
 

 

 

 

 

資資資料料料編編編   

 

 

 



 

 



1 

目   次 

 

 

 

 

Ⅰ 連絡先一覧    

 第１ 岩手県の組織･･････････････････････････････････ ････････････････････ 2 

 第２ 市町村等の組織････････････････････････････････ ････････････････････ 3 

 第３ 関係団体等････････････････････････････････････ ････････････････････ 5 

 第４ 国・近隣県････････････････････････････････････ ････････････････････ 5 

Ⅱ 災害廃棄物処理に関する協定書    

 第１ 一般社団法人岩手県産業廃棄物協会･･････････････ ････････････････････ 6 

 第２ 岩手県環境整備事業協同組合････････････････････ ････････････････････ 8 

Ⅲ 一般廃棄物処理施設   

 第１ 焼却施設･･････････････････････････････････････ ････････････････････ 10 

 第２ 粗大ごみ処理施設･･････････････････････････････ ････････････････････ 11 

 第３ 最終処分場････････････････････････････････････ ････････････････････ 12 

 第４ 資源化施設････････････････････････････････････ ････････････････････ 13 

 第５ 廃棄物処理センター････････････････････････････ ････････････････････ 14 

 第６ し尿処理施設・汚泥再生処理センター････････････ ････････････････････ 15 

Ⅳ 産業廃棄物処理業者･････････････････････････････････ ････････････････････ 16 

Ⅴ 関連資料   

 第１ 関係法令・関連計画等･･････････････････････････ ････････････････････ 17 

 第２ 参考資料･･････････････････････････････････････ ････････････････････ 20 

 第３ 補助金関係････････････････････････････････････ ････････････････････ 21 

Ⅵ 東日本大震災津波の例等･････････････････････････････ ････････････････････ 22 



2 

Ⅰ 連絡先一覧 

 

第１ 岩手県の組織 

 

部局名 課名 市町村 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

環境生活部 資源循環推進課 － 
〒020-8570 
盛岡市内丸 10-1 

019-629-5367 019-629-5369 

盛岡 
広域振興局 

保健福祉環境部 環境衛生課 

八幡平市 

〒020-0023 
盛岡市内丸 11-1 

019-629-6588 019-629-6594 

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

県南 
広域振興局 

保健福祉環境部 環境衛生課 
奥州市 〒023-0053 

奥州市水沢区大手
町 5-5 

0197-22-2831 0197-25-4106 
金ケ崎町 

花巻 
保健福祉環境センター 

環境衛生課 

花巻市 

〒025-0075 

花 巻 市 花 城 町
1-41 

0198-22-4921 0198-24-9240 
北上市 

遠野市 

西和賀町 

一関 
保健福祉環境センター 

環境衛生課 
一関市 〒021-8503 

一関市竹山町 7-5 
0191-26-1412 0191-23-0579 

平泉町 

沿岸 
広域振興局 

保健福祉環境部 環境衛生課 
釜石市 〒026-0043 

釜石市新町 6-50 
0193-25-2702 0193-25-2294 

大槌町 

宮古 

保健福祉環境センター 
環境衛生課 

宮古市 

〒027-0072 
宮 古 市 五 月 町
1-20 

0193-64-2218 0193-63-5602 
山田町 

岩泉町 

田野畑村 

大船渡 
保健福祉環境センター 

環境衛生課 

大船渡市 
〒022-8502 

大船渡市猪川町字
前田 6-1 

0192-27-9913 0192-27-4197 陸前高田市 

住田町 

県北 

広域振興局 

保健福祉環境部 環境衛生課 

久慈市 

〒028-8042 

久慈市八日町 1-1 
0194-53-4987 0194-52-3919 

普代村 

野田村 

洋野町 

二戸 
保健福祉環境センター 

環境衛生課 

二戸市 

〒028-6103 
二戸市石切所字荷

渡 6-3 
0195-23-9202 0195-23-6432 

軽米町 

九戸村 

一戸町 
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第２ 市町村等の組織 

 

