
1

株式会社ダイセキ環境ソリューション
環境事業本部 事業推進部 入野智樹

平成31年2月26日

１．近年の自然災害における災害廃棄物対策

２．災害廃棄物対策をめぐる動き

３．一般社団法人日本災害対応システムズ

４．災害廃棄物処理
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災害名 発生年月日 災害廃棄物量 処理期間

東日本大震災 H23年3月 3,100万トン 約3年

阪神・淡路大震災 H7年1月 1,500万トン 約3年

熊本地震 H28年4月 303万トン 約2年

新潟県中越地震 H16年10月 60万トン 約3年

広島県土砂災害 H26年10月 52万トン 約1.5年

伊豆大島豪雨災害 H25年10月 23万トン 約1年

関東・東北豪雨（常総市） H27年9月 5万2千トン 約1年
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＜設立目的＞

地震災害や豪雨災害など我が国は頻繁に大規模な災害に見
舞われています。過去の災害対応の経験から、より迅速で円滑
に災害廃棄物を処理するために一般社団法人日本災害対応シ
ステムズを平成28年2月25日に設立しました。

構成会社（50音順） 13社
井本商運株式会社
オオノ開發株式会社
オリックス資源循環株式会社
三光株式会社
JFE環境株式会社
仙台環境開発株式会社
大栄環境株式会社

株式会社ダイセキ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ
株式会社タケエイ
DOWAエコシステム株式会社
株式会社富山環境整備
早来工営株式会社
株式会社北清
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本社 災害廃棄物対応実績

井本商運（＊） 兵庫 東日本大震災、紀伊半島水害、関東東北豪雨水害、熊本地震、
西日本豪雨

オオノ開發 愛媛 熊本地震、西日本豪雨

オリックス資源循環 埼玉 大島水害

三光 鳥取 鳥取地震、西日本豪雨

JFE環境 神奈川 東日本大震災、西日本豪雨

仙台環境開発 宮城 東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨

大栄環境 兵庫 阪神淡路大震災、紀伊半島水害、関東東北豪雨水害、熊本地震
西日本豪雨、大阪北部地震

ﾀﾞｲｾｷ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 愛知 東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨

タケエイ 東京 東日本大震災、西日本豪雨

DOWAエコシステム 東京 東日本大震災、熊本地震、秋田豪雨、西日本豪雨

富山環境整備 富山 熊本地震、西日本豪雨

早来工営株式会社 北海道 北海道胆振東部地震

株式会社北清 北海道 北海道胆振東部地震

＊井本商運は、コンテナ船により災害廃棄物を運搬

対応内容：災害廃棄物処理への関与は、以下の通りだが、各災害で異なる。
・仮置場で災害廃棄物を管理（受入、破砕・選別、焼却、搬出）
・災害廃棄物を運搬し、自社施設で処分（選別、破砕、焼却、埋立等）
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井土搬入場
仙台環境開発（株）と共同で、東日本大震災
で発生した仙台市の津波堆積物処理残渣物
の減容化を実施（処理量：約１５万ｔ）

・平成23 年7 月新潟・福島豪雨により浸水
・潤滑油の混じった泥が堆積
・場内に濁水処理施設を設置
・1ヶ月で約6,000m3 の濁水と約7000kg の泥・
油を回収
・河川に油を流出することなく処理

14

・津波によりタンクが転倒、Ｃ重油が漏洩・飛散
・Ｃ重油を加熱しながらノッチタンクに集積
・(株)ダイセキ等にて約3,500KLを処理
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①発災初動時の混合廃棄物処理（大栄環境、井本商運）
水害により短期間に大量の混合廃棄物が発生しました。そのた
め、環境省と被災自治体から緊急的な処理要請があり、混合廃
棄物を特殊コンテナに積込み内航船を活用して大栄環境グルー
プの施設に運搬し処理しました。

自 治 体 処 理 量

岡山県 岡 山 市 7,712 t
岡山県 高 梁 市 1,610 t
岡山県 矢 掛 町 1,168 t
広島県 三 原 市 6,924 t
広島県 坂 町 6,740 t

合 計 24,154t

2018年12月現在
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②愛媛県内の災害廃棄物処理（オオノ開發）
愛媛県東温市にあるオオノ開發が県内企業として発災当初から
愛媛県内被災自治体の災害廃棄物を大型車で運搬し処理して
います。

自 治 体 処 理 量

愛媛県 松 山市 24,458 t

愛媛県 宇 和 島 市 2,024 t

愛媛県 西 予 市 5,083 t
愛媛県 大 洲 市 10,308 t

合 計 41,873t

2018年12月現在

③岡山市の危険物、処理困難物を処理
（DOWAエコシステム）
岡山県内で廃油、農薬等処理困難物を処理
しているDOWAエコシステムグループ会社が
岡山市の災害廃棄物の内、処理困難物であ
る廃油、農薬等処理しました。 処理量約50t
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④広島県坂町の雨水側溝廃棄物混じり土砂
処理（ダイセキ環境ソリューション）
土砂崩れにより被災した広島県坂町の公衆
衛生確保と降雨対策として環境省の要請によ
り雨水側溝に堆積した廃棄物混じり土砂をダ
イセキ環境ソリューションが回収し処理しまし
た。処理量：約450㎥

