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1.本調査の主旨 
日本技術士会として東日本大震災の復興・将来的な対策支援にとりくむ方針が出され、

衛生工学部会としても専門分野を中心に取り組む。 
衛生工学部会は廃棄物管理、大気管理、水質管理、空気調和、建築環境の 5 つの専門分

野がある。とくに東日本大震災での津波の被害により多量のガレキ・震災ごみが残され、

この処理が急務である。廃棄物管理の専門チームが中心にこのガレキ・震災ごみ対策を中

心に検討し、合わせてその他の専門グループも関連した課題につき検討していく。 
 
2.内容 
（１）情報収集 

・1995 年に発生した阪神淡路大震災においても多量の震災ごみが発生し、処理に大変苦労

した経験がある。その際の経験やデータを整理して今回に適用可能なものを取り上げる。 
・独立行政法人環境研究所、一般社団法人日本廃棄物資源循環学会が中心に立ち上げた「災

害復興対策・復興タスクチーム」に参加し情報を共有する。 
（２）現地調査内容 

・各自治体の責任者からヒアリングを行い、課題を調査する。 
・ 現地を調査し、現状の把握、データの収集を行う。 
・ 現地の土壌調査用サンプル採取 
・対策はすぐに行う必要のある短期的なものと、中長期にわたるものがある。仕分けして

整理する。 
・課題は、仮設置き場、解体分別、搬送ルート、処理施設能力、汚泥処理等がある。 
 
3.現地調査日程 
6 月 12 日（日）：石巻市、東松島市を中心に現地調査 
6 月 13 日（月）：岩沼市、仙台空港周辺、名取市閖上地区中心に現地調査 

名取市 佐々木名取市長と面会・ヒアリング現地調査 
        ㈱オイルプラントナトリ武田社長、星野常務と面会 ヒアリング 
        東北支部齋藤防災研究会委員長と意見交換 
6 月 14 日（火）：仙台市 小林環境局次長兼環境部長と面会・ヒアリング現地調査 
 
集合：6 月 12 日 11：00 仙台駅集合 
  レンタカーにて 
  仙台駅 → 三陸自動車道 → 石巻市（工業港湾地区・ガレキ集積場・住宅地区・

日和山公園・水産業港湾地区） → 東松島市（ガレキ集積場） → 松島市 →三陸自

動車道･仙台東部道路 → 仙台空港 → 岩沼市（ガレキ集積場） → 名取市（閖上地

区・ガレキ集積場） → 仙台市内 → 仙台港周辺（蒲生地区） → 井戸地区（ガレ
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キ集積場） → 仙台駅 14 日 17：00 解散 

 
① 石巻市・・・・・・・・・12 日 
② 東松島市・・・・・・・・12 日 
③ 岩沼市・・・・・・・・・13 日 
④ 名取市・・・・・・・・・13 日 
⑤ 仙台市・・・・・・・・・14 日 
 
4.調査メンバー 
調査メンバー（担当、専門分野） 

        鈴木明郎 部会長（全体まとめ、廃棄物処理、リサイクル）      
井上 護（まとめ、廃棄物輸送） 
折田寛彦（名取市長他現地責任者と面識調整、廃棄物処理） 
菅原秀雄（廃棄物処理） 
加藤 豊 副部会長（空気調和、大気汚染防止） 
曽武川淳（空気調和） 

        菅原 登 副部会長（廃水処理）仙台地区駐在 

①石巻市 

②東松島市 

⑤仙台市 

③岩沼市 

④名取市 
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5.現地訪問機関 
（1）宮城県名取市 佐々木名取市長訪問面談 

地震発生後、直ぐに重機(ﾊﾞﾝｸﾌｫｰ)を押え、壊滅的な打撃を受けた閖上地区等を整え

た佐々木市長であるが、通常年の２３年分と言われる災害廃棄物量を、２市２町一部

事務組合でどこまで手間を掛け分別・リサイクルするか、また復興の将来像に悩んで

いる。曽武川（記） 
 

（2）宮城県名取市 株式会社オイルプラントナトリ訪問面談 

廃油処理を主に業を行っている㈱オイルプラントナトリは、仙台空港の北側に位置し、

津波による大きな被害を受けながらも BCP の活用により約一週間で事業を再開できた

背景、経営者の考え方を聞くことができ大変有益であった。今後、中小企業における

BCP 作成の参考になるものと思われる。井上（記） 
 
（3）日本技術士会 東北支部齋藤防災研究会委員長と意見交換 

斉藤明氏は、建設コンサルタントの東北支店に勤務され、被災状況調査から地区に

合った「新たなまちづくり」支援に向け計画立案を担当されている。多忙を極める

中、技術士会防災支援委員、又、技術士会東北支部防災研究会委員長として現地からの

情報発信・収集・提言などを実行されている。菅原（登）（記） 
（4）宮城県仙台市 小林環境局次長兼環境部長訪問面談 

・鈴木衛生工学部門長より、訪問趣旨を説明した。 
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・仙台市は、早い時期に京都市、廃棄物資源循環学会の支援を受け、独自の復興計画に

基づき着実に実施中。 
・震災廃棄物の発生量は以下の通り。 
廃棄物：約 103 万トン（仙台市の一般廃棄物処理量の約 3 年分） 
   土砂・汚泥：約 130 万トン（汚泥はなく、土砂が大部分） 
自動車：1 万台以上 
・震災粗大ごみは、5 区の公園を仮置き場とし、市民が粗大ごみを搬入。粗大ごみ仮置

き場で分別を徹底し、分別ごみを海岸に沿った 3 か所のガレキ搬入場に集積。 
・市域面積 789ｋ㎡のうち 50ｋ㎡が津波により被災したことにより発生した津波漂着が

れき等は、撤去作業予定日を公表し計画的に分別とガレキ搬入場への移動を実施。重機

トラック 160 パーティーを、仙台市内建設業界、解体業界から確保。 
・環境大気中のアスベストモニタリングを実施し公開。（平成 23 年 4 月―平成 26 年 3
月予定） 
・津波堆積土砂中の有害物質調査を実施。鉛・ヒ素・PCB など。 
・立ち上がりが遅いという評価もあったが、個人財産の保護、地元企業の活用なども視

野に入れた、総合的な復興計画の立案を優先させたことで、かえって、ガレキの再分別

など後戻りのない迅速な対応となっている。折田（記） 
 
6.現地視察場所 
（1）石巻市 港湾工業地帯、水産産業地区 

沿岸地域全域にわたり、被災後約 3 ヶ月が経とうというのに、道路が片付いているほ

かは，殆ど復旧がなされていない。誠に由々しき状態である。目に付くのは自衛隊の応

援車両ばかりである。まだまだ、復興のはるか手前の状況と見受けられた。全般的に地

盤沈下はすさまじい状況である。ガレキの分別が十分になされて、これらが有効に活用

されることが望まれる。また、これから本格的な夏を迎えるので、水産地区等では、魚

類などの腐敗性の廃棄物の早急な処理を行い、伝染病の発生を未然に防止する必要があ

る。菅原(秀)（記） 
 

（2）東松島市 ガレキ集積場 

ガレキが運び込まれているが、殆ど分別がなされていない。仙台市と比べると雲泥の

差といってもよい。これらの廃棄物は、当然のことながら多くが可燃物ではない。今か

らでも遅くはないので、片付け場所あるいは集積場所での分別を早急に行う必要がある。

報告書でも触れているように、これらの作業は、地元住民、地元業者に対して、お金と

雇用が回る方法で取り組む必要がある。（菅原(秀)記） 
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（3）岩沼市 仙台空港周辺、岩沼海浜緑地ガレキ集積場 

名取市、仙台空港周辺も仙台東部道路の東側一帯と同様に大津波による大きな被害を受

けた地域である。海岸線の松林は、殆どが流され、水田の至る所に家屋のガレキ、自動

車とともに流木として散在している状況にあった。これら散在している廃棄物は、部分

的には取り除かれていたが、殆どが放置状態である。自治体にとっての今後の大きな課

題の一つである。 
また、ヘドロ（津波堆積物）が、これらガレキとともに全ての水田に覆い被さっている。

作物が今まで同様に生育するには、ヘドロの除去、塩を被った土壌の塩分除去作業を行

う必要がある。これには、相当の時間と適切な優先順位を決めて実行していかなくては

ならないと思われる。 
岩沼市のガレキは、公共の海岸緑地公園が集積場になっており、流木、タイヤ類、その

他ガレキ類と大まかな分別が行なわれていた。搬入量は、それほど多くはなくダンプカ

ーなどがちらほらと運んでくる状態であった。これは、被災地のガレキ処理が、まだま

だ進んでいないことと推測される。井上（記） 
  

（4）名取市 閖上地区 

元の街並みを知る人でさえ、皆目検討のつかない程の壊滅的打撃を受けた閖上地区に

臨み、視察団一同声も無い。どういう復興の形が最善か？3.11 前に戻すのでなく、防災

都市として地盤を上げるか？ガレキを防波堤に使うのか？その組み合わせか、震災特例

法の適用される 9/11 までに、少なくとも命が助かるしくみ街づくりをどうつくるか、

問われている。曽武川（記） 
 

（5）仙台市 仙台港・蒲生地区 

 住宅、工場等の建物が多く残っているが、いずれも 1 階部分は津波による浸水で居住

できない。津波漂着ガレキの撤去は、地図に区割りされた地域ごとに日程が公表され実

施されている。 
重機と手作業で分別が行われ、トラックで搬出されている。トラックの進入口と退出口

が決められており、地区内での移動は自由。 
被災家屋の解体はリサイクルを考慮し、丁寧に行われていた。40 坪の家屋で 15 日必要。

約 150 万円の経費とのこと（環境局での聴取）。折田（記） 
 

（6）仙台市 井土地区 

 被災海岸に沿った敷地内に分別ごみの集積場が設けられ、仮設事務所があり監督官が

常駐している。トラック搬入路は盛土で造成されている。集積場は海岸沿いに 3 か所あ

り、本地区が最新である。 
本施設と仙台東部道路の間には、漂着物が散乱する水田が広がっており、行方不明者の
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捜索が続いている。 
搬入廃棄物はすでに分別されており、種類ごとに設けられた堆積場にトラックで搬入さ

れ保管されている。テレビ・冷蔵庫・洗濯機などのリサイクルが義務付けられた家電製

品も指定場所に一時保管されている。また、アスベストは袋に入れられ別に保管されて

いる。 
10 月までに、100t/d 程度の焼却炉が建設され、可燃廃棄物の処理にあたる。折田（記） 

 
7.資料配布 
（1） 宮城県石巻市・東松島市 視察報告 
（2） 宮城県名取市 佐々木市長ヒヤリング他 
（3） 宮城県名取市 ㈱オイルプラントナトリ武田社長 
（4） 宮城県仙台市 小林環境局次長兼環境部長 
 

8.土壌調査用土壌サンプル採取  
（1） 宮城県石巻市 石巻市立病院付近住宅地土壌採取 
（2） 宮城県東松島市 水田地区土壌採取 
（3） 宮城県名取市 仙台空港近く住宅地区土壌採取 
（4） 宮城県名取市 閖上地区生協前水田地区土壌採取 
（5） 宮城県仙台市 井土地区水田土壌採取 
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9.見地調査報告 
6 月 12 日（石巻市・東松島市） 

 

 
石巻市港湾工業地区 

  
津波で大型装置のみ残された状況      津波で岸壁が破壊 
 

港湾工業地区

住宅地区土壌採取 

日和山公園高台

港湾水産業地区 

東松島市水田地区土壌採取 

東松島市ガレキ集積場
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港湾地区のガレキ集積状況      港にガレキ集積完全には分別できていない状況 
 

   
  津波で電柱破壊             津波による看板のアングルの破損 
 

   
石巻工業港湾地区 自動車集積場      自衛隊によるガレキ搬送 
  



 11

 

  
石巻工業港湾地区 空調機器類破損     石巻工業港湾地区工場建屋破損状況 
 

  
石巻市住宅地区 道路陥没         住宅地区周り 
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石巻市住宅地区              土壌採取  

  
石巻の港湾地区を見渡せる、日和山公園 高台より 
 

  
石巻の港湾地区を見渡せる、日和山公園 高台より 北上川中洲、元造船所 
 
 



 13

  
石巻水産業港湾地区 冷凍倉庫の被災状況 異臭とハエ 
 

  
石巻水産業港湾地区 水産加工工場      水産加工排水処理施設 水没 
 

  
石巻水産業港湾地区 水没地区を復旧     水没した港の水がたまりにカモメの群れ 
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東松島市 水田              土壌採取 

  
東松島市 ガレキ集積場          ガレキ集積場近く 松林の被災状況 
 
6 月 13 日 岩沼市 
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名取市住宅街 （仙台空港近く）     道路フェンス、電柱の破損（名取市住宅街）         

仙台駅 

仙台空港 

井土地区ガレキ

集積場 

蒲生地区 

仙台港 

名取市住宅地区仙台空港近く土壌採取 

岩沼市ガレキ集積地

㈱オイルプラントナトリ工場 

名取市閖上地区 
土壌採取 

名取市役所 

仙台市市役所 

仙台平野水田 土壌採取 

㈱オイルプラントナトリ本社 
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名取市住宅街 後方仙台空港        岩沼市海浜緑地をガレキ集積場に使用 
 

 

岩沼市海浜緑地ガレキ集積場            分別はほとんどされていない  

 
ガレキ集積場（分別はほとんどされていない） 
 
6 月 13 日 名取市閖上地区 
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閖上地区中学校、鉄筋コンクリート以外の建物はほとんど全壊    住宅地区 

  

閖上地区中学校前 水田土壌調査   生協、被災者が出たためと今後の問題で閉鎖看板 
   
  

   
閖上地区 閖上浜ガレキ集積場       閖上地区 閖上浜ガレキ集積場 
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閖上地区被災建物             名取市市庁舎にて 佐々木市長面談 
 
仙台港周辺 

   
仙台港に乗り上げた、韓国船       仙台港周辺蒲生地区 
   
 

   
仙台市 蒲生地区 被災建屋解体 解体現場で分別をして、搬出トラックでガレキ集積所

へ、瓦屋根は、手作業で瓦を撤去 道路は一方通行で対応 
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井土地区 ガレキ集積場 現場監理事務所前 看板  畳の分別 
 

     
可燃物のガレキ集積場           木材関連ガレキ集積場 

    
石綿関連ガレキ集積場           コンクリート関連ガレキ集積場
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エアコン関連ガレキ集積場          冷蔵庫関連ガレキ集積場 

  

農機具関連ガレキ集積場           洗濯機関連ガレキ集積場 
土壌汚染防止のため、防水シートを敷き詰めている 

   
トロンメル（回転ドラム式選別装置）設置 可燃ごみ、仮設焼却炉 設置スペース 
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 海岸公園 松林部分をガレキ集積場 

将来ガレキ集積スペース 
 
 
仙台平野水田地区 井土地区 

   
仙台平野水田地区             土壌調査 土壌採取 
 
10.成果報告 

・現地調査、検討結果の成果は、7 月 11 日の「第１回東日本大震災復興報告会」、8
月 25 日の全国大会第 7 回全国防災連絡会議のシンポジウム「東日本大震災根のそ

れぞれの取り組み」で報告する。 
11.まとめ 

・6 月 12 日よりの 14 日の三日間、宮城県内 石巻市、東松島市、岩沼市、名取市、

仙台市と東日本大震災に於ける、震災、津波によるガレキの処理、処分状況を中心

に、7 名による現地視察、現地の方々のヒヤリングを行ってきた、行政の担当者も

今回の被災に合い、対応に苦慮している状況である中、懸命な努力により復旧・復

興に向け活動している、今回の現地調査が今後の復興に向けての一助になれば幸い

である。 
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参考図 東日本大震災津波被害水没部分 

 

松島湾内陸の松島市に関しては、松島の

島々によって防波堤となり津波の被災が

少なかったことが読み取れる。 

仙台東部道路の海側と内陸側では、津波によ

る被害状況がまったく違う、土盛りの高架道路

が堤防の役割を果たした。 
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＜添付資料＞ 
１． 視察先：石巻市・東松島市 
       （平成 23 年 6 月 12 日） 
２． 視察先・訪問先：名取市閖上地区他・佐々木名取市長ヒヤリング他 
       （平成 23 年 6 月 13 日） 
３． 視察先・訪問先：（名取市 ㈱オイルプラントナトリ武田社長、星野常務） 

（平成 23 年 6 月 13 日）      
４． 視察先：訪問先：（仙台市環境局 小林環境局次長 兼 環境部長） 
       （平成 23 年 6 月 14 日） 