広域局 市町村 部室課等名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

－ 盛岡市 環境部廃棄物対策課 
020-8531 
盛岡市若園町 2-18 

019-651-4111 019-626-4153 

盛岡 

八幡平市 
市民福祉部市民課 
環境衛生係 

028-7397 
八幡平市野駄第 21地割 170番地 

0195-74-2111 0195-74-2102 

滝沢市 市民環境部環境課 
020-0692 
滝沢市中鵜飼 55 

019-656-6510 019-684-2120 

雫石町 環境対策課 
020-0595 
雫石町千刈田 5番地 1 

019-692-6486 019-692-1311 

葛巻町 農林環境エネルギー課 
028-5495 
葛巻町葛巻 16-1-1 

0195-66-2111 0195-66-4329 

岩手町 農林環境課環境係 
028-4395 
岩手町大字五日市 10-44 

0195-62-2111 0195-62-3589 

紫波町 産業部環境課生活環境室 
028-3392 
紫波町紫波中央駅前二丁目 3番地１ 

019-672-2111 019-672-2311 

矢巾町 住民課 
028-3692 
矢巾町大字南矢幅第 13地割 123番地 

019-611-2507 019-611-2519 

県南 

奥州市 
市民環境部 
生活環境課生活衛生係 

023-8501 
奥州市水沢区大手町一丁目 1番地 

0197-24-2111 0197-51-2374 

金ケ崎町 生活環境課 
029-4592 
金ケ崎町西根南町 22-1 

0197-42-2111 0197-42-3122 

花巻市 市民生活部生活環境課 
025-8601 
花巻市花城町 9番 30号 

0198-24-2111 0198-21-1152 

北上市 
生活環境部 
クリーン推進課 

024-8501 
北上市芳町 1-1 

0197-64-2111 0197-72-3300 

遠野市 環境整備部環境課 
028-0531 
遠野市綾織町新里 18-75-1 

0198-62-2111 0198-62-3227 

西和賀町 町民課 
029-5692 
西和賀町沢内字太田 2-81-1 

0197-85-2111 0197-85-2119 

一関市 市民環境部生活環境課 
021-8501 
一関市竹山町 7-2 

0191-21-8341 0191-21-2101 

平泉町 町民福祉課 
029-4192 
平泉町平泉字志羅山 45-2 

0191-46-5562 0191-46-3080 

沿岸 

釜石市 市民生活部環境課 
026-8686 
釜石市只越町 3-9-13 

0193-22-2111 0193-22-2199 

大槌町 リサイクルセンター 
028-1121 
大槌町小鎚第 17地割 63番地曽根 

0193-42-7570 0193-42-2201 

宮古市 
市民生活部環境課 
きれいなまち推進室 

027-0038 
宮古市小山田 2-110-1 

0193-62-2111 0193-64-6488 

山田町 町民課 
028-1391 
山田町八幡町３番 20号 

0193-82-3111 0193-82-4989 

岩泉町 保健福祉課 
027-0595 
岩泉町岩泉字惣畑 59-5 

0194-22-2111 0194-22-3562 

田野畑村 生活環境課 
028-8407 
田野畑村田野畑 143-1 

0194-34-2111 0194-34-2632 

大船渡市 
生活福祉部 
市民環境課環境衛生係 

022-8501 
大船渡市盛町字宇津野沢 15 

0192-27-3111 0192-21-3118 

陸前高田市 
民生部 
市民環境課環境安全係 

029-2292 
陸前高田市高田町字鳴石 42番地 5 

0192-54-2111 0192-54-3888 

住田町 町民生活課生活係 
029-2396 
住田町世田米字川向 96-1 

0192-46-2111 0192-46-2489 

県北 

久慈市 生活福祉部生活環境課 
028-8030 
久慈市川崎町 1-1 

0194-52-2111 0194-53-9274 

普代村 住民福祉課 
028-8392 
普代村 9-13-2 

0194-35-2113 0194-36-1026 

野田村 住民福祉課保健班 
028-8201 
野田村大字野田 20-14 

0194-78-2927 0194-78-3995 

洋野町 町民生活課環境衛生係 
028-7995 
洋野町種市 23-27 

0194-65-5914 0194-65-5105 

二戸市 市民生活部生活環境課 
028-6192 
二戸市福岡字川又 47番地 

0195-23-3111 0195-23-6185 

軽米町 町民生活課 
028-6302 
軽米町大字軽米 10-85 

0195-46-2111 0195-46-4242 

九戸村 住民生活課保健衛生班 
028-6502 
九戸村伊保内第 10地割 11番地 6 

0195-42-2111 0195-41-1144 

一戸町 
建設部水環境課 
生活環境係 

028-5311 
一戸町高善寺字大川鉢 24-9 

0195-33-2111 0195-31-1102 
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区分 組合等名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

し尿 

盛岡地区衛生処理組合 
020-0621 

滝沢市大崎 94番地 194 
019-688-5110 019-688-6870 

盛岡北部行政事務組合 
028-7405 

八幡平市平舘第 27地割 49番地 
0195-74-2716 0195-74-3696 

紫波、稗貫衛生処理組合 
028-3317 

紫波町南日詰字小路口 92番地 1 
019-672-2017 019-676-5080 

気仙広域連合 
022-0003 

大船渡市盛町字田中島 13-15 
0192-26-3739 0192-26-3757 

釜石大槌地区行政事務組合 
026-0031 

釜石市鈴子町 15番 2号 
0193-31-1336 0193-22-0922 

北上地区広域行政組合 
024-0003 

北上市成田 23-55-1 
0197-68-2203 0197-68-2787 

ごみ 

・ 

し尿 

久慈広域連合 
028-0056 

久慈市中町一丁目 67番地 
0194-66-9090 0194-61-3324 

奥州金ケ崎行政事務組合 
023-0003 

奥州市水沢区佐倉河字仙人 49番地 
0197-24-5821 0197-24-5823 

二戸地区広域行政事務組合 
028-6103 

二戸市石切所字二枚平 19-1 
0195-25-5660 0195-25-5767 

一関地区広域行政組合 
029-0131 

一関市狐禅寺字草ヶ沢 36-41 
0191-21-2157 0191-21-2158 

宮古地区広域行政組合 
027-0000 

宮古市千徳 14-121-5 
0193-64-2011 0193-64-2012 

ごみ 

盛岡・紫波地区環境施設組合 
028-3603 

矢巾町大字西徳田第 12地割 168番地 2 
019-697-3835 019-697-3716 

岩手・玉山環境組合 
028-4122 

盛岡市玉山区寺林字平森 54番地 54 
019-682-0552 019-682-0531 

大船渡地区環境衛生組合 
022-0004 

大船渡市猪川町字藤沢口 54-1 
0192-26-4739 0192-26-4739 

岩手沿岸南部広域環境組合 
026-0001 

釜石市大字平田第 3地割 81番地 3 
0193-27-7020 0193-27-7022 

岩手中部広域行政組合 
024-0335 

北上市和賀町後藤 3-60 
0197-72-8286 0197-72-8287 

滝沢・雫石環境組合 
020-0613 

滝沢市大石渡 332番地 2 
019-688-2464 019-688-2465 
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第３ 関係団体等 