⑤構成会社の連携による災害廃棄物処理（三光、大栄環境）
島根県美郷町、広島県安芸高田市の災害廃棄物を三光（島根
県）の施設で焼却し、焼却残渣を大栄環境グループの最終処
分場に埋立ました。処理量：美郷町16t、安芸高田市34t

⑥愛媛県宇和島市で地元企業を支援（ダイセキ環境ソリューショ
ン）
愛媛県宇和島市で災害廃棄物処理を行っている地元建設会社
に、ダイセキ環境ソリューションが処理方法や管理方法をアドバ
イスしています。
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大量の災害廃棄物処理を倉敷市と総社市から事務委託された岡
山県は、県内企業を中心とした共同企業体に仮置場の運営管理
を委託しました。日本災害対応システムズ構成会社は、この企業
体に参加し、積極的にサポートしています。
岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体（構成員14社）
西日本アチューマットクリーン、倉敷企業、三好組、高谷建設、片岡久工務店、
石坂グループ、オー・エス収集センター、九州産廃、JFE環境、エコシステムジ
ャパン（DOWAエコシステムグループ）、ダイセキ環境ソリューション、タケエイ、
富山環境整備、仙台環境開発

平成30年7月豪雨に係る岡山県災害廃棄物処理実行計画より

＊JFE環境とDOWAエコ
システムグループのエ
コシステム山陽は岡山
県産業廃棄物協会の
会員企業
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日本産業廃棄物処理振興センターHPより

処理責任：排出事業者

処理責任：市町村

災害廃棄物は一般廃棄物のため処理責任は被災した市町村

災害廃棄物の種類
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出典：東日本大震災等の経験に基づく 災害廃棄物処理の技術的事項に関する報告書より



対象物：片づけゴミ 解体廃棄物

機 能：災害廃棄物を一定期間、分別・保管し、排出量と処理施設の処理
可能量によるタイムラグを調整

一次仮置場

発災 公費解体開始 処理終了

対象物：解体廃棄物、一次仮置場廃棄物
機 能：一次仮置場の機能に加え、災害廃棄物を選別・破砕・焼却等処理し、既存
施設の処理能力を補完する。また、選別・破砕することにより処理先を増やす。

二次仮置場

自治体の要請に
より地元民間企
業が重機、作業
員を管理

民間企業が自治
体から仮置場の
管理を受託
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熊本市 益城町

仙台市 仙台市
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委託者：熊本県
受託者：熊本県災害廃棄物処理事業連合体（構成員12社）
代表企業 有価物回収協業組合石坂グループ
構成会社：オー・エス収集センター、九州産廃、星山商店、前田産業

（以上、熊本県内廃棄物関連企業）
ﾀﾞｲｾｷ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、大栄環境、三重中央開発、ｴｺｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ、仙台環境開
発、富山環境整備、井本商運（以上、日本災害対応システムズ関連企業）

二次仮置場処理量実績

コンクリートガラ 約1.5万t

合計 21.9万t
廃瓦 約2.9万t
柱材・角材 約0.4万t
その他木くず 約6.8万t
可燃系・不燃系混合物 約10.3万t

搬入市町村
（熊本県に事務委託した自治体）
南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、

甲佐町、宇土市
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二次仮置場面積 9.8ha

出典：パンフレット（熊本県
災害廃棄物二次仮置場の概要）より
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出典：パンフレット（熊本県災害廃棄物二次仮置場の概要）より
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出典：パンフレット（熊本県災害廃棄物二次仮置場の概要）より
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柱材・角材 壁材・木製家具等 伐採材等

混合廃棄物 混合廃棄物



29

柱材・角材抜取

一次破砕(DW3060)

二次破砕(AK635)

旋回ｽｸﾘｰﾝ(HRS2455)

300mmチップ

8mm以下チップ

8～50mmチップ 金属探知機

積込み

積込み

金属探知機ｱｳﾄ・
ｾｰﾌ別に積み込み

50mm以下チップ

積込み
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一次選別施設 比重差選別機

投入物遠景 投入物近景

一次選別重量物 一次選別軽量物
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風力選別機

細粒物遠景

風量選別軽量物

細粒物近景

風量選別重量物
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二次仮置場市町村別搬入量 二次仮置場搬入物の種類

二次仮置場廃棄物搬出先 34
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木くずの処分方法 混合廃棄物の処分方法

廃瓦の処分方法
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