ｔ 9,547 ・漁協ヒアリング 

船舶 ｔ 2,615 

・平成 28 年漁船統計表 

・平成 26 年漁港港勢調査 

・日本小型船舶検査機構ヒアリング 

※総トン数 100ｔ未満が対象 

燃料タンク kL 875 
・平成 26 年漁港港勢調査 

※民間事業者の施設は除外 

冷蔵・冷凍倉庫 建築物と一体とみなし、推計結果に算入せず 

（資料編 資-3 参照） 
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2.3 適正かつ円滑・迅速な選別・処理技術の検討 

2.3.1 災害時処理困難物の円滑・迅速な選別・処理技術の検討 

   想定される災害時処理困難物は、その他の災害廃棄物と混ざった混合廃棄物の状態

となり、選別が困難になることが予想される。「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理

方針（マスタープラン）」では、災害廃棄物の処理ルートが示されており、本業務にお

いても災害廃棄物の選別・処理の基本方針として参考にすることとする。 

 

 

図 2.3.1-1 災害廃棄物の処理ルート（出典：環境省マスタープラン） 

 

   災害時処理困難物については、迅速な選別・処理が求められることから、宇和島市

で発生する廃棄物の種類ごとに推計結果及び地域特性をもとに、過去の災害時の処理

事例等も踏まえながら選別・処理技術（方法）を検討する。 

①水産物 

   水産物の廃棄物は、漁港の冷蔵・冷凍倉庫の電源喪失により急速に腐敗が進むと考

えられ、公衆衛生の確保を優先することを考慮して、生活環境に近い所から速やかに

排除、もしくは腐敗を遅らせる措置（消石灰散布等）を行う必要がある。具体的な処

理方法としては、海洋投棄、焼却、埋立、埋設、堆肥化等があるが、被害が大きく廃

棄物発生量が多い場合は、迅速かつ大量に処理することを優先した処理方針の決定と

その実施が求められる。 
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ⅰ 海洋投棄 

    東日本大震災では、冷凍冷蔵施設や市場に保管されていた水産物が、冷凍冷蔵機

能の喪失により腐敗が進み、大量の廃棄物となって悪臭や害虫の発生、感染症発生

等の危険性が高まった。焼却や埋立による処理が困難な状況であったため、海洋汚

染防止法の特例による緊急的な海洋投棄を実施することになった（「緊急的な海洋投

入処分に関する告示」平成 23 年 4 月 環境省告示第 44 号）。 

    海洋投棄の際には、ビニールや段ボール、発泡スチロール等の梱包資材等を取り

除かなければならず、多大な労力を要する作業となる。宇和島市の場合、冷凍冷蔵

施設で保管されているのはパレット形状に冷凍した養殖餌料用の魚類、加工済みの

餌料などであり、水産物が梱包されているケースは少ない。その他には、養殖筏が

被災した際の筏中の魚類等打ち上げられた場合が考えられるが、これについてもバ

ラ魚の状態であるので、比較的迅速に海洋投棄が実施できると考えられる。 

    発災後、港湾の被災状況、迅速な啓開による運搬経路・海上輸送路の確保、搬出

運搬作業や海洋投棄作業に対応できる業者の確保、申請手続等の速やかな対応が課

題として考えられる。 

 

 

図 2.3.1-2 海洋投入処分の許可申請に必要な手続き（出典：環境省資料） 
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図 2.3.1-3 海洋投入処分海域（出典：国立環境研究所資料） 

 

 

写真 2.3.1-1 海洋投棄の作業流れ（出典：環境省東北地方環境事務所「東日本大震災に  

より発生した被災 3 県による災害廃棄物処理の記録」） 
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  ⅱ 焼却 

    魚体は含水率が高いため大量に焼却処理しようとすると燃焼効率が低下し、特に

養殖魚は油分も多く含むため炉を傷めやすい。これらのことに留意し、腐敗が進行

していない段階で適切に焼却処理することが望ましい。腐敗の状態に応じてペール

ボックス等の容器に移し替える等、輸送手段も工夫する必要がある。焼却施設によ

っては、プラスチック系の梱包資材等は受け入れない場合もあるので、焼却条件に

合せた搬入の仕方を考慮することが必要となる。 

 

   ⅲ 埋立 

    海洋投入できない梱包された水産物は、管理型最終処分場への埋立処分を検討す

る。東日本大震災では、水産物の廃棄物から大量の汚水が発生し、浸出水処理施設

の処理能力を大幅に超えたため、処理能力の増強を図らざるを得なくなった例もあ

った。水産物の廃棄物の埋立処分にあたっては、浸出水処理設備の能力を考慮する

必要がある。 

 

   ⅳ 埋設 

    発生量が多く、腐敗が進行するような場合には、緊急的な対応として埋設保管を

行う場合がある。消毒（消石灰散布等）等の措置を行い、粘土質の土地、または底

部をビニールシートで覆った穴等に保管する。必要に応じて埋設物を掘り出し、改

めて処理を行う。 

ただし、埋設保管の期間中にも腐敗は進行し、掘り起こして梱包資材を除去する

等の作業や運搬に関しては、劣悪な環境での作業となり困難を極めたという事例が

東日本大震災の現場からは報告されている。 

 

 

写真 2.3.1-2 水産加工場外に飛散した水産廃棄物（左）と埋設保管された水産廃棄物（右） 

（出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録） 
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ⅴ 堆肥化 

    少量の場合、堆肥化処理することにより肥料等として再利用をすることが可能で

ある。水分や油分が多く腐敗の進行が速い水産物の廃棄物（主に魚類）でも、発酵

による生物分解作用によって効率的・衛生的に堆肥化できる技術が発達している。

概ね 2 ヶ月～6 ヶ月で堆肥化が完了し、できた堆肥は農地や牧草地等への還元が可能

であり、廃棄物の再利用の推進に寄与することができる。 

 

 

写真 2.3.1-3 堆肥化施設の例 

 

 

  ②漁具・魚網 

   津波により大量の漁網等が災害廃棄物となると、他の災害廃棄物等と絡まるなどし

て、処理困難性をさらに高めてしまうと考えられる。  

漁網を分別しても、そのままでは破砕・選別装置を閉塞させる等の処理上の問題が 

大きく、また、重機による引きちぎりやギロチン式の裁断機等で裁断等の前処理をし

たものでも、錘としての鉛が装着され、ロープにも編み込まれている場合もあるため、

鉛の除去を行わなければ、その後の焼却処理や最終処分等における適正処理に支障を

きたすことが想定される。 

   東日本大震災の事例によると、鉛選別作業は、漁業者など漁網に詳しい方に依頼し 

て手作業で行われた。鉛が編み込まれたロープの除去には多大な労力と時間を要した。 

選別され、一定の大きさに切断された漁網・ロープ（鉛を含まないもの）は、焼却処 

理または最終処分した。鉛除去・洗浄後の漁網は、プラスチック原料として輸出され 

た例もあった。 
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図 2.3.1-4 魚網廃棄物の処理フロー例 

 

写真 2.3.1-4 魚網廃棄物の処理例（出典：環境省東北地方環境事務所「東日本大震災

により発生した被災 3 県による災害廃棄物処理の記録」） 
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  ③養殖筏 

   魚類の養殖筏は、主に枠（鋼材）と網（金網かポリエステル製）、発泡スチロールの

フロート等で構成される。真珠の養殖筏は、筏ロープ（主にポリエステル製）と浮子

（プラスチック製）、金網の養殖かご等で構成されている。発災時には、沿岸部に大量

の災害廃棄物として発生する可能性があり、漁港地域の復旧を遅らせないためにも迅

速な分別と適正な処理が必要となる。 

    

 

写真 2.3.1-5 魚類の養殖筏の枠（左）と真珠の養殖筏のロープと浮子（右） 

 

表 2.3.1-1 養殖筏廃棄物の分別と処理方法の例 

筏の種類 廃棄物の内訳 処理方法の例 

魚類養殖筏 

鉄製枠 金属リサイクル 

金網 リサイクル可能だが、付着物が多い場合は最終処分 

ポリ網 
リサイクル可能だが、分別等が困難な状態の場合は

裁断して焼却または最終処分 

フロート 
破損が少ないものは再利用、または原料リサイクル

が可能。それ以外のものは焼却または最終処分 

真珠養殖筏 

ロープ 裁断して焼却または最終処分 

浮子 

破損が少ないものは再利用、または減量リサイクル

が可能。再利用できないものは破砕して焼却または

最終処分 

養殖かご 
金属製でありリサイクル可能だが、付着物が多い場

合は最終処分 
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④船舶 

   船舶については、再利用か従来ルート（FRP 船リサイクルセンター等）での処理が   

  求められるが、環境省「東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライ

ン（暫定版）（平成 23 年 7 月）によると、外形上から判断して、その効用をなさない

状態にあると認められるものは撤去し、仮置場等に移動させて差し支えない。その上

で、所有者等が判明する場合には、所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡し

を求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、廃棄（処理）するとある（移動及び

処理を行う前に、写真等で記録しておくことが望ましい）。 

   船舶廃棄物の処理については、保管場所の確保、バッテリー等の危険･有害物の解体

の手間、船体に残っている燃料の抜き取り、アスベストが使用されている場合等の課

題がある。 

 処理フローを下図に示すが、東日本大震災ほどの大規模災害を想定していなかった

ため、処理業者の受入能力が小さく、実際にはリサイクルは難しかった。そのため、

二次仮置場で破砕後、焼却処理されることが多かった。 

 

図 2.3.1-5 宮城県 船舶の処理フロー（案） 

（出典：宮城県環境生活部震災廃棄物対策課「被災船舶処理指針」平成 25 年 5 月） 
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⑤燃料タンク 

   タンク内の燃料が流出する等の被害が発生した際には、オイルフェンス等による海

面汚染や海泥油濁等への対策を施し、環境汚染の拡大を防止する。漏えいあるいはタ

ンク内に残留した燃料は速やかに回収し、専門業者に再利用・処分を委託する。引火

などによる火災に備えて消防との連携等の対策を講じることも必要と考えられる。 

燃料が地面に漏えいした場合の燃料混じりの土砂については、セメント原料として

のリサイクル等がある。 

 

 

図 2.3.1-6 燃料タンク廃棄物の処理フロー例 
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2.3.2 現有処理施設の活用及び広域的な処理方法の検討 

   宇和島市域の廃棄物処理施設と災害廃棄物の処理可能量を整理したうえで、県内の

一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設の処理能力を把握する。災害廃棄物の処理

施設及び中間処理に係る業者の確保可能性について、「災害廃棄物対策四国ブロック協

議会」に参加する事業者団体等との連携を図り、必要な場所・場面における活用の可

能性を検討する。 

 

表 2.3.2-1 宇和島市の一般廃棄物処理施設 

中 間 処 理 施 設 

施 設 名 称 宇和島市環境センター 

所 在 地 宇和島市祝森乙 266 番地 4 

工 期 着工：昭和 57 年 7 月／竣工：昭和 59 年 8 月 

敷 地 面 積 7,112 ㎡ 

〈ごみ焼却施設〉 

処 理 能 力 120ｔ/日（60ｔ/24ｈ×2 炉） 

処 理 方 式 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ式） 

〈粗大ごみ処理施設〉 

処 理 能 力 30ｔ/5ｈ（破砕＋磁選機） 

施 設 名 称 津島町クリーンセンター、津島町リサイクルセンター（休止中） 

所 在 地 宇和島市津島町高田丁 165 番地 3 

工 期 着工：平成 5 年 9 月／竣工：平成 7 年 3 月 

敷 地 面 積 4,660 ㎡（建築面積 2,296 ㎡） 

〈ごみ焼却施設〉 

処 理 能 力 20ｔ/日（10ｔ/8ｈ×2 炉） 

処 理 方 式 機械化バッチ式 燃焼式焼却炉（ストーカ式） 

〈リサイクル施設〉 

処 理 能 力 3ｔ/日（破砕＋選別資源化） 

施 設 名 称 宇和島市ストックヤード 

所 在 地 宇和島市保田甲 1888 番地 

工 期 着工：平成 13 年 3 月／竣工：平成 13 年 3 月 

敷 地 面 積 779.24 ㎡（建築面積 285.26 ㎡） 

処 理 能 力 ペットボトル減容（全自動）200kg/ｈ 

施 設 名 称 宇和島地区広域事務組合環境センター（竣工予定） 

所 在 地 宇和島市祝森甲 3799 番地 

工 期 着工：平成 26 年 5 月／竣工：平成 29 年 9 月（予定） 
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敷 地 面 積 27,693 ㎡（建築面積 9,045 ㎡） 

〈熱回収施設〉 

処 理 能 力 ごみ焼却施設 120ｔ/日（60ｔ/24ｈ×2 炉） 

処 理 方 式 全連続式ストーカ炉方式 

〈資源回収施設〉 

処 理 能 力 20ｔ/5ｈ 

  

最 終 処 分 場 

施 設 名 称 宇和島市一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 宇和島市保田乙 541 番地 

工 期 着工：   ／竣工：平成 4 年 10 月 

埋 立 面 積 21,000 ㎡ 

埋 立 容 量 132,000 ㎥ 

埋 立 構 造 準好気性埋立構造 

施 設 名 称 蛇堀不燃物最終処分場（休止中） 

所 在 地 宇和島市吉田町河内甲 2371 番地 

工 期 着工：   ／竣工：昭和 62 年 3 月（平成 24 年度から休止中） 

埋 立 面 積 5,060 ㎡ 

埋 立 容 量 81,000 ㎥ 

埋 立 構 造 サンドイッチ埋立方式 

施 設 名 称 是能不燃物最終処分場 

所 在 地 宇和島市三間町是能 1486 番地 2 

工 期 着工：   ／竣工：昭和 55 年 3 月 

埋 立 面 積 5,300 ㎡ 

埋 立 容 量 18,550 ㎥ 

埋 立 構 造 サンドイッチ埋立方式 

  

し 尿 処 理 施 設 

施 設 名 称 宇和島地区広域事務組合クリーンセンター 

所 在 地 宇和島市長堀 2 丁目 4 番 1 号 

工 期 着工：平成 3～6 年度／竣工：平成 7 年 3 月 

敷 地 面 積 約 4,000 ㎡ 

処 理 能 力 175kl/日（し尿 148kl/日、浄化槽汚泥 27kl/日） 

処 理 方 式 標準脱窒処理方式＋高度処理設備 
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表 2.3.2-2 宇和島市の既存焼却施設の災害廃棄物処理可能量 

 
宇和島市環境センター 

宇和島市広域事務組合 

クリーンセンター 

高位シナリオ 

（分担率 20％） 
4,064ｔ/年度 6,048ｔ/年度 

中位シナリオ 

（分担率 10％） 
稼働年数により除外 3,024ｔ/年度 

低位シナリオ 

（分担率 5％） 
稼働年数により除外 

処理能力（公称能力）余裕分の

割合により除外 

（資料編 資-6 参照） 

 

 

図 2.3.2-1 愛媛県内の広域ブロック別の一般廃棄物処理施設能力 

（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画） 
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図 2.3.2-2 愛媛県内の広域ブロック別の産業廃棄物処理施設能力 

（出典：愛媛県災害廃棄物処理計画）     
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2.3.3 事業者、有識者へのヒアリング 

   災害時処理困難物の処理について、過去の大規模災害における処理事業に関わった

自治体や事業者、有識者等にヒアリングを行い、選別・処理技術の検討に関する情報

を収集した。 

①被災自治体へのヒアリング 

   東日本大震災における災害廃棄物処理の経験を有する岩手県担当者へのヒアリング

を実施した。 

 

表 2.3.3-1 災害廃棄物及び処理困難物の処理に関する岩手県へのヒアリング結果 

項目 ヒアリング内容 

基本方針 

・廃棄物部局では、原則として陸上にある廃棄物の処理のみを行った。港湾

内の浮遊物や海底から引き揚げられた廃棄物については、各港湾（漁港）管

理者により、その復旧事業として処理した。 

・各市町では、廃棄物処理の担当者が限られており、処理にあたっては水産

関係者との調整もあるため、水産担当部署との役割分担を協議したうえで業

務を進めた（地元窓口は水産課で対応していた印象）。 

腐敗性水産物 

・量の差はあれ、各漁港の冷凍倉庫内の冷凍鮮魚が停電により腐敗した。各

市町からの相談を受けて県も各方面との調整を図ったが、港の被害が大きい

ため海洋投棄はすぐに間に合わず、数ヶ所の市町で地中埋設を行った。 

・６月になってようやく海洋投棄の調整ができたが、地中埋設物は腐敗が進

行しており、掘り起こして再度船積みする作業は、非常に劣悪な作業環境で

困難を極めた。特に大船渡市では、加工用に下処理された魚がビニール包装

されており、海洋投棄のためにはそれを除去する必要があった。請負ってい

た業者の苦労は相当なものだったろう。 

・家畜等の動物ならともかく、後の事を考えれば水産物の地中埋設は行うべ

きではない。海洋投棄が早くできるのであれば、それに越したことはない。 

漁具・魚網 

・魚網の処理は、どこでもたいへん苦労した。ロープに編込んだ鉛の除去や

裁断などの工程はかなり面倒である。重量も結構あるのでばかにならない。 

・平常時はそのまま埋立処分されているものだが、東日本大震災では、放射

能の問題もありなかなか受け入れてもらえなかった。 

養殖筏 
・養殖用の生簀や筏もあったが、陸に打ち上げられた量が少なかったのか、

処理における特別な印象はない。 

船舶 

・移動させる際に、燃料漏れを起こして油が広がったりすることに注意が必

要。排気筒部分にアスベストが使われているものもあった。 

・大型船舶は、保険の適用により処理された（自治体はほとんど関与せず）。 

燃料タンク 漁港の燃料タンクは、火災や油漏れを起こすので注意が必要。 
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②各方面へのヒアリング 

   災害廃棄物及び処理困難物の処理について、実績を有する事業者や有識者にヒアリ

ングを実施し、検討に関する情報を収集した。 

 

表 2.3.3-2 災害廃棄物及び処理困難物の処理に関する各方面へのヒアリング結果 

ヒアリング先 ヒアリング内容 

〈地方自治体〉 

A 市 

・水害により中心部を含む市域の半分近くが被災した経験がある。 

・計画等の事前準備が何もなかったために、災害廃棄物処理に多大な

時間、労力、費用を要した。 

・災害廃棄物処理計画を策定し、協力体制（災害協定、広域連携）構

築しておくことは必須。 

・災害廃棄物の処理に際しては、補助対象事業であることを徹底的に

意識する必要がある。 

B 市 

・赤潮で死んだ養殖魚を焼却処理した際、一度に多く投入すると焼け

残りが発生し、再度炉に投入する必要があった。養殖魚は油分が多く、

その油によって炉を傷めてしまった。 

〈業界団体〉 

産業廃棄物協会 

・通常の取引先等の処理もあるので、県の計画などに記載されている

字面どおりの処理能力があるわけではない。 

・処理量を減らすためにも、仮置場における分別の徹底や退蔵ごみを

入れない運営が必要。 

・埋立処分については、最終処分場の容量が不足している地域が多く、

処分量を減らすための中間処理やリサイクルは有効。 

・最終処分場が一気に埋まれば、その後の税金、事業の継続性と雇用

確保など事業計画上の問題が山積する事態に陥る。できれば計画的に

受け入れをしたいというのが事業者の立場。 

・漁業系の災害廃棄物は塩分濃度が高く、焼却炉を傷めやすい。 

・動物や魚の死骸の焼却には、ロータリーキルン炉が適している。 

・自動販売機など、廃棄物の種類によっては、メーカー側による回収・

処理が行われた事例もあり、協力体制を整えておくことも有効。 

・大規模災害時の廃棄物処理は、地元だけでは対応できない。他の地

域の自治体や業者と協力して迅速に対応することが求められる。過去

にもこのことが原因で廃棄物の撤去、処理が進まなかった事例があり、

行政による方針の決定と調整が必要。 
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ヒアリング先 ヒアリング内容 

建設業協会 
・ダンプや重機はオペレーター共に不足しているのが現状。 

・漁港地域では、道路啓開と港湾復旧をリンクさせて考えるべき。 

〈事業者〉 

産廃処理業者 A 

（愛媛県内） 

・50t/日×2 炉で交互運転しており、額面上は 50t/日の余力があるとい

うことになる。 

・基本的に東予地区の受入れを優先しているので、県全域的な災害の

場合はエリア外からの災害廃棄物の受入れは難しいかもしれない。 

・魚網は地元漁協から受け入れたことがあるが、フレコンバッグに詰

め込んだ状態で直接キルン炉に投入した。 

・溶融スラグは路盤材として再利用、飛灰は金属回収・セメント原料

としてリサイクルしており、最終処分はない。 

産廃処理業者 B 

（愛媛県内） 

・120t/日のロータリーキルン炉が 2 炉あり、動物の死体や植物性残渣

なども受け入れている。 

・東北の魚網を処理する話があって準備も整えたが、放射能の問題で

愛媛県内への受入れは実現しなかった。 

・現在、熊本の震災廃棄物（木材、廃プラ類）を受け入れている。 

産廃処理業者 C 

（愛媛県内） 
・斃死魚を乾燥、発酵によって肥料化しており、処理能力は 40ｔ/日。 

プラントメーカー 

・家畜等の死骸は腐敗の進行が速いため、凍結後に破砕することによ

って、運搬性が向上し、液体漏れや飛散を防ぎ、衛生的・効率的に焼

却炉に投入することができた。 

〈有識者〉 

研究機関 

・冷凍倉庫の機能を損なわないための非常用予備電源の設置、倉庫の

密閉性を高めて臭気の漏えいを抑制、岸壁で保管している魚網を被災

しにくい場所での保管など、災害廃棄物量を減らす対策を考えるべき

である。 

・海洋投棄は迅速に着手することが肝心であり、手順を整理して、投

棄するポイントを決めておくなどが必要。 

・沿岸地域は道路が狭く、漁港の災害廃棄物の運搬には船舶の利用も

検討すると良い。 

・災害は今日明日に起こるとは限らないので、一度に完成することに

とらわれず、時間をかけて整備していく取組もある。 
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2.4 適正な利活用の検討 

2.4.1 処理困難物の利活用のためのフローの検討 

   巨大地震等の大災害時には、大量の混合廃棄物が発生する。全国的にも最終処分場

の余力は小さいため、災害廃棄物の再利用化を進めることは、処理・処分量を減らし、

災害対応力を向上させるために必要不可欠である。平時より処理困難物として扱われ

ている廃棄物の中にはセメント原料や建設資材・路盤材等として利活用されているケ

ースもあるが、漁港由来の災害時処理困難物について、東日本大震災や過去の大規模

災害時の事例を参考に、適正な利活用について検討する。 
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図 2.4.1-1 リユース・リサイクルも含めた処理困難物の処理フロー例 
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2.4.2 災害廃棄物の利活用のための受入先に関する情報収集 

   災害廃棄物の利活用のための受入先については、「災害廃棄物対策四国ブロック協議

会」における調査結果等をもとに、廃棄物の種類ごとに受入先候補や品質に対する適

合可能性、制約条件や問題点等について検討する。 

 

表 2.4.2-1 受入先における受入品目と受入れ基準関連項目 

受入先 受入品目 受入禁止物 受入基準関連項目 

セメント工場 

可燃物（原料化） 危険物等 粒径、塩分濃度 

可燃物、廃タイヤ

等（燃料化） 

金属等不燃物、土砂等の異

物 
粒径、塩分濃度 

公共事業 
再生土砂、再生砕

石、造粒固化物 
有機物、有害物質等 

構造物に求められる

品質基準 

焼却施設 

（エネルギー 

・熱回収） 

可燃物 

爆発物、金属等不燃物、塩

化ビニール類、プラスチッ

ク類、発砲スチロール、土

砂等 

粒径、長さ、発熱量 

最終処分場 

（利活用困難） 

不燃残渣 
有機物、廃石綿、PCB 等 

特別管理廃棄物等 

ふるい下残渣のため、

特に基準なし 

焼却残渣 処分場ごとで設定 ― 

漁網、石膏ボー

ド、その他品目 
受入品目以外 溶出基準、石綿含有率 

 

表 2.4.2-2 災害廃棄物の再利用が可能な民間事業者に関するヒアリング結果 

ヒアリング先 ヒアリング内容 

セメント業者 (1)受け入れ可能性 

 ・熱エネルギー代替として木くず、廃プラ（破砕品）等 

 ・原料代替として土砂等 

(2)受入れ要件 

 ・熱エネルギー代替の場合、濃度制限（塩素）、禁忌品（ライター、

電池類、ガスボンベ等の火災発生源、金物やガラ等の破砕設備を傷

めるもの、アスベスト等の有害物質、導電性物、生ごみ等）、一定以

上の発熱量が必要など。 

 ・原料代替の場合、原料の成分調整が品質に大きな影響を及ぼすこ

とから、サンプルによる成分分析が必要となる。濃度制限（塩素、

アルカリ、重金属類）、禁忌品（熱エネルギー代替と同じ）。 
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ヒアリング先 ヒアリング内容 

金属製錬業者 (1)受け入れ可能性 

 ・原料代替として、産業廃棄物 20 種類すべて利用可能 

(2)受入れ要件 

 ・特定物質の濃度等は、廃棄物処理法における埋立基準に適合する

ことが望ましい。 

 ・木くず、金属類、プラスチック類、陶磁器などに分別することが

望ましい。スプレー類、消火器類、ガスボンベ、灯油やガソリンの

缶等の火災発生源となる危険物は必ず分別する必要がある。 

プラスチック 

再生業 

(1)受入れ可能性 

 ・原材料代替等として、ペレット（プラスチック原料）や RPF の製

造の際に、木くずや廃ブラスチック等が利用可能 

(2)受入れ要件 

 ・分別及び破砕機能を有している業者では、受け入れる廃棄物のサ

イズ等に制約はない。 

 ・土砂混じりのものは、処理工程の各機械を傷めてしまうので、再

生利用することは難しい。 

 ・許認可を受けている範囲での廃棄物の受入れとなる。 

コンクリートがら 

解体・再生業 

(1)受け入れ可能性 

 ・原料代替として、路盤材等の製造の際にコンクリートがら等が利

用可能。 

(2)受入れ要件 

 ・分別及び破砕機能を有している業者では、サイズ等に制約はない。 

 ・土砂混じりのものは、処理工程の各機械を傷めてしまうので、再

生利用することは難しい。 

（出典：災害廃棄物対策四国ブロック協議会資料より抜粋） 

 

   災害廃棄物の利活用について、災害廃棄物由来の再生材の受入先及び利用先（ユー

ザー）を確保することが、継続的な取組において重要である。なお、受入施設及び利

用先候補のリストアップについては、災害廃棄物対策四国ブロック協議会において、

広域的な検討が行われている。 
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2.5 仮置場・最終処分地等の検討 

2.5.1 仮置場の候補地の検討 

   大規模災害により大量の災害廃棄物が発生した地域では、仮置場の用地不足が想定

される。宇和島市の場合、沿岸部は複雑に入り組んだ海岸線と急峻な山肌が迫る地形

であり、まとまった面積の用地確保が難しくなることも考えられる。加えて、処理困

難物は、人の健康や生活に悪影響を与えるような腐敗性廃棄物や有害物質含有廃棄物

が含まれるため、住宅や病院・福祉施設、学校等の近くを避けるなどの配慮が必要と

なる。 

   仮置場の候補地を選定する際の流れを以下に示す。 

  

 

図 2.5.1-1 仮置場候補地選定の流れ（出典：災害廃棄物対策四国ブロック協議会資料） 

 

 

   なお、仮置場の種類は次のとおりである。 

 

 

図 2.5.1-2 災害廃棄物処理の大まかな流れと仮置場の種類 

（出典：災害廃棄物対策四国ブロック協議会資料） 
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   大規模災害が発生したときの仮置場の検討対象地については、宇和島市が保有する

空地等を基本として考え、次に県有地、国有地、民有地の順に検討する。仮置場の候

補地として検討を進める際には、選定基準として下表のような事項が考えられる。 

二次仮置場ついては、復興事業等における需要の増大には時間がかかると想定され

ることから、再生材の保管場所等を考慮した余裕のある用地確保が理想的である。 

選定基準の条件をすべて満たすことは難しく、その場合は、できるだけ条件を満た

すことが多いものから優先的に検討し、満たしていない条件については、対応策を講

じたり、制限事項として留意することで利用が可能になる。 

 

表 2.5.1-1 仮置場候補地の選定項目 

項目 条件 理由 

所有者 

・公有地（市町村有地、県有地、国

有地）が良い 

・民有地は、下記が望ましい 

 地権者の数が少ない 

 地域住民との関係性が良好 

迅速に用地を確保する必要があ

るため。 

面積 
一次仮置場 ・広いほど良い  

二次仮置場 ・12ha 以上 仮設処理施設等を併設するため。 

周辺の土地利用 

・住宅地でない方が良い 

・病院、福祉施設、学校等がない方

が良い 

・企業活動や漁業等の住民の生業の

妨げにならない方が良い 

粉塵、騒音、振動等の影響がある

ため。 

土地利用の規制 
・法律等により土地の利用が規制さ

れていない 

粉塵、騒音、振動等の影響がある

ため。 

前面道路幅 ・6ｍ以上が良い 大型トラックが通行するため。 

輸送ルート 

・高速道路のインターチェンジから

近い方が良い 

・緊急輸送路に近い方が良い 

・鉄道貨物駅、港湾が近くにある方

が良い 

災害廃棄物を搬送する際に、一般

道の近隣住民への騒音や粉塵等

の影響を軽減させるため。 

広域搬送を行う際に、効率的に災

害廃棄物を搬送するため。 

土地の形状 
・起伏のない平坦地が望ましい 

・変則形状である土地を避ける 

災害廃棄物の崩落を防ぐため。 

車両の切り返し、レイアウトの変

更が難しいため。 

土地の基盤整備の状況 ・地盤が硬い方が良い 地盤沈下が起こりやすいため。 
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項目 条件 理由 

・アスファルト敷きの方が良い 
土壌汚染しにくい、ガラスが混じ

りにくいため。 

・暗渠排水管が存在しない方が良い 
災害廃棄物の重量により、暗渠排

水管の破損可能性が高いため。 

設備 

・消火用の水を確保できる方が良い 

仮置場で火災が発生する可能性

があるため。 

水が確保できれば、夏場はミスト

にして作業員の熱中症対策にも

利用可能。 

・電力を確保できる方が良い 
破砕分別処理の機器に電気が必

要であるため。 

被災考慮 

・各種災害（津波、洪水、土石流等）

の被災エリアでない方が良い 

迅速に用地を確保する必要があ

るため。 

・河川敷は避けるべき 

・水につかりやすい場所は避ける方

が良い 

梅雨に増水の影響を受けるため。 

災害廃棄物に触れた水が河川等

へ流出することを防止するため。 

地域防災計画での位置

付け有無 

・仮設住宅、避難所等に指定されて

いない方が良い 

当該機能として利用されている

時期は、仮置場として利用できな

いため。 

・道路啓開の優先順位を考慮する 
早期に復旧される運搬ルートを

活用するため。 

（出典：災害廃棄物対策四国ブロック協議会資料） 
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   宇和島市において仮置場として検討対象としている土地を以下に示す。 

また、宇和島市内には５つの有人離島（九島、嘉島、戸島、日振島、竹ヶ島）があ

るが、災害時には孤立化の危険性があるため、全島避難などの対策を取ることが考え

られる。その後、被災状況を確認・考慮しながら、各島において災害廃棄物を集積し、

二次仮置場等に搬出しやすいように分別等を行うことが望ましい。 

 

図 2.5.1-2 宇和島市における仮置場検討対象地 

名称 所在地 面積（㎡） 備考 

宇和島市環境センター 宇和島市祝森 7,112 施設解体後に全面使用可能 

津島町クリーンセンター 

津島町リサイクルセンター 
宇和島市津島町高田 4,660 施設解体後に全面使用可能 

吉田町アマドック 宇和島市吉田町鶴間 2,785 施設解体後に全面使用可能 

是能不燃物最終処分場 宇和島市三間町是能 5,300 
安定型相当物処分場、数年

後に埋立終了見込み 

宇和島市一般廃棄物最終

処分場 
宇和島市保田 21,000 

管理型最終処分場の埋立終

了箇所が使用可能 

南予レクレーション都市

公園 
宇和島市津島町近家 62,000 

県有地が隣接しており、交

渉によって拡大使用可能 

各漁港施設用地 宇和島市内   

 

 

写真 2.5.1-1 南予レクレーション都市公園 
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2.5.2 最終処分地の候補の検討 

   宇和島市の既存最終処分場について、稼働状況、残余容量等について調査し、処理

可能量を推計した。処理困難物における適正な最終処分を検討するにあたり、各処分

場の場所、地形、機能等について検討する。 

 

表 2.5.2-1 宇和島市の既存最終処分場の処理可能量 

 宇和島市一般廃棄物

最終処分場 

是能不燃物 

最終処分場 

蛇堀不燃物 

最終処分場 

高位シナリオ 

（40％分担） 
880 ㎥/年度 残余年数により除外 100 ㎥/年度 

中位シナリオ 

（20％分担） 
440 ㎥/年度 残余年数により除外 50 ㎥/年度 

低位シナリオ 

（10％分担） 
220 ㎥/年度 残余年数により除外 25 ㎥/年度 

（資料編 資-6 参照） 

 

表 2.5.2-2 宇和島市における最終処分場の状況 

施設名称 検討内容 

宇和島市一般廃棄物最終

処分場 

・管理型最終処分場。 

・市内中心部から近く、宇和島道路との接続も良い。 

・ほとんどの品目は受入れ可能だが、大量の魚類等は浸出水処

理施設への影響が大きいと考えられる。 

・埋立がほぼ終了した箇所は仮置場に適している。 

是能不燃物最終処分場 

・安定型相当物のみ埋立可能（遮水工なし）。 

・松山自動車道と県道に近く、道路沿いでアクセスは良い。 

・付近に住宅団地など民家もあり、留意が必要。 

・平成 33 年に埋立終了予定であり、仮置場としての活用可能 

・場内に電源及び水道がある。 

蛇堀不燃物最終処分場 

・安定型相当物のみ埋立可能（遮水工なし）。 

・離合困難な細い道路で、民家の間を通るという条件的には厳

しいルートである。 

・現在休止中であり、残余容量は比較的大きい（約 4.8 万㎥）。 

・場内は海岸に向かって傾斜しており搬入面積や埋立方法に制

約がある。 



54 

 

 

写真 2.5.2-1 宇和島市一般廃棄物最終処分場（右は埋立がほぼ終了した箇所） 

 

 

写真 2.5.2-2 是能不燃物最終処分場 

 

 

写真 2.5.2-3 蛇堀不燃物最終処分場 
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2.6 総合的な検証 

2.6.1 処理困難物への対応 

   前節までに検討した、宇和島市で発生が想定される災害時処理困難物の適正・迅速

な処理方法について、対象物ごとに特徴、制約条件、課題点について下表に整理して

示す。なお、本表については、後述する現地調査、意見交換会で得られた情報を加味

して記述している。 

 

表 2.6.1-1 処理困難物の処理方法の総合評価 

種類 処理方法 安全性 迅速性 受入量 再利用 留意事項等 

水産物 

(鮮魚、加工

物、養殖用

飼料） 

海洋投入 ○ △ ○ × 

許可手続が必要 

港の復旧と船の調

達が必要 

焼却処理 ○ △ ▲ ▲ 
一廃炉は困難  

産廃炉は要調整 

埋立処分 ▲ ○ ▲ × 
環境保全上問題 

県内残容量不足 

堆肥化 ○ △ ▲ ○ 
受入量に限界 

セメント原料

化 
○ ▲ ○ ○ 

受入先要調整 

長距離輸送に課題 

漁具・漁網 
直接埋立処分 ▲ ○ ▲ × 

管理型処分 

受入容量不足 

手選別処理 ○ × △ △ 作業性に課題 

養殖筏 選別・破砕処理 ○ ▲ ▲ ○ 

産廃施設で受け入

れ可能だが、破砕

処理能力不足のお

それ 

廃船舶 

（FRP 船） 

破砕後焼却 ○ △ △ ▲ 
広域認定制度の活

用が必要 

破砕後燃料化 ○ △ △ △ 
セメント工場等の

受入調整要 

燃料タンク 
燃料抜取り後

解体 
△ △ △ ○ 

汚染拡散防止措置

が必要 

○：適正に対応可能 △：やや課題あり ▲：課題多い ×：困難あるいは不適 
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実際に災害が発生した場合には、被害の状況と処理困難物の発生状況に応じて、緊

急度、処理の実現性、安全性、コスト等を総合的に勘案して適切な処理方法を選択して

いく必要がある。 

 

 

2.6.2 地域特性による課題と対応 

①災害廃棄物処理のスキーム 

   愛媛県内の一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設は、中間処理施設、最終処分

場ともに余力は大きくない。県の災害廃棄物処理計画では、ブロック化による近隣市

町と連携した災害廃棄物処理が計画されている。また、県内の産業廃棄物処理施設の

活用、県域を越えた処理やリサイクルの方策については、県を通じた広域的な調整に

期待するところが大きい。他方、水産業関連に由来する処理困難物については、佐田

岬半島以南高知県に至るまでの沿岸域が共通の課題に直面することが容易に想像でき

ることから、沿岸域の自治体が協力連携してその処理体制を検討しておく必要性があ

ると考えられる。 

 

②地勢上の制約条件 

   宇和島市は海岸線が複雑に入り組んだ地形で平坦地が少なく、海岸沿いに集落が点

在し、道路は切り立った斜面際を縫うように走るという特徴を有している。このため、

大規模災害時には道路の寸断や港の機能停止が予想される。仮置場の候補地について

は、市の廃棄物処理施設用地を中心に検討されているが、交通の遮断等の被害予測を

考慮しつつ、用地の確保を進めていく必要がある。また、市内には複数の有人離島が

あり、ここで発生する災害廃棄物の処理方法についても検討の必要がある。 

例えば、島内に移動式の破砕処理設備を持ち込み、船舶で運搬しやすい形状にする

等の方法が考えられる。 

 

 

2.6.3 被害の最小化 

処理困難物対策に関する様々な負担を軽減する方法として、災害発生を想定して平

常時から防災・減災対策を進め、処理困難物の発生量自体を抑制することが有効であ

る。宇和島市の現状から、以下のような取り組みを検討することが望ましい。 

①冷凍・冷蔵施設の予備電源確保 

   冷凍・冷蔵施設には商用電源のみに頼り、停電時の予備電源を持たないものが見受

けられる。津波高さより高い位置に非常用発電機を設置する等の対策を取ることによ

り電源喪失を回避し、水産物の腐敗を防ぐことが可能となる。 
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②資材保管場所の工夫 

   作業や業務の効率性から一定の限界はあるが、処理困難物となるものや、処理に必

要となる機材のうち、使用していないものを津波到達予想地域外に保管することによ

り、処理困難物の発生抑制、処理の迅速化を図ることができる。また、被災が予想さ

れる冷凍・冷蔵施設内の水産物を、一時的に被災しにくい山側にある冷凍・冷蔵施設

に移設保管できるよう、事業者間での協定締結を検討する方法も考えられる。 

 

③退蔵品の処理促進 

   所有者に今後利用の意思がないにもかかわらず、廃棄されずに留め置かれ「退蔵品」 

となっている漁網、船舶などについては、平常時から積極的に処理の推進を図ること 

により、災害時に処理困難物となるのを防ぐことが可能である。 

 

 

2.6.4 今後の取り組みについて 

 前項までに検討した処理困難物に関する諸課題への対応方策を踏まえ、今後の市と

関係機関における協力・連携のあり方の概念図を下図に示す。 

 

 
 

図 2.6.4-1 今後の取り組み（概念図）  
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2.7 現地調査、意見交換会 

2.7.1 現地調査 

   宇和島市で発生が想定される災害時処理困難物の適正・迅速な処理手法の検討のた

め、特に分別・破砕等が困難な漁具・魚網、養殖筏の主要素材や、腐敗性の高い養殖

用餌料等の水産物の貯蔵形態等について第 1 回現地調査を実施した。 

   また、仮置場や最終処分地について、候補としての適性を調査・検討するにあたり、

第 2 回現地調査を実施した。 

 

①第 1 回現地調査 

調査実施日：平成 29 年 2 月 3 日（金）午前 9 時半～11 時半 

調査対応者：宇和島漁業協同組合（広沢代表理事専務） 

調査参加者：宇和島市生活環境課（宮本課長補佐）、環境省中国四国地方環境事務所 

（山本課長、大谷専門官）、国環境研究所（山田室長）、事務局（㈱東

和テクノロジー：高田、佐伯、㈱廃棄物工学研究所：石坂、大畑） 

 

ⅰ 調査対象 

   宇和島地域で盛んな水産業に係る処理困難物について、その種類・性状や発生場所

を把握するため、以下の地点を対象に現地調査を行った。調査地点を下図に示す。 

ア 宇和島漁協ペレット工場周辺 

イ 九島・蛤地区とその対岸 

ウ 宇和島漁協第二出荷場 

 

図 2.7.1-1 第 1 回現地調査地点 
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ⅱ 調査結果 

ア 宇和島漁協ペレット工場周辺  

宇和島漁協所属の組合員が利用する氷やペレット（養殖魚えさ）を製造に関す

るする施設（冷凍。冷蔵倉庫、製氷工場、ペレット製造工場）が集まっている。

施設周辺地区（築地町）では、津波が 4ｍ程度と想定されている。 

 

ア-1 ペレット（養殖魚えさ）用雑魚の冷凍施設 

＜概要＞ 

・ペレット（養殖魚えさ）の原料となる雑魚をマイナス 20℃で冷凍保管する施設。 

・容量 300ｔ/庫の冷凍倉庫が 3基並んでおり、常時 600ｔ弱を保管している。 

・内容はカタクチイワシ、サンマ、アミエビなど。 

・冷凍魚は 15kgブロックの形態でパレットに段詰みし、1.2ｔ/パレット程度の重量に

なる。 

・地元で獲れた魚は水揚げ後急速冷凍、その他中国などから雑魚類（イカナゴ等）も

冷凍状態で輸入、保管している。 

・冷凍倉庫内の保管量は 6月～9月の時期がいちばん多い。 

・宇和島漁協以外に同業の民間事業者もあり、同種の保管庫を保有している。 

＜発生が予想される処理困難物と処理困難性＞ 

・非常用電源等が無いため、津波で電源喪失すれば、庫内の冷凍魚は全て腐敗し、 

悪臭を放つ。 

・冷凍状態で積み上げてあるため、解けた後は庫内に堆積し、ドロドロになって非常

に扱いにくい状態になる可能性がある。 

 

冷凍庫入口 

 

保管されている冷凍雑魚 

 

漁船から魚を吸い上げ、冷

凍用容器に詰める装置 

ア-2 ペレット製造機・保管庫 

＜概要＞ 

・冷凍の雑魚と魚粉やとうもろこし、大豆粉等をミックスした半生状態のペレット（モ

イストタイプ）を製造する施設。 

・作ったその日には使用せず、製造した翌日に養殖筏等で使用する。 

・一旦冷凍すると養殖魚の食いつきが悪くなるので、使用までチルド保管している。 
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・チルド庫には、通常 40ｔ程度のペレットが保管されており、最大約 100ｔ保管する

ことができる。 

・午前 2時に製造し、早朝には出荷されるので、保管時間は短い。 

＜発生が予想される処理困難物と処理困難性＞ 

・保管期間内に発災すれば、ペレットが庫内で腐敗し、悪臭等を発生する。 

・半生タイプの加工品であるため、原料の冷凍雑魚のように腐ってドロドロになるよ

うなことはないと思われる。 

 

ペレット製造機 

 

ペレットチルド保管庫 

 

 

 

ペレット（モイスト） 

 

イ 九島地区とその対岸 

九島は、周囲 10 キロの島、人口 1000 人の規模の島であり、島内 1 ヶ所の小学

校も次年度以降、統合によって廃校になる。九島大橋（486ｍ）は平成 28 年 4 月

に竣工したばかりである。周辺の海の水深は 30～40ｍ程度。限られた平地に民家

が連なっており、人家は島の南側の蛤地区、百之浦地区、本九島地区のみにある。

北側には人が住んでいないが、道が通っている。 

宇和島漁協のまき網漁船 18 船団のうち 15 船団の拠点が九島にある。また、養

殖業等が盛んで、島の南側ではマダイの養殖、北側では真珠の養殖等が行われて

いる。ここでは、主に漁業で使用される魚網、養殖筏、死魚の保管施設等の視察

を行った。 

 

イ-1 養殖筏 

＜概要＞ 

・生簀筏の主流サイズは、12ｍ×12ｍの鉄製の枠、プラスチックや発泡スチロールの   

浮きと網で構成されている。マダイの養殖の場合、魚体の日焼け防止のための黒い

遮光シートを筏に被せている。 

・網はポリ製、金網、ポリ製の網で底だけ鉄製金枠を使っているもの（ポリカナ）な

どがあり、網自体は鉄の枠の下に垂れ下がってケージのような状態になっている。 

・海底に 20ｔのコンクリートブロックを設置し、係留索によって養殖筏を並べて配置

している。 
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 津波が来た場合、係留した筏は波の下に沈むのではないか？筏が沈むと中の魚は逃

げ出すだろう（広沢氏）。 

・宇和島漁協だけで 900 台の養殖筏があり、市内の漁協で保有しているものを全部合

せるとその数倍になる。 

・宇和島港内では、1億 2000万匹ほどのマダイが養殖されている。 

＜発生が予想される処理困難物と処理困難性＞ 

・養殖筏が波にのまれ、枠や網が絡み合った状態で打ち上げられれば、分別は手作業

で行わなければならず、多大な手間と時間がかかることが想定される。 

・養殖筏の中の魚が逃げずに死魚となる割合が高ければ、宇和島漁協だけでも数千ｔ

規模の腐敗性廃棄物が発生することとなる。 

 

九島南側全景。橋の両側に

養殖筏が設置されている 

九島南側の養殖筏の様子 マダイの養殖筏 

現地調査の様子 

 

 

養殖筏を係留するロープ 鯛の日焼け防止のための

遮光シート。筏表面を覆う 

イ-2 魚網 

＜概要＞ 

・まき網船団が多く魚網が大量にある。まき網の場合、１帖の魚網の長さは 300～800m。 

・魚網の鉛の錘の重量だけでも 800kg～１ｔ以上ある。 

・魚の種類により網目の大きさ等が異なり３種類程度がある。1 船につき 3～5 帖の網

を載せている（現場の漁師談）。 

・使用しない網は岸壁にカバーを掛けて保管している。 

・網はナイロン製かテトロン製。 

＜予想される処理困難物と処理困難性＞ 
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・網は 1 帖でも非常に重く、複数の網が絡まって打ち上げられれば、動かすこと自体

が非常に困難である。 

・網には、鉛製の錘がロープに取付けられているため、処理の際の分別が困難である。 

写真奥から手前までが１帖

のまき網。手入れ作業の様子 

左写真を横から見た様子 カバーをかけられ岸壁に保

管されている網 

岸壁に野積みされていた網 網についている浮き 網の錘（鉛製） 

イ-3 再利用資材置場 

＜概要＞ 

・宇和島漁協組合員に委託運営されている施設で、養殖死魚の保管と処理、筏の修復

作業、解体後の筏から出る廃棄物の処理等を行っている。 

・宇和島漁協所有の筏を吊り上げる重機（高さ 15ｍ）が対岸に設置されていて、筏を

陸揚げし修復作業などを行っている。 

・筏解体後、再利用される浮きなどは野積みで保管され、後に生産者が取りに来る。 

・養殖の死魚等は鉄製の箱(蓋・鍵付き)一次保管され、その後マイナス 15℃の保管庫

（容量 10ｔ）で保管され、1ｔの容器に移す。ある程度溜まったらトラックで処理先

に運搬する。 

・一昨年の赤潮被害の際は約 50ｔの死魚が発生し、処理に困る事態となった。市の焼

却施設での焼却を試みたが、養殖魚は油が多く、その油で焼却施設の炉が傷んだり、

水分が多いため二度焼きするなど、焼却には不向きだった。結局、民間の産廃処理

業者に搬入し、処理を委託した。 

＜発生が予想される処理困難物と処理困難性＞ 

・死魚の冷凍保管庫が電源喪失すれば、保管されていた死魚が腐敗性廃棄物となる。 

＜その他＞ 

・宇和島漁協は、筏を吊り上げる重機を所有しており、この重機が発災後も動くよう
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であれば、この場所が養殖筏の解体や網の分別に利用できると考えられる。 

筏を吊り上げる重機 

（高さ 15メートル） 

死魚を一次保管する鉄製の

容器 

鉄製容器の中の死魚。夏季

は悪臭がひどくなる 

死魚の冷凍保管施設 修復前の筏の鉄枠 積み上げられた資材 

 

ウ 宇和島漁協第二出荷場 

    宇和島市における漁業は 98%が沖獲りで、港には陸揚げされずに、主に京阪神

や関東方面へ直接出荷されている。陸上運搬では、活魚出荷が増えている。陸上

の水産関連施設ということで、活魚出荷場の視察を行った。 

 

ウ-1 活魚出荷場 

＜概要＞ 

・養殖魚を活きたまま出荷するための出荷場。 

・養殖筏ごと陸揚施設に引っ張ってきて、魚の陸揚げ、箱詰め、計量、トラックによ

る出荷までの一連の作業を行う。 

・周囲には加工センターなど民間の事業所も多くある。 

 

＜発生が予想される処理困難物と処理困難性＞ 

・魚は、養殖筏から直接出荷用トラックに荷積みされ、すぐに出荷されることから、

出荷場自体にはごく少ないストックしか存在しない。 

・養殖生簀が打ち上げられた場合は、筏本体と中の魚が処理困難物となる。 
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魚の運搬、計量を行う機械 陸揚施設 活魚の出荷の様子 

活魚出荷用のケース 養殖筏の中の活魚（マダイ） 隣接する他の出荷施設 
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②第 2 回現地調査 

   調査実施日：平成 29 年 3 月 2 日（木）午前 9 時～12 時 

調査対応者：宇和島市生活環境課（宮本課長補佐） 

調査参加者：中国四国地方環境事務所（岡本課長補佐）、国立環境研究所（山田室長）、

事務局（㈱東和テクノロジー：高田、佐伯、㈱廃棄物工学研究所： 

石坂、大畑） 

 

ⅰ 調査対象 

    宇和島市内にある最終処分場 3 箇所とごみ処理施設（平成 29 年閉鎖予定）の現地

調査を行い、その立地状況や残余容量等について目視調査を行った。調査地点を下

図に示す。 

ア 宇和島市一般廃棄物最終処分場 

イ 宇和島市環境センター 

ウ 蛇堀不燃物最終処分場 

エ 是能不燃物処理場 

 

図 2.7.1-2 第 2 回現地調査地点 
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ⅱ 調査結果 

ア 宇和島市一般廃棄物最終処分場（保田最終処分場、管理型） 

＜概要＞ 

・昭和 59年から埋立処分開始。 

・平成 28年度末で 38,300㎥の残余容量がある。 

・平成 29年 10月より 1市 3町（宇和島市、愛南町、鬼北町、松野町）の焼却主灰を受

入れ予定。 

・愛南町の最終処分場（管理型・愛南町環境衛生センター）には、平成 28年度末で 

26,000㎥の残余容量がある。 

・愛南町最終処分場では飛灰を受入れ予定。 

・現在の計画では、年間 2,300ｔの主灰が排出される想定で、そのうち 1,300ｔはセメ

ント化（高知県須崎市）、残り 1,000ｔを受け入れる予定。 

・人口減少等を考慮して計算すると平成 56年 2月末まで受入れ可能と推計している。 

・セメント工場がいつまで主灰を継続的に受け入れてくれるかが懸念事項（現在は復興

計画のためセメント需要が高く生産量も多いため）。 

＜災害廃棄物受入について＞ 

・宇和島市一般廃棄物最終処分場、愛南町最終処分場ともに一般廃棄物の焼却灰を受入

れで運営を計画しており、災害廃棄物の埋立処分についてはあまり想定していない。 

・埋立てがほぼ終了した敷地（第一処分場）があり、現在は多目的広場の状態であるが、

仮置場候補地として検討可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 宇和島市環境センター（焼却処理施設） 

＜概要＞ 

・昭和 59年に竣工された施設。 

・平成 32年度末に解体予定（宇和島市で単独予算では厳しい状況）。 

・現在、解体後にストックヤード利用を検討しており補助金等についても検討中。 

・解体がスムーズに進むかが懸念事項である。 

＜災害廃棄物受入について＞ 

・敷地の広さは 7,112㎡あるので、解体後には仮置場候補地にしたいと考えている。 
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・道路、敷地共舗装されており、道路幅も十分広いので運搬には問題なく、二次仮置場

の候補地にもなり得る。 

・吉田町のアマドック（2,785㎡）、津島町クリーンセンター（4,600㎡）も既に閉鎖し

ている。ここも平成 29 年 9 月末で閉鎖予定であり、使えるところはすべて仮置場の

候補地としたい。 

   

ウ 蛇堀不燃物最終処分場（遮水工なし） 

＜概要＞ 

・是能最終処分場の受入残余容量が 0 になった後（平成 33 年 3 月末予定）は、蛇堀最

終処分場を利用する予定にしている。 

・平成 28年度末の残余容量は 47,880m3、計算上では残り 157年は受入可能である。 

・覆土を 25%で使ったとしても 35,000m3程度の余力はある。 

・形状は段差が大きい棚田のような形をしていて 3段あるが、海岸に向かう下の段は使

えないのではないか。 

＜災害廃棄物受入について＞ 

・安定型相当物のみの受入れであるが、最終処分場として利用可能な候補地の 1つ。 

・平時の一般廃棄物処理での不燃ごみの埋立量は 226ｔ/年の計画であり、不燃物の受入

れについて、災害廃棄物でも容量的には受入可能と思われる。 

・処分場までの搬入ルートの道路幅が非常に狭く、一部ガードレールが無い箇所もあっ

た。また、細い道路沿いの両側に民家が建っており、災害廃棄物を頻繁に運搬する際

に課題となる（4トン車が限界）。 

・災害廃棄物の最終処分地として使えると市側が想定しているのは、この処分場のみ。 
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エ 是能不燃物処理場（遮水工なし） 

＜概要＞ 

・平成 33年 3月末で埋立終了予定であり、敷地面積は 5,300㎡になる。 

・平成 28年 10月より 1市 3町の不燃ごみを受入れている。 

・平時の不燃ごみの埋立量は 226ｔ/年と計画している。 

・土地の形状が細長ではあるが、広い道路に沿った立地なので、運搬には問題ない 

・入口は 2ヶ所あり、電気及び水道設備もある 

＜災害廃棄物受入について＞ 

・埋立終了後の敷地を仮置場の候補地の 1つとしている。 

・敷地は 5,300㎡だが、土地の形状が縦長なので廃棄物の配置や動線等、作業効率を考

慮した設計が必要となる。 

・県道が近く、道路も広いので交通条件は良い。 

・処分場の上（高台）には住宅団地があり、住民との合意形成が必要になる場合もあり

得る。 
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2.7.2 意見交換会 

   本業務の実施方針や、調査・検討の結果明らかになった課題等に対して、情報の共

有及び実務者レベルからの評価、助言をいただく意見交換会を 2 回実施した。 

 

  ①第 1 回意見交換会 

日時   平成 29 年 2 月 3 日（金）13 時 00 分～15 時 00 分 

開催場所 宇和島市役所庁舎 7 階 701 会議室 

出席者  別添参加者名簿のとおり（資料編 資-9 参照） 

配布資料 

  資料 1 議事次第 

資料 2 参加者名簿 

資料 3 災害廃棄物処理計画を巡る背景と経緯 

資料 4 宇和島市の被害想定 

資料 5 災害廃棄物の主な種類 

資料 6 災害時処理困難物の主な種類 

資料 7 東日本大震災時における水産系廃棄物の処理 

資料 8 その他想定される困難事態について 

資料 9 宇和島市及び周辺の一般廃棄物処理施設 

資料 10 参考地図（①宇和島市全景，②現地調査地点，③広域地図） 

資料 11 第 2 回意見交換会開催案内 

 

議事概要 

ア 本事業の概要と目的の説明 

中国四国環境事務所（山本課長）より本事業の概要と目的について説明。 

事務局より、災害廃棄物処理計画を巡る背景と経緯について説明。 

 

イ 宇和島市の被害想定 

    資料 4 により、宇和島市の被害想定について事務局より説明。 

南海トラフ地震が発生した際、災害廃棄物の量は宇和島市で、がれき類 323 万ｔ、津

波堆積物 40 万ｔという試算結果になっており、県内でも最大発生量が推計されている。 

 

ウ 宇和島市の災害廃棄物について 

資料 5 により、災害廃棄物の主な種類について事務局より説明。 

損壊した建物とその中の家財道具等が、地震廃棄物の主なもの。津波が発生すると、

混合廃棄物が発生することが考えられる。災害によって損壊したもの以外にも、避難所

から生じる生活ごみ、仮設トイレの汲み取りし尿等も予測される。 
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エ 宇和島市の処理困難物の対応について 

資料 6 により、災害時処理困難物の主な種類について事務局より説明。 

（国環研）処理困難というのは、性質だけではなくて、大量に出てくる物も処理困難物。 

（魚協）宇和島漁協には養殖筏が 900 台あり、1 台あたり 1 万匹の魚が入っている。津

波災害で魚が死んでしまった場合、死んだ魚は腐敗により処理困難になる。一昨年前

の赤潮では、50ｔの死魚の処理に朝から夜中までかかった。50ｔでそれくらいかかる。

津波で何千ｔという死魚が出た場合どうしたらいいのか。魚網や船舶、陸上の施設（冷

凍庫等）も心配。 

（市）以前に赤潮による死魚を焼却施設で焼却した例があるが、養殖魚特有の油や水分

により、死魚を焼くと半焼けになり、再度焼く必要があった。また、魚の油によって、

炉を傷め、ファンベルトも外れたりしたので、焼却処理はその時限りとしてもう出来

ないとなった。 

（市）死魚が出た場合、現在西予市と連携して斃死魚の処理を行っている。そこは、産

廃と一廃の両方の許可を取っているが、処理能力に限界がある。 

（漁協）養殖筏は金属枠（鉄）と大きな発泡スチロールのフロートがあり、それらが多

量に出る。宇和島市だけで漁協は 9 つ。宇和島漁協だけでも 900 台ある。愛南町も含

めると膨大な量になる。また、真珠の筏のプラスチック製の黒いブイもかなりの量が

出ると思われる。ポリエチレン製の網やロープ類もかなり量がある。漁船は現在 FRP

が主流で宇和島の漁協管内だけでも 700 隻の FRP 船がある。 

（国環研）養殖筏は分別できるならそれほど処理困難ではない。大量にある場合は分別

が容易かどうかがキーになる。 

（産廃協）危険性の高い廃棄物は化学工業メーカー由来のもの。事前にメーカー側との

協力体制を整えておくことも大事。腐敗性の問題が一番大きい。焼却できるかどうか。

焼却できない場合は埋立だろうが、震災の際は内陸部もかなり被災が想定されるので、

埋立も難しいのではないか。ケースバイケースで考えなければならないが、海洋投棄

が考えられる。船舶や漁網を埋立する場合には、鉛による環境汚染が問題。処分前に

分離が必要。 

（市）今年の 10 月から新たに 1 市 3 町（宇和島市・愛南町・松野町・鬼北町）で焼却

施設を建設予定だが、そこでもおそらく受入不可能。今の宇和島市の焼却施設は 60t/

日×2、新焼却施設も 60ｔ/日×2 炉。新しい炉は稼働率 90％～95%のダブル稼動で、

通常の 1 市 3 町のごみ処理で処理能力に余裕がない。災害廃棄物の受入自体が困難。 

（産廃協）一番の問題は、愛媛県内には最終処分場の残容量がもうないこと。通常の廃

棄物処理だけで、能力が満杯。最終処分場だけでなく中間処理もすべて能力不足。ど

のように仮設施設を作るか。仮設で作って処理が終わったら撤去する。最終処分場は

撤去というわけにはいかないのでどうするのか。 
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（産廃協）南海トラフの場合、愛媛県一円が被災するので近隣自治体からの協力は難し

いと考えられる。全体的な調整を県にしていただくのが一番ではないか。 

（建設協）災害廃棄物処理には建設業協会も協力するだろうが、運送業界にも事前に協

力のお願いをすべき。そうでなければ、現状でもダンプの台数は少なく、発災時それ

らの確保が難しい。 

（産廃協）産廃協会では緊急時に機材を迅速に稼動させるため、公安委員会へ一定車両

を事前登録する手配も現在行っているところ。 

（市）宇和島市廃棄物最終処分場及び愛南町環境衛生センター（管理型）の 2 つ処分場

の残余容量は、30 年～35 年間の焼却灰を受け入れるのも厳しい状況。松野町と鬼北

町にある最終処分場は遮水工がないため、焼却灰の受入が出来ない。鬼北町の施設は

残余容量なし、松野町の施設は今年 6 に 100%超えで受入れ余地なし。家庭ごみを受

け入れるだけで精一杯の状況。宇和島市としても産廃協会等と事前に協定を結ぶこと

を検討している状況。 

 

オ 東日本大震災における処理困難物の対応について 

資料 7 により、東日本大震災時の処理困難物の対応について事務局より説明。 

（事）通常廃棄物は海洋汚染防止法上、みだりに海に投棄してはいけないが、非常時の

特例措置として一定の手続きを経て、海洋投棄が一部可能になる。東日本大震災では、

宮城県気仙沼市で特例措置が認められ海洋投棄を行った。ナイロン等の包装類は外し

て魚だけを船に積んで海洋投棄。特別措置とはいえ、手続きが色々あるので時間が結

構かかる。 

（国環研）これを迅速にやるのが非常に大事なので、投入海域も事前に決めておくこと。

廃棄物を運搬するための巻き出し船が必要になるので、その確保も必要。 

 

カ その他想定される困難事態について 

資料 8 により、その他想定される困難事態について事務局より説明。 

（国環研）被害の最小化という観点から、災害廃棄物をなるべく出さないことを考える

ことも必要。漁協冷凍倉庫の改修機会があるのであれば予備電源を確保しておく、魚

網を浜に積んだままではなく流されないような置き場所を考えたりすることも必要。 

（産廃協）一般市民が災害ごみ以外の家財道具などを仮置場に持ってきた時に、指示す

る人員が必要。ごみを増やさないようにという点で、日ごろの訓練も必要でないか。 

（事）実際、災害の現場では便乗ごみも多いので、普段から貯めこまずにリサイクル等を

図るというような努力が必要。 

（市）現在、愛媛県と各市町が一緒に、今年度中に公共仮設住宅のガイドラインを策定

予定であり、仮設住宅の候補地についても検討を進めている。災害廃棄物の仮置場に

ついてはまだ検討していないが、両候補地が重なっている。仮設住宅候補地から外れ
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たところでも、宇和島市は土地が限られており、人家が近くになると仮置場として周

辺住民の理解が得られるか分からない。おそらく被災した場所を暫定仮置場として使

わざるを得ないと思う。二次仮置場の候補地は宇和島にはないので、愛媛県や環境省

と相談して県有地、国有地で手配できないか。また、人員の確保は困難であり、仮置

場すべてに人員配置は不可能。有人離島についても、現実には特別な対応はできな 

（市）道路啓開について、県がステップ 1~3 まで定義づけしており、宇和島市内の主要

道路も該当している箇所がる。どのルートが有効に活用できるかということも必要な

観点。 

（県）県の災害廃棄物処理計画では発災後 3 年で処理するとしており、最終処分される

までの計画としている。市町の能力を超えた場合、旧地方局単位、四国ブロック協議会

などでの対応が必要になると思う。県は産廃協会と協定締結をしているが、各市町でも

業界団体等との協定は必要ではないか。 

（県）災害廃棄物は一廃に分類されるが、状は産廃なのでパッカー車よりダンプが有効。

地域特性から大量の災害廃棄物を海上輸送することも視野に入れたい。 

（産廃協）津波被害に遭わないによう平時より重機類を津波被害の無い高台に移動させ

て分散しておくことなどは現実問題無理がある。南海トラフ地震の想定だと近辺の船

舶が使えず、また建設系重機も少ないので海洋投棄も難しいのではないか。 

   （環境省）災害廃棄物処理事業費について、国の補助金等が認められるまでの期間は自前 

で用意しなければならず、事業者は資金繰等に関して事前の準備、調整が必要になる。 

（建設協）道路啓開と宇和島港機能継続が、それぞれ独立して協議されている。道路啓

開と港湾復旧はリンクして協議すべき。 

 

キ 連絡事項：第 2 回意見交換会について 

資料 11 により、事務局から第 2 回意見交換会の案内。 

第 2 回意見交換会は、3 月 2 日（木）13 時 00 分～15 時 00 分、場所は汚泥再生処理

センター2 階大会議室 

 

写真 2.7.2-1 第 1 回意見交換会の様子 
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②第 2 回意見交換会 

日時   平成 29 年 3 月 2 日（木）13 時 20 分～15 時 20 分 

開催場所 汚泥再生処理センター2 階 大会議室 

出席者  別添参加者名簿のとおり（資料編 資-9 参照） 

   配布資料 

    資料 1  第一回意見交換会議事録（案） 

資料 2 現地調査報告書 

資料 3-1 抽出された課題とその対応（処理困難物に着目したもの） 

資料 3-2 抽出された課題とその対応（地域の特性に着目したもの） 

資料 4 今後の取りまとめについて 

別紙 1 第 2 回意見交換会議事次第 

別紙 2 第 2 回意見交換会出席者表および配席図 

 

議事概要 

ア 前回の議事録確認について 

資料 1 により、第 1 回意見交換会の議事録について事務局より説明、確認。 

 

イ 第 1 回現地調査の報告について 

 資料 2 により、第 1 回現地調査の報告について事務局より説明。 

（事）漁港由来の処理困難物として魚類、漁網、養殖筏、船舶（漁船およびプレジャー 

ボート）、燃料タンク、この 5 品目に絞り、数量等を調査中。基礎的データは揃ってき 

ているので、報告書ではそれらの発生量推計結果を提示させていただく。 

 

ウ 抽出された課題とその対応 

資料 3-1～3-2 により、抽出された課題とその対応について事務局から説明。 

（産廃協）動物残渣等の腐敗性の廃棄物について、例えば牛や鳥インフルエンザなどに

よる大量の動物の死骸は、いったん埋設し、その後掘り起こして焼却処理している。

松山市の業者のキルン炉や県の廃棄物処理センターの溶融炉でも、牛などを焼却して

おり、死魚等の水産系廃棄物を投入しても焼却処理ができるのではないか。埋立処分

は、県内はどこも残余容量がない。 

（市）以前赤潮でへい死魚が発生した際は、西予市の業者は処理能力が小さく間に合 

わなかったので松山市の業者に頼んだ。大量に発生した場合は西予の施設では無理。 

（漁協）松山市の業者は処理費用が高く赤潮被害の時には県と市からの補助金で半額く

らい充当できたので助かった。安く処理できるところがあればそこに持ち込みた 

（市）処理施設が他になくて、処理費用が通常の相場の 2 倍～3 倍程度の額になる場合、

環境省からの補助対象になり得るのか？ 
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（環境省）状況にもよるが、生活環境保全上に支障があると自治体が判断し、災害廃棄 

物として処理した場合には基本的には補助対象となり、補助率は 1/2、残り全体の中 

の 4 割が次年度の地方交付税が充てられ、トータルで 9 割の補助率となる。 

（漁協）養殖筏の中で死んでしまった魚の処理は補助対象になるのか？ 

（環境省）赤潮の場合は災害には当たらないので補助対象外。災害が原因で発生した廃

棄物ならば、海中でも陸上でもそれを処理するなら災害廃棄物処理事業と言える。海

中にそのまま放置すると環境保全上支障があると自治体が判断して、処理しなければ

ならない場合は補助対象になり得る。 

（市）宮城県の事例では、海洋投棄の際にどのように調達したのか？許可をもらって現

場に到着するまでにどの程度の日数を要したのか。細かい記録などがあればたいへん

参考になるのだが。  

（事）事例があるので、ご指摘については、事務局が可能な限り情報収集する。実際に

運搬船を調達して、港に着けて荷積みできるかどうかという点が心配なのか。 

（市）実際には、船は周りの状況が良くないと入港できない。養殖筏のブイやロープ類

があると航行の障害になる。海洋投棄を短期間でということになると、そのための条

件を揃えることがかなり厳しいと考えている。網の扱いにしても、平素は波にさらわ

れない所に片づけられないかというのは不可能に近い。なので、そこは流出するとい

うことを前提に対応策を考えておかねばならないのではないか。 

（国環研）石巻港は被災してから約 2 ヶ月で大きい船が入港できるようになったくらい

のスピード。海洋投棄をするにしても、そんなにすぐには出来ない。それくらい時間

が経った後にどうしても残った時の手段として、海洋投棄がある。船の手配もその間

にやるという考え方。すぐにやるというのは難しい。 

（市）業者数が減って作業船等を維持していくのが精一杯の状況の中で、被災後にどれ

だけの船が残るのかと言われたら、さらに条件が悪くなるのでないか。こちらの船が

被災したとなると、日本海側で全部補うのかという話は無理があるような気がする。 

（事）養殖筏がたくさんあるということで、これも処理困難物になると考えられる。プ

ラスチック製のフロートも大量に出る。これは産廃業として、普通の廃プラスチック

の破砕、焼却なりの処理で基本的には可能か？ 

（産廃協）これらの災害廃棄物が大量に発生すると、県内の既存処理施設でこれだけの

ものを処理するのは能力的に難しいと思う。緊急用の災害廃棄物処理施設を作り、既

存の施設と併用しながら処理しなければならないのではないか。 

（漁協）FRP 船の処理については、船体は FRP、エンジンは鉄、燃料やオイルなどそ

れぞれの処理が必要になる。油は水と混ざった状態で溜まったものが出てくると思う

ので特に処理が難しいと思う。 

（事）普段は、廃船はどこで処理をしているのか？ 
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（漁協）油（燃料、オイル）を全部抜き取り、エンジンを外して、船体だけにして専門

業者に持ち込んで処理してもらう。オイルの抜き取りやエンジンの取り外しという作

業は業者がする場合もあるし、船の所有者がする場合もある。 

（事）魚網は、主として廃プラスチック類になる。普段の処理では埋め立てられている

が、災害廃棄物処理としては金属（鉛の錘）との選別を求められる場合もあり、大き

な手間がかかるというような問題点がある。 

（国環研）鉛を選別しなければいけないのは焼却処理する場合だけ。埋立の場合はその

ままでも良いが、鉛が付いているものは安定型ではなく管理型が良い。はんだなどは

管理型指定になっているので。あらかじめ溶出試験をして、液側に鉛が溶出しないこ

とを確認することも有効だが、念のために埋立の際には管理型に入れるべき。 

（環境省）手間がかかっても選別をして再生利用することが理想。埋立処分がいちばん

確実かもしれないが、最終処分場の容量が逼迫しているという状況を考えれば、でき

れば避けた方が良い。将来的にも、きちんと選別しておいた方が安心できると思う。

発生量推計後に具体的な処理計画を立てられると思うので、選別するという方向が処

分場の容量面、鉛の溶出という点から見ても現実的だと思う。 

（事）錘と網の部分を選別する作業は、非常に手間がかかり労力を要するが、そういっ

た作業に係る人件費等は災害廃棄物処理事業の補助対象になるのか？ 

（環境省）選別作業を委託すれば、災害廃棄物の処理にかかった費用ということで、補

助対象になり得る。 

（県）愛媛県内の最終処分場は全体的に能力的な余裕がなく、残余容量も減っていく一

方であり、最終処分量を少しでも減らすことは重要。 

（産廃協）官民ともに最終処分場の容量が不足している中で、魚網のように腐敗しない

ものは、時間をかけて鉛選別等をし、ある程度の大きさに分断した後、ロータリーキ

ルン炉や溶融炉で全量処理できる。減容化もできて最終処分場も使わなくて済む。 

 まずは速やかに災害ごみを撤去して生活や営みの場の確保を急ぐことが、漁港の復興

の第一歩ではないか。その後災害系の一般廃棄としてある程度時間をかけて処理して

いけば良いのではないか。 

（国環研）大規模災害が明日起きるのであれば、今あるもので考えなければいけないと

思うが、そうとは限らない。もう少し長いスパンで、今足りないものを足りるように

することを考えることも必要。 

（事）被害の最小化について、冷凍倉庫等における予備電源の検討、魚網を高い所に収

納して津波被害を避けるのは現実的には難しいなどの意見を既にいただいた。その他

に検討しておいた方が良いことはあるか？ 

（市）沿岸部以外に冷凍・冷蔵倉庫を持っている民間事業者もいるので、発災直後に魚

類の廃棄物を移送・保管するための協定を検討してみたい。 

（漁協）宇和島市は、現時点で仮置場をどこにするのか決めているのか？ 
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（市）まだ候補の段階で対外的に発表する段階ではない。各種仮置場の候補については

何ヶ所かの検討対象地がある。例えば、魚網の廃棄物の発生量が多ければ、専用の仮

置場を設けて選別作業に充てることも必要になるのではないかと考えている。 

（市）第 1 回意見交換会で配布された資料に、愛媛県が調査元で宇和島市の災害廃棄物

量が突出したものがあったが、あれはどういう出し方なのか？ 

（県）平成 25 年の愛媛県地震被害想定調で査南海トラフ地震被害想定を出し、その中

の建物倒壊家屋数に、平成 26 年の国の指針に示された方法で算出している。 

（事）東日本大震災の事例により、自治体がトータルで処理した量を全壊・半壊の戸数

で割算をした原単位を国のほうで示している。それを愛媛県の被害棟数に掛けたもの

になる。船がどのくらい、腐敗性がどのくらい、という積み上げの数字ではない。東

日本の時も津波堆積物や船舶などいろいろな廃棄物があったが、トータル合計量を被

害戸数で割算して原単位を出している。 

（市）実際には、もう少し詰めた数字の中で検討しないと、ただの計画だけになって、

このままなら何もできないという結果になるのではないか。現実的な路線でどうすれ

ば良いかと想定しながら方法を検討する必要があるのではないか。 

（環境省）広域的に廃棄物処理を進められるような勉強を中国四国ブロックで進めてお

り、課題等共有しながら取り組んでいきたいと考えている。 

（県）広域応援に関しては、「災害時における愛媛県市町相互応援協定」「中国四国地方

の災害発生時の広域支援に関する協定」「全国都道府県における災害時の広域応援に

関する協定」「危機事象発生時の四国 4 県広域応援に関する基本協定」を結んでおり、

一応の体制は構築していると考える。 

（環境省）四国 4 県と主だった市の方々を委員にして、四国ブロックにおける災害廃棄

物処理に関する協議会を行っており、平成 29 年度には広域連携行動計画の骨子案を

作成する。その中で具体的な広域連携のあり方などを盛り込んでいきたいと思ってお

り、行動計画に基づいて行動することで、広域連携によるスムーズな災害廃棄物処理

に資するものにしたいと考えている。 

（環境省）普段から廃棄物を適切に処理していれば、災害が起きたときに発生する量も

少なくなるのでこの取り組みをお願いしたい。例えば、家電 4 品目のうちブラウン管

テレビ。 

（環境省）本事業では、宇和島市を 1 つのモデルケースとしてとらえ、沿岸部特有の水

産系の処理困難物とういう点に着目し、沿岸部を抱える自治体の災害廃棄物処理計画

に反映いただけるような情報発信をしていきたい。 

 

オ 今後の取りまとめについて 

資料４により、今後のとりまとめについて事務局より説明がなされた。 
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【資料編】 

資-1 愛媛県の地震記録 

 

表-1.1 愛媛県の地震記録（出典：宇和島市地域防災計画 資料編） 
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資-2 津波の高さと被害の関係 

 

表 2.1 津波高と被害程度 

 

（出典：津波対策推進マニュアル検討報告書（平成 14 年） 

1992 年、津波工学研究報告 第９号（「津波強度と被害」 首藤伸夫）による） 
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資-3 処理困難物発生量の推計 

 

【魚網廃棄物発生量の推計】 

魚網の種類 
平均的な重

量（ｔ/帖） 

1 船あたりの保

有数（帖/隻） 

該当する漁船数 

（隻） 

発生量 

（ｔ） 

定置網 20 1 6 120 

まき網 

（4ｔ/帖×3 帖/隻） 
12 9 31 3,348 

刺網 1 1 178 178 

敷網 4 1 68 272 

底びき網 4 1 25 100 

ひき網 4 1 33 132 

魚網廃棄物発生量 4,150 

 

【養殖筏廃棄物発生量の推計】    

養殖筏資材 

各部位の

重量 

（ｔ） 

魚類 

（台） 

真珠貝 

（100ｍ） 

発生量 

（ｔ） 

鉄枠 2 3,080   6,160 

金網 1.5 1,848   2,772.0 

ポリエチレン網 0.18 1,232   221.8 

筏ロープ（100ｍ） 0.0165   8,448 139.4 

浮子（25 個/100ｍ） 0.03   8,448 253.4 

養殖筏廃棄物発生量 養殖筏各資材原単位（ｔ）×筏台数 9546.6 

 

【船舶廃棄物発生量の推計】   

  漁船（総トン数 5t

未満） 

漁船（総トン数 5ｔ～

100t 未満） 
プレジャーボート 

宇和島漁協 
3,096 317 

271 

その他 8 漁協 603 

船舶数（隻） 3,096 317 874 

船舶の単位重量（ｔ） 2.2 21.4 2.4 

各船舶の重量計（ｔ） 6,811.2 6,783.8 2,097.6 

総重量（ｔ）   15,692.6 

船舶廃棄物発生量（ｔ） 総重量×被害率（50%）×廃船率（1/3） 2,615.4 
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資-4 漁業系廃棄物の処理について（漁業系廃棄物処理ガイドラインより） 

 

表 4.1 漁業系廃棄物の処理方法 

〈廃棄物の種類〉 

再利用 中間処理 埋立処分 

再生利用 埋立処分 

洗浄 破砕 熔融 焼却 洗浄 破砕 安定型 管理型 

一 

般 

廃 

棄 

物 

木くず 木船   〇  〇  〇  〇 

艤装材 〇         

竹竿   〇  〇  〇  〇 

木製魚箱 〇 〇   〇    〇 

紙くず 包装材 〇    〇    〇 

段ボール 〇    〇    〇 

繊維くず 天然繊維類     〇    〇 

ウエス類     〇    〇 

魚介類 貝殻 〇 〇 〇      〇 

付着物残渣     〇    〇 

へい死魚 〇   〇  〇    〇 

燃えがら 焼却残渣         〇 

その他 日用雑貨品     〇    〇 

産 

業 

廃 

棄 

物 

廃プラ類 FRP 船 〇  〇  〇 〇 〇 〇  

魚網 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

包装資材 〇    〇   〇  

フロート  〇   〇 〇 〇 〇  

浮子     〇 〇  〇  

廃シート類     〇 〇 〇  〇  

のり簀  〇   〇 〇  〇  

のりひび 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇  

化繊ロープ     〇 〇  〇  

ブイ  〇   〇   〇  

廃油 廃潤滑油 〇    〇     

重油 〇    〇     

経由     〇     

灯油     〇     

ガソリン等     〇     
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〈廃棄物の種類〉 

再利用 中間処理 埋立処分 

再生利用 埋立処分 

洗浄 破砕 熔融 焼却 洗浄 破砕 安定型 管理型 

  塗料     〇     

金属くず 銅船 〇  〇   〇  〇  

漁船艤装材 〇  〇  〇 〇  〇  

アンカー 〇  〇   〇  〇  

養殖いけす

用金網 
 〇    〇  〇  

廃缶類 〇 〇 〇  〇   〇  

廃ワイヤー 〇  〇   〇  〇  

ガ ラ ス 及

び 陶 磁 器

くず 

廃ｶﾞﾗｽﾌﾛｰﾄ  〇    〇  〇  

たこ壺 
 〇    〇  〇  

建設廃材 ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾝｶｰ  〇    〇  〇  

燃えがら 焼却残渣         〇 

（出典：漁業系廃棄物処理ガイドライン）  
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表 4.2 廃棄物ごとの再生利用例 

廃棄物 用途 再生利用工程例 

漁

船 

鉄鋼船 

鉄くず 艤装解除→溶接解体→鉄くず 

漁礁 艤装解除→一部改造→漁礁 

FRP 船 

油脂原料 艤装解除→解体・破砕→乾留→油脂原料 

カーボン原料 艤装解除→解体・破砕→乾留→カーボン原料 

漁礁 艤装解除→一部改造→漁礁 

木船 

燃料 艤装解除→解体・破砕→燃料 

チップ 艤装解除→解体・破砕→チップ 

魚網 

プラスチック原料 分別→溶融固化→プラスチック原料 

防獣、防鳥用ネット 分別→縫製→防獣、防鳥用ネット 

貝殻等 

飼料 分別→破砕→飼料 

暗渠材 分別→破砕→加工・組立て→暗渠材 

水質浄化材 分別→破砕→加工→水質浄化材 

カルシウム剤 分別→破砕→加工→カルシウム剤 

へい死魚 魚粉 破砕→加工→魚粉 

発泡スチロール プラスチック原料 分別→破砕→溶融固化（ペレット他）→プラスチック原料 

廃油 燃料 →燃料 

（出典：漁業系廃棄物処理ガイドライン） 
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資-5 冷凍倉庫における津波・浸水対策 

公益社団法人日本冷凍空調学会が2013年に公表した災害対応型冷蔵倉庫設計指針で

は，津波，浸水への備えとして表に示す改善対策が示されている。 

 

表 5.1 冷蔵庫における津波・浸水改善対策 

（出典：公益社団法人日本冷凍空調学会, 災害対応型冷蔵倉庫設計指針（2013）より抜粋）  

 浸水自体に対応する為、マウンドアップ（盛土、防水堤）を実施  

 キュービクルおよび電気室を建屋の 4 階以上に設置（1、2 階建ての場合はできるだけ

高い位置）  

 電灯・コンセント分電盤は 2 階以上に設置  

 1F コンセントは 1.5m 以上の高さに設置  

 冷凍機・デフロストポンプ盤等は 2 階以上屋上等に設置  

 非常用発電機の設置  

 引き込み設備は架空にて高所に引き込む 10  

 浸水想定階への電源幹線は上階からの単独配線とし、災害時切り離しを実施できるよう

設計  

 重要機器の基礎を高く施工 ・地中配線にて引き込みを行う場合は電力仮復旧用架空引

き込み回路を津波想定 高さより上階に設置 

※予想される津波の高さを下記のとおりと推定した場合として対策を検討した 

 極めて稀に発生する大規模な津波浸水の浸水深 10m  

 極めて稀に発生する大規模な津波浸水の浸水深に建物への衝突による遡上を見込んだ最高水位 14m 

 遭遇する可能性の高い津波浸水の浸水深 1.5m 
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資-6 災害廃棄物の処理可能量の推計方法 

 

 

 

図 5.1 災害廃棄物の処理可能量の推計方法とシナリオ設定 

（出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料） 
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表 5.1 既存の焼却施設及び最終処分場の処理可能量 

焼却施設 

施設名：宇和島市環境センター 

年間処理量（ｔ/年） 23,021 

稼働年数（年） 33 

処理能力（ｔ/日） 120 

年間処理能力（余裕分）（ｔ/年） 10,579（＝33,600－23,021） 

年間処理能力（公称能力）に対する余裕分の割合（％） 31.5 

処理可能量 

（ｔ/年度） 

高位シナリオ（分担率 20％） 4,604 

中位シナリオ（分担率 10％） 稼働年数により除外 

低位シナリオ（分担率 5％） 稼働年数により除外 

施設名：宇和島地区広域事務組合環境センター 

年間処理量（ｔ/年） 30,240（予測値）※1 

稼働年数（年） 0（平成 29 年 9 月竣工予定） 

処理能力（ｔ/日） 120 

年間処理能力（余裕分）（ｔ/年） 3,360（＝33,600－30,240） 

年間処理能力（公称能力）に対する余裕分の割合（％） 10.0 

処理可能量 

（ｔ/年度） 

高位シナリオ（分担率 20％） 6,048 

中位シナリオ（分担率 10％） 3,024 

低位シナリオ（分担率 5％） 処理能力（公称能力）に対する余裕

分の割合により除外 

最終処分場 

施設名：宇和島市一般廃棄物最終処分場 

埋立容量（覆土含む）（㎥/年度） 2,200 

残余容量（㎥） 38,300 

残余年数（年） 17.4 

処理可能量 

（㎥/年度） 

高位シナリオ（分担率 40％） 880 

中位シナリオ（分担率 20％） 440 

低位シナリオ（分担率 10％） 220 

施設名：蛇堀不燃物最終処分場 

埋立容量（覆土含む）（㎥/年度） 250（予測値）※2 

残余容量（㎥） 47,880 

残余年数（年） 191.5 
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処理可能量 

（㎥/年度） 

高位シナリオ（分担率 40％） 100 

中位シナリオ（分担率 20％） 50 

低位シナリオ（分担率 10％） 25 

施設名：是能不燃物最終処分場 

埋立容量（覆土含む）（㎥/年度） 250 

残余容量（㎥） 1,180 

残余年数（年） 4.7 

処理可能量 

（㎥/年度） 

高位シナリオ（分担率 40％） 残余年数により除外 

中位シナリオ（分担率 20％） 残余年数により除外 

低位シナリオ（分担率 10％） 残余年数により除外 

施設名：愛南町環境衛生センター最終処分場               ※市外施設 

埋立容量（覆土含む）（㎥/年度） 720 

残余容量（㎥） 26,000 

残余年数（年） 36.1 

処理可能量 

（㎥/年度） 

高位シナリオ（分担率 40％） 288 

中位シナリオ（分担率 20％） 144 

低位シナリオ（分担率 10％） 72 

※1：宇和島地区広域事務組合環境センターの年間処理量（予測値）は、聞き取り調査結果により推計した。 

※2：蛇堀不燃物最終処分場は是能不燃物最終処分場の終了後に代替利用を開始するため、埋立容量を是能

不燃物最終処分場と同じとした。 
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資-7 宇和島市の一般廃棄物処理施設（敷地及び周辺状況） 

 

 
宇和島市環境センター 

 

 
津島町クリーンセンター、リサイクルセンター 
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宇和島市一般廃棄物最終処分場 

 

 
蛇堀不燃物最終処分場 
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是能不燃物最終処分場 
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資-8 東日本大震災における災害廃棄物処理に関する各種業界団体の取組み 
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図 5.1  各種業界団体の時系列取組表（出典：巨大災害発生時における災害廃棄物対策検

討委員会アーカイブ検討 WG「東日本大震災における災害廃棄物処理概要報告書」） 
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資-9 意見交換会出席者について 

 

【第 1 回意見交換会出席者表】 

 所属 役職 氏名 

環境省 
中国四国地方環境事務所 

廃棄物・リサイクル対策課 

課長 山本 康弘 

専門官 大谷 可奈子 

宇和島市 

市民環境部 生活環境課 

部長 藤田 良 

課長 黒田 和哉 

課長補佐 宮本 清司 

総務部 危機管理課 課長 山下 真嗣 

建設部 建設課 

課長補佐 中村 和弘 

課長補佐兼用地係長 西川 尚志 

港湾係長 杉浦 光信 

建設部 建築住宅課 管理係長 松勢 巨人 

産業経済部 水産課 
課長補佐 和田 靖 

水産係長 武村 公宏 

愛媛県 
県民環境部環境局 

循環型社会推進課 
課長 宇佐美 伸次 

事業者団体 

（一社）えひめ産業廃棄物協会 会長 本田 昭 

（一社）愛媛県建設業協会 

宇和島地方支部 
事務局長 武田 洋 

宇和島漁業協同組合 代表理事専務 広沢 初志 

（一社）えひめ産業廃棄物協会 

宇和島地区 
会長 中畑 孝介 

有識者 
国立研究開発法人国立環境研究所 

福島支部 汚染廃棄物管理研究室 
室長 山田 正人 

事務局 

㈱東和テクノロジー 

環境ソリューション事業部 

取締役事業部長 高田 光康 

業務部長 佐伯 敬 

㈱廃棄物工学研究所 
主任研究員 石坂 薫 

研究員 大畑 ゆき 
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【第 2 回意見交換会出席者表】 

 所属 役職 氏名 

環境省 
中国四国地方環境事務所 

廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行 

課長補佐 和家 秀格 

宇和島市 

市民環境部 生活環境課 
課長 黒田 和哉 

課長補佐 宮本 清司 

総務部 危機管理課 
課長 山下 真嗣 

危機管理係長 清家 敦 

建設部 建設課 
課長補佐 中村 和弘 

港湾係長 杉浦 光信 

建設部 建築住宅課 管理係長 松勢 巨人 

産業経済部 水産課 課長補佐 和田 靖 

愛媛県 
県民環境部環境局 

循環型社会推進課 

係長 三好 孝治 

主事 藤本 圭吾 

事業者団体 

（一社）えひめ産業廃棄物協会 専務理事 水口 定臣 

（一社）愛媛県建設業協会 

宇和島地方支部 
事務局長 武田 洋 

宇和島漁業協同組合 代表理事専務 広沢 初志 

（一社）えひめ産業廃棄物協会 

宇和島地区 
会長 中畑 孝介 

有識者 
国立研究開発法人国立環境研究所 

福島支部 汚染廃棄物管理研究室 
室長 山田 正人 

事務局 

㈱東和テクノロジー 

環境ソリューション事業部 

取締役事業部長 高田 光康 

業務部長 佐伯 敬 

㈱廃棄物工学研究所 
主任研究員 石坂 薫 

研究員 大畑 ゆき 

 