 

団体名 連絡先 関係業務 摘要 

一般社団法人 

岩手県産業廃棄物協会 

〒020-0023 

盛岡市内丸 16-15 内丸ビル５階 

tel:019-625-2201 

fax:019-624-1920 

ごみの収集運搬、処理

協力 

災害時における廃棄物の処

理に関する協定（H9.2.6） 

岩手県環境整備事業協同組合 

〒020-0855 

盛岡市上鹿妻稲荷場 44 

tel:019-656-2770 

fax:019-658-0990 

し尿及び浄化槽汚泥の

収集運搬協力 

災害時におけるし尿及び浄

化槽汚泥等の処理に関する

協定（H18.10.12） 

一般財団法人 

クリーンいわて事業団 

〒023-1101 

奥州市江刺区岩谷堂字大沢田 113番地 

tel:0197-35-6700 

fax:0197-35-7776 

いわてクリーンセンタ

ーの被害調査 
廃棄物処理センター 

いわて県北クリーン株式会社 

〒028-6505 

九戸村大字江刺家 20-48-34 

tel: 0195-42-4085 

fax:0195-42-4550 

いわて第２クリーンセ

ンターの被害調査 
廃棄物処理センター 

 

第４ 国・近隣県 

団体名 担当課 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

環境省 
大臣官房廃棄物・リサイクル

対策部廃棄物対策課 

〒100-8975 

東京都千代田区霞が関 1-2-2 

合同庁舎５号館 26階 

03-3581-3351 03-3593-8263 

環境省 

東北地方 

環境事務所 

廃棄物・リサイクル対策課 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町３丁目２-23 

仙台第２合同庁舎６階 

022-722-2871 022-724-4311 

青森県 環境生活部環境政策課 
〒030-8570 

青森県青森市長島一丁目 1-1 
017-734-9249 017-734-8065 

宮城県 環境生活部循環型社会推進課 
〒980-8570  

宮城県仙台市青葉区本町 3丁目 8番 1号 
022-211-2648 022-211-2390 

秋田県 生活環境部環境整備課 
〒010-8570 

秋田県秋田市山王四丁目 1-1 
018-860-1622 018-860-3835 

山形県 
環境エネルギー部 

循環型社会推進課 

〒990-8570 

山形市松波二丁目 8－1 
023-630-2323 023-625-7991 

福島県 生活環境部一般廃棄物課 
〒960-8670 

福島県福島市杉妻町 2-16 
024-521-7249 024-521-7984 
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Ⅱ 災害廃棄物処理に関する協定書 
 

第１ 一般社団法人岩手県産業廃棄物協会 
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第２ 岩手県環境整備事業協同組合 
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Ⅲ 一般廃棄物処理施設 
 

第１ 焼却施設 

 

一般廃棄物の焼却施設は県内に 19施設あり、このうち稼働している施設は 14施設であ

る。また、処理能力の合計は 1,948ｔ／日である。（Ｈ27.10.１現在） 

地方公共 

団体名 
施設名称 

処理能力 

(t/日) 

年間処理量

（t/年） 

施設の 

種類 
処理方式 

炉

数 
対象廃棄物 

盛岡市 クリーンセンター 405 76,889 焼却 ストーカ ３ 
可燃ごみ,ごみ処理残

渣 

花巻市 
花巻市清掃センター焼却施

設【休止】 
171 34,360 焼却 ストーカ ２ 

可燃ごみ,粗大ごみ,ご

み処理残渣 

北上市 
北上市清掃事業所１号棟

【休止】 
105 24,599 焼却 ストーカ ２ 

可燃ごみ,その他,ごみ

処理残渣 

遠野市 
清養園クリーンセンター

【休止】 
40 7,339 焼却 流動床 １ 

可燃ごみ,粗大ごみ,ご

み処理残渣,し尿処理

残渣 

八幡平市 八幡平市清掃センター 50 10,296 焼却 ストーカ ２ 
可燃ごみ,ごみ処理残

渣 

葛巻町 葛巻町清掃センター 10 1,061 焼却 ストーカ １ 
可燃ごみ,ごみ処理残

渣 

二戸地区広域行

政事務組合 
二戸地区クリーンセンター 90 15,757 焼却 流動床 ２ 

可燃ごみ,粗大ごみ,し

尿処理残渣 

岩手・玉山環境組

合 
ごみ焼却施設 28 6,100 焼却 ストーカ ２ 

可燃ごみ,粗大ごみ,ご

み処理残渣 

久慈広域連合 久慈地区ごみ焼却場 120 17,140 焼却 ストーカ ２ 
可燃ごみ,し尿処理残

渣 

盛岡・紫波地区環

境施設組合 
ごみ焼却施設 160 34,345 溶融 シャフト ２ 

可燃ごみ,不燃ごみ,ご

み処理残渣 

一関地区広域 

行政組合 

一関清掃センターごみ焼却

施設 
150 22,430 焼却 ストーカ ２ 

可燃ごみ,ごみ処理残

渣,し尿処理残渣 

一関地区広域 

行政組合 

大東清掃センターごみ焼却

施設 
80 10,831 焼却 流動床 ２ 可燃ごみ 

宮古地区 

広域行政組合 
宮古清掃センター 186 35,006 焼却 流動床 ２ 

可燃ごみ,その他,ごみ

処理残渣,し尿処理残

渣 

奥州金ケ崎 

行政事務組合 
胆江地区衛生センター 240 37,165 焼却 ストーカ ２ 

可燃ごみ,ごみ処理残

渣,し尿処理残渣 

岩手沿岸南部 

広域環境組合 

岩手沿岸南部クリーンセン

ター 
147 41,836 溶融 シャフト ２ 

可燃ごみ,混合ごみ,粗

大ごみ,不燃ごみ,ごみ

処理残渣,し尿処理残

渣 

滝沢・雫石 

環境組合 
滝沢清掃センター 100 24,452 溶融 シャフト ２ 

可燃ごみ,粗大ごみ,ご

み処理残渣 

岩手中部広域 

行政組合 

岩手中部広域クリーンセン

ター 
182 － 焼却 ストーカ ２ 可燃ごみ 

滝沢雫石組合 雫石町清掃センター【休止】 25 0 焼却 ストーカ ２ - 

二戸行政組合 
軽米地区クリーンセンター

【休止】 
15 0 焼却 固定床 ２ - 

合   計 1,948     
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第２ 粗大ごみ処理施設 

 

粗大ごみ処理施設は県内に 14施設あり、その処理能力は 352.5ｔ／日である。（Ｈ26.

３.31 現在） 

地方公共 

団体名 
施設名称 

処理能力 

(t/日) 

年間処理量 

（t/年） 
処理方式 対象廃棄物 

盛岡市 粗大ごみ処理施設 60 6,608 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

花巻市 花巻市清掃センター粗大ごみ処

理施設 

50 1,274 圧縮 粗大ごみ,不燃ごみ 

北上市 清掃事業所３号棟 30 1,378 破砕 不燃ごみ 

遠野市 遠野市清養園クリーンセンター

廃棄物再生利用施設 

12 715 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

陸前高田市 陸前高田市粗大ごみ処理施設 6 87 破砕 不燃ごみ,資源ごみ 

八幡平市 粗大ごみ処理施設 15 672 併用 粗大ごみ,不燃ごみ,資源ごみ 

二戸地区広域行

政事務組合 

二戸地区クリーンセンター 30 1,618 併用 粗大ごみ,不燃ごみ,資源ごみ 

岩手・玉山環境組

合 

粗大ごみ処理施設 8 338 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

久慈広域連合 久慈地区粗大ごみ処理施設 30 1,489 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

一関地区広域行

政組合 

一関清掃センターごみ焼却施設

粗大ごみ処理施設(前処理用) 

25 752 破砕 粗大ごみ 

一関地区広域行

政組合 

大東清掃センター粗大ごみ処理

施設 

18 1,861 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

奥州金ケ崎 

行政事務組合 

胆江地区衛生センター 50 1,987 併用 粗大ごみ,不燃ごみ 

岩手沿岸南部広

域環境組合 

岩手沿岸南部クリーンセンター 10.5 302 破砕 粗大ごみ,不燃ごみ,可燃ごみ 

滝沢・雫石環境組

合 

滝沢清掃センター 8 1,373 破砕 粗大ごみ 

合  計 352.5    
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第３ 最終処分場 

 
埋立中の最終処分場はは県内に 24施設あり、その残余容量は 843,951㎥である。（Ｈ26.

３.31 現在） 

地方公共 

団体名 
施設名称 

埋立 
開始 
年度 

埋立終了 

予定年度 

埋立地 
面積 
(㎡) 

全体容積 

(㎥) 

残余容量 

(㎥) 
対象廃棄物 

盛岡市 廃棄物処分場 1977 2031 90,300 1,017,050 241,695 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

盛岡市 
玉山廃棄物処分
場 

1993 2029 19,308 37,100 20,239 
焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残
渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 

大船渡市 
大船渡市廃棄物
埋立処分場 

1983 2022 4,200 17,000 12,986 不燃ごみ 

花巻市 
花巻市一般廃棄
物最終処分場 

1984 2018 35,600 192,880 23,207 
焼却残渣（主灰）,その他,焼却残渣
（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 

北上市 
北上市一般廃棄

物最終処分場 
1997 2020 14,700 127,400 61,647 

焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,

破砕ごみ・処理残渣 

遠野市 

遠野市清養園ク

リーンセンター
最終処分場 

2002 2027 7,150 37,600 20,842 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

陸前高田市 

陸前高田市一般

廃棄物最終処分
場 

1997 2019 6,790 36,126 12,200 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

二戸市 
二戸市不燃物埋
立地 

1980 2023 41,268 131,530 64,078 焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰） 

八幡平市 
八幡平市栗日影
沢最終処分場 

1988 2015 10,620 56,090 1,621 

焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残

渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗
大ごみ 

八幡平市 
八幡平市一般廃

棄物最終処分場 
2013 2027 5,300 24,700 23,004 

焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残
渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗
大ごみ 

葛巻町 
葛巻町最終処分
場 

1988 2021 6,000 19,800 4,334 
焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残
渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 

岩手町 
岩手町一般廃棄
物最終処分場 

2003 2018 4,580 17,000 6,490 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

西和賀町 
西和賀町一般廃

棄物最終処分場 
1997 2020 3,450 9,000 3,580 

焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,破砕ご

み・処理残渣,粗大ごみ 

大槌町 
大槌町一般廃棄

物最終処分場 
1996 2017 5,540 41,300 7,000 溶融飛灰,不燃ごみ 

二戸地区広域行
政事務組合 

不燃物処理場 1974 2023 13,953 98,000 46,686 破砕ごみ・処理残渣 

久慈広域連合 
久慈地区最終処
分場 

2002 2021 9,160 59,100 13,419 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

盛岡・紫波地区
環境施設組合 

一般廃棄物最終
処分場 

1997 2016 11,200 69,190 8,748 溶融飛灰,その他 

一関地区広域行
政組合 

舞川清掃センタ
ー 

1998 2023 20,700 141,800 51,736 
焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残
渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 

一関地区広域行

政組合 

花泉清掃センタ

ー 
1988 2015 6,470 28,300 2,960 不燃ごみ 

一関地区広域行

政組合 

東山清掃センタ

ー 
1983 2017 17,460 110,000 11,497 

焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残

渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣 

大船渡地区環境
衛生組合 

一般廃棄物最終
処分場 

1997 2021 6,800 58,000 30,314 溶融飛灰,破砕ごみ・処理残渣 

宮古地区広域行
政組合 

一般廃棄物最終
処分場 

1985 2023 54,800 550,600 44,244 
焼却残渣（主灰）,不燃ごみ,焼却残
渣（飛灰）,破砕ごみ・処理残渣,粗

大ごみ 

奥州金ケ崎行政
事務組合 

胆江地区最終処
分場 

2010 2025 23,770 125,000 106,009 
焼却残渣（主灰）,焼却残渣（飛灰）,
破砕ごみ・処理残渣 

滝沢・雫石環境
組合 

滝沢最終処分場 1998 2033 10,500 52,500 25,415 溶融飛灰,不燃ごみ 

合  計     843,951  
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第４ 資源化施設 

 

資源化等を行う施設は、20施設あり、その処理能力の合計は 246.7t/日である。（Ｈ26.

３.31 現在） 
地方公共 
団体名 

施設名称 
処理能力 
(ｔ/日) 

年間処理量 
(t/年度) 

資源回収量 
(t/年度) 

処理内容 施設区分 対象廃棄物 

盛岡市 
資源ごみ分別施
設 

28 3,722 3,342 選別、圧縮、梱包 
ストック
ヤード 

金属類,ガラス類,ペッ
トボトル 

花巻市 
花巻市清掃セン
ター容器包装リ
サイクル施設 

250～300 
kg/h 

778 537 選別、圧縮、梱包 
ストック
ヤード 

ペットボトル 

圧縮梱包 
600kg/h 

破砕 
50㎥/h 

その他プラスチック 

釜石市 
釜石市清掃工場
選別作業所 

12 502 502 選別、圧縮、梱包 
ストック
ヤード 

金属類,ガラス類,その
他資源ごみ 

八幡平市 手選別処理施設 5 474 235 
選別、圧縮、梱包、
その他 

リサイク
ルセンタ
ー 

ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック 

葛巻町 
葛巻町リサイク
ルセンター 

3 615 469 選別、圧縮、梱包 
ストック
ヤード 

紙類,金属類,ガラス
類,ペットボトル,プラ
スチック,不燃ごみ,粗
大ごみ 

紫波町 えこ３センター 20 3,853 1,644 ごみ堆肥化 
ごみ堆肥
化施設 

事業系生ごみ,その他 

大槌町 
大槌町リサイク
ルセンター 

5 611 435 
選別、圧縮、梱包、
ごみ堆肥化 

その他 

紙類,金属類,ガラス
類,ペットボトル,プラ
スチック,布類,剪定
枝,不燃ごみ,粗大ごみ 

岩手・玉山
環境組合 

リサイクルセン
ター 

3 893 794 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルセンタ
ー 

金属類,ガラス類,その
他資源ごみ,ペットボ
トル,その他 

久 慈 広 域
連合 

久慈地区再資源
化処理施設 

8 439 338 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルプラザ 

金属類,ペットボトル 

久 慈 広 域
連合 

久慈地区再資源
化処理場 

4 433 335 選別 
リサイク
ルプラザ 

ガラス類 

盛岡・紫波
地 区 環 境
施設組合 

不燃物処理資源
化設備 

20 5,274 3,360 選別、圧縮、梱包 その他 

紙類,金属類,ガラス
類,その他資源ごみ,ペ
ットボトル,布類,不燃
ごみ,粗大ごみ 

盛岡・紫波
地 区 環 境
施設組合 

リサイクルコン
ポストセンター 

20 3,622 486 ごみ堆肥化 
ごみ堆肥
化施設 

家庭系生ごみ,事業系
生ごみ 

盛岡・紫波
地 区 環 境
施設組合 

容器包装リサイ
クル推進施設 

30 598 535 選別、圧縮、梱包 

容器包装
リサイク
ル推進施
設 

紙類,プラスチック 

一 関 地 区
広 域 行 政
組合 

リサイクルプラ
ザ施設 

33 3,981 1,758 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルプラザ 

金属類,ガラス類,ペッ
トボトル,プラスチッ
ク,不燃ごみ,粗大ごみ 

大 船 渡 地
区 環 境 衛
生組合 

大船渡地区環境
衛生組合不燃物
処理施設① 

6 226 75 選別、圧縮、梱包 その他 不燃ごみ 

大 船 渡 地
区 環 境 衛
生組合 

大船渡地区環境
衛生組合不燃物
処理施設② 

6 959 317 選別、圧縮、梱包 その他 不燃ごみ 

宮 古 地 区
広 域 行 政
組合 

みやこ広域リサ
イクルセンター 

8 1,359 1,326 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルプラザ 

金属類,ガラス類,ペッ
トボトル 

宮 古 地 区
広 域 行 政
組合 

第２リサイクル
センター 

9 573 525 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルセンタ
ー 

紙類,プラスチック 

滝沢・雫石
環境組合 

滝沢リサイクル
センター 

13.7 2,023 2,023 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルセンタ
ー 

紙類,金属類,ガラス
類,ペットボトル,布類 

滝沢・雫石
環境組合 

雫石リサイクル
センター 

8 826 826 選別、圧縮、梱包 
リサイク
ルセンタ
ー 

紙類,金属類,ガラス
類,ペットボトル,プラ
スチック 

合  計 246.7      
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第５ 廃棄物処理センター 

 

一般財団法人クリーンいわて事業団が設置している「いわてクリーンセンター」、いわて

県北クリーン株式会社（ＰＦＩ、独立採算方式）が設置している「いわて第２クリーンセ

ンター」はいずれも産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設である。 

 

ア 焼却施設 

（Ｈ26.３.31 現在） 

施設設置者 施設名称 
処理能力 

(t/日) 

年間処理量 

（t/年） 

施設の 

種類 
処理方式 

いわて県北クリーン 

株式会社 
いわて第２クリーンセンター 80 26,523 焼却 ストーカ 

 

 

イ 最終処分場 

（Ｈ26.３.31 現在） 

 

埋

立

終

＊ 埋立終了予定年度は当初計画における見込み 

 

 

 

 

 

施設設置者 施設名称 

埋立 

開始 

年度 

埋立終了 

予定年度* 

埋立地 

面積 

(㎡) 

全体容積 

(㎥) 

残余容量 

(㎥) 

一般財団法人 

クリーンいわて事業団 

いわてクリーンセンター 

最終処分場 
1995 2023 109,000 1,230,000 243,868 
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第６ し尿処理施設・汚泥再生処理センター 

 

し尿処理施設・汚泥再生処理センターは県内 16施設で、処理能力の合計は 1,956ｋℓ／

日である。 

地方公共 

団体名 
施設名称 

処理能力 

(t/日) 

年間処理量（ｋℓ） 
対象廃棄物 

し尿 浄化槽 

遠野市 遠野市清養園クリーンセンターし尿処理施設 61 17,154 2,712 し尿、浄化槽汚泥 

北上地区広域行政

組合 

衛生処理場 250 43,472 27,380 し尿、浄化槽汚泥 

二戸地区広域行政

事務組合 

二戸地区衛生センター 112 27,625 5,737 し尿、浄化槽汚泥 

盛岡北部行政事務

組合 

北岩手環境衛生センター 45 0 8,896 浄化槽汚泥 

盛岡北部行政事務

組合 

北岩手環境衛生センター 100 25,028 0 し尿 

紫波、稗貫衛生処

理組合 

紫波、稗貫衛生処理組合衛生処理場 170 22,266 16,209 し尿、浄化槽汚泥 

久慈広域連合 久慈地区し尿処理場 105 31,561 8,748 し尿、浄化槽汚泥 

一関地区広域行政

組合 

一関清掃センター第１し尿処理施設 80 24,043 4,306 し尿、浄化槽汚泥 

一関地区広域行政

組合 

一関清掃センター第２し尿処理施設 80 23,714 2,947 し尿、浄化槽汚泥 

一関地区広域行政

組合合 

川﨑清掃センター 100 20,015 8,480 し尿、浄化槽汚泥 

盛岡地区衛生処理

組合 

滝沢処理センター 170 29,962 10,474 し尿、浄化槽汚泥 

釜石大槌地区行政

事務組合 

釜石・大槌汚泥再生処理センター 84 17,768 11,179 し尿、浄化槽汚泥 

宮古地区広域行政

組合 

衛生処理センター 135 28,135 8,607 し尿、浄化槽汚泥 

宮古地区広域行政

組合 

第２衛生処理場 58 9,315 2,849 し尿、浄化槽汚泥 

奥州金ケ崎行政事

務組合 

胆江地区衛生センター 276 53,140 22,571 し尿、浄化槽汚泥 

気仙広域連合 気仙広域連合衛生センター 130 32,109 16,893 し尿、浄化槽汚泥 

合   計 1,956    
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Ⅳ 産業廃棄物処理業者 

 

岩手県産業廃棄物処理業者名簿 
http://www.pref.iwate.jp/kankyou/sanpai/009601.html 

 

 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/sanpai/009601.html
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Ⅴ 関連資料 

 

第１ 関係法令・関連計画等 

 

◆ 関係ホームページ等 

 ◇ 東日本大震災津波への対応（環境省 HP） 

http://www.env.go.jp/jishin/ 

 ◇ 環境省災害廃棄物処理情報サイト 

http://kouikishori.env.go.jp/index.html 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/index.html 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/preferential_measure/index.html 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/fiscal_measures/index.html 

 ◇ 災害廃棄物情報プラットホーム 

http://dwasteinfo.nies.go.jp/index.html 

 

◆ 関係法令・計画等 

 ◇ 災害対策基本法（平成 27年７月改正 内閣府） 

 ◇ 防災基本計画（平成 27年７月一部修正 内閣府） 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html 

 ◇ 環境省防災業務計画（平成 25年９月一部修正） 

http://www.env.go.jp/other/bousai/ 

 ◇ 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） 

http://www.env.go.jp/recycle/report/h22-02/ 

 ◇ 災害廃棄物対策指針（平成 26年３月：環境省） 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/ 

 ◇ 東日本大震災津波に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf 

 ◇ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて 中間とりまとめ（平成 26年３月：環境

省、巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会） 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17995 

 ◇ 大規模災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームについて 

―制度的な側面からの論点整理を踏まえた基本的考え方―（平成 27年２月：巨大地震発生時における災害廃棄物対策

検討委員会） 

https://www.env.go.jp/press/100369.html 

 ◇ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（平成 27年 11月 環境省） 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/h2711shishin.pdf 

◆ 東日本大震災津波に係る法令上の措置 

 ◇ 東日本大震災津波により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成 23年法律第 99号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110818001.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf 

 ◇ 被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例措置（平成 23年政令第 215号、平成 23

年環境省令第 15号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110715001.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_15a.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/
http://kouikishori.env.go.jp/index.html
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/index.html
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/preferential_measure/index.html
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/fiscal_measures/index.html
http://dwasteinfo.nies.go.jp/index.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html
http://www.env.go.jp/other/bousai/
http://www.env.go.jp/recycle/report/h22-02/
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/
http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17995
https://www.env.go.jp/press/100369.html
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/h2711shishin.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110818001.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110715001.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_15a.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf
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 ◇ 一般廃棄物を産業廃棄物処理施設において処理する際の届出期間に関する例外規定の創設（平成 23年 3月 31日環

境省令第 6号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_06b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_06c.pdf 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/02/1-1.pdf 

 ◇ コンクリートくず等の災害廃棄物を安定型最終処分場において処理する場合の手続の簡素化のための措置（平成

23年 5月 9日環境省令第 8号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_08b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_08a.pdf 

 ◇ 緊急的な海洋投入処分に関する措置（平成 23年 4月 7日環境省告示第 44号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44a.pdf 

◇ 緊急的な海洋投入処分に関する措置（平成 23年 6月 17日環境省告示第 48号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48a.pdf 

 ◇ 定期検査の受検期日に関する特例 （平成 24年 3月 29日環境省令第 6号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/no120501003.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo24_06b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo24_06a.pdf 

◆ 東日本大震災津波における通知・事務連絡等【国】 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/pdf/parts/sanko10.pdf 

 【指針等】 

  ◇ 災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの活用について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/1.pdf 

◇ 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル 

https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/manual/manual04.html 

  ◇ 東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/2.pdf 

◇ 東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針の解釈について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/3.pdf 

◇ 「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」において「追って指針を示す」とした部

分の扱いについて 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/4.pdf 

  ◇ 東日本大震災津波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)について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/5.pdf 

◇ 東日本大震災津波により被災した船舶の処理に関するガイドライン（補遺） 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/7.pdf 

  ◇ 東日本大震災津波堆積物処理指針の策定について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/8-2.pdf 

◇ 東日本大震災津波堆積物処理指針 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/8-1.pdf 

  ◇ 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 

http://www.env.go.jp/jishin/kihon-hoshin110316.pdf 

  ◇ 東日本大震災津波により海に流出した災害廃棄物の処理指針 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/no111118001.pdf 

 【有害物質・PCB・フロン関連】 

  ◇ 廃石綿やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/1.pdf 

  ◇ 被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/3.pdf 

  ◇ 石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/6.pdf 

  ◇ 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6 

http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/ 

http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/full.pdf 

 【リサイクル対象品目（自動車）】 

  ◇ 東北地方太平洋沖地震に伴う電気自動車・ハイブリッド自動車等の取り扱いについて 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_06b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_06c.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/02/1-1.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_08b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_08a.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44a.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48a.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no120501003.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo24_06b.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo24_06a.pdf
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/pdf/parts/sanko10.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/1.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/manual/manual04.html
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/2.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/3.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/4.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/5.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/7.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/8-2.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/03/8-1.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/kihon-hoshin110316.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no111118001.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/3.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/04/6.pdf
http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/
http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/full.pdf
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http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/3.pdf 

◇ 東北地方太平洋沖地震により被災した自動車の処理について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/4.pdf 

◇ 東日本大震災津波に係る被災自動車の取扱いに関する Q&A 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/5.pdf 

◇ 東日本大震災津波による番号不明被災自動車の引き渡し時における取扱いについて 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/6.pdf 

◇ 東日本大震災津波に伴って生じた被災自動車の処理にあたっての留意事項について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/7-1.pdf 

 【リサイクル対象品目（家電）】 

  ◇ 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/06/1.pdf 

◇ 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について（追加） 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/06/2.pdf 

  ◇ 災害時における廃家電製品の取扱いについて 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/pdf/parts/sanko15.pdf 

 【リサイクル対象品目（その他）】 

  ◇ 被災したパソコンの処理について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/07/1.pdf 

 【再生利用の推進】 

  ◇ 災害廃棄物の再生利用の推進について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/1.pdf 

◇ 平成 23年度公式工事における土量調査等について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/3.pdf 

◇ 管理された状態での災害廃棄物（コンクリートくず等）の再生利用について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/5.pdf 

◇ 災害廃棄物の再生利用プラン作成について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/6.pdf 

 【災害廃棄物の広域処理について】 

  ◇ 東日本大震災津波により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン 

https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20120111_shori.pdf 

◇ 広域処理の推進に係るガイドラインに関する Q&Aについて 

https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20111011_shori-qa.pdf 

◇ 東日本大震災津波により生じた災害廃棄物の広域処理の促進について 

https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20111102_shori.pdf 

 【仮置場】 

  ◇ 仮置場における火災発生の防止について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/15.pdf 

◇ 仮置場における留意事項について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/17.pdf 

◇ 仮置場における火災発生防止並びに害虫及び悪臭への対策について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/30.pdf 

 【その他】 

  ◇ 東北地方太平洋沖地震による災害復旧における境界標識等の保存について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/03.pdf 

  ◇ 動植物性残さ等の保管等の取扱いについて 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/04.pdf 

  ◇ 災害廃棄物に混入している感染性廃棄物の取扱について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/05.pdf 

  ◇ 災害廃棄物処理事務の委託に関する規約例について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/07-1.pdf 

◇ （参考）規約例Ｑ＆Ａ 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/07-2.pdf 

  ◇ 災害に乗じた違法な廃棄物処理の防止について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/06.pdf 

  ◇ 災害廃棄物の処理技術に関する実務的支援について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/08.pdf 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/3.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/4.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/5.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/6.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/05/7-1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/06/1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/06/2.pdf
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/pdf/parts/sanko15.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/07/1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/3.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/5.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/08/6.pdf
https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20120111_shori.pdf
https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20111011_shori-qa.pdf
https://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20111102_shori.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/15.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/17.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/30.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/03.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/04.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/05.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/07-1.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/07-2.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/06.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/08.pdf
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  ◇ 災害廃棄物の処理に係る留意事項について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/11.pdf 

  ◇ 東日本大震災津波に係る災害廃棄物の処理の促進について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/14.pdf 

◇ 東日本大震災津波に係る災害廃棄物の処理の迅速化について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/18.pdf 

  ◇ 産業廃棄物処理業者に係る情報の拡充について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/16.pdf 

  ◇ 東日本大震災津波に係る人的支援について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/19-20.pdf 

  ◇ 災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/24.pdf 

  ◇ 現在住民が生活している場所の近傍以外に存在する災害廃棄物の仮置場への移動及び損壊家屋等の解体の着実

な実施について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/28.pdf 

  ◇ 災害廃棄物処理の数量管理の徹底 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/27.pdf 

  ◇ 一般廃棄物処理施設等における剪定枝等の有機物の保管状況について 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/29.pdf 

◆ 関係計画等【県】 

 ◇ 岩手県災害対策本部条例 

https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/337901010040000000MH/337901010040000000MH/3379010100400000

00MH.html 

◇ 岩手県災害対策本部規程 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf 

5-5-24 

 ◇ 大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf 

◇ 大規模災害時等の北海道・東北８道県広域応援ガイドライン 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/8doukengaidorain.pdf 

 ◇ 岩手県地域防災計画（昭和 48年４月：岩手県防災会議） 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/bousaikeikaku/keikakuzenbun.pdf 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf 

◇ 岩手県災害時業務継続計画 【本庁舎版】 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/bcp/20140218_bcp.pdf 

◇ 岩手県東日本大震災津波の記録 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/kirokushi/allpage.pdf 

◇ いわて防災情報ポータル 

http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/ 

 ◇ 資源循環推進課災害対応マニュアル（廃棄物・障害物対策マニュアル） 

課内備付 

 ◇ 東北地方災害廃棄物連絡会設置要綱 

課内備付 

 

第２ 参考資料 

 

◆ 記録等 

 ◇ 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（平成 27年２月：岩手県） 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/33788/033328.html 

 ◇ 大規模災害により発生する災害廃棄物の処理に自治体はどう備えるか～東日本大震災津波の事例から学ぶもの～

（平成 27年３月：環境省東北地方環境事務所） 

http://tohoku.env.go.jp/to_2015/post_19.html 

 ◇ 東日本大震災津波によい発生した被災３県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録（平成

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/11.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/14.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/18.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/16.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/19-20.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/24.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/28.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/27.pdf
http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/other_notification/pdf/01/09/29.pdf
https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/337901010040000000MH/337901010040000000MH/337901010040000000MH.html
https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/337901010040000000MH/337901010040000000MH/337901010040000000MH.html
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/8doukengaidorain.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/bousaikeikaku/keikakuzenbun.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/bousaikeikaku/siryouzenbun.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/bcp/20140218_bcp.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/kirokushi/allpage.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/kirokushi/allpage.pdf
http://www2.pref.iwate.jp/%7Ebousai/
http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/33788/033328.html
http://tohoku.env.go.jp/to_2015/post_19.html


21 

26年９月） 

http://tohoku.env.go.jp/index.html 

◆ 本県関連計画等 

 ◇ 岩手県災害廃棄物処理実行計画（平成 23年６月） 

◇ 岩手県災害廃棄物処理詳細計画（平成 23年 8月 30日策定） 

◇ 「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」の第一次改訂（平成 24年 5月改定） 

◇ 「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」の第二次改訂（平成 25年 5月改定） 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/18646/index.html 

 ◇ 岩手県復興資材活用マニュアルについて 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/18647/003225.html 

 ◇ 「災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領」 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/18647/012097.html 

 ◇ 家畜の死体の特例的な処理について（平成 23年 3月 14日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/01_katiku.pdf 

◇ 災害廃棄物の保管場所の確保及び撤去等に係る留意事項について（平成 23年 3月 21日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/02_hokanbasho_kakuho_tekkyo.pdf 

◇ 東京電力・東北電力管内における夏期の電力需給対策への協力について（平成 23年 5月 26日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/03_setuden.pdf 

◇ 東日本大震災で発生した被災車両の処理フローの修正について（平成 23年 6月 27日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/04_hisaisharyou.pdf 

◇ 漁港区域内等でのコンクリート廃材等の使用について（平成 23年 11月 29日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/05_haizai.pdf 

◇ 仮置場における火災発生防止並びに害虫及び悪臭への対策について（平成 24年 5月 1日） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/06_kasaiboushi_gaichuu_akushuu.pdf 

◇ 災害等廃棄物処理事業終了後の東日本大震災津波に由来する廃棄物の取扱いについて（平成 26年 3月 20） 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/034/247/07_shorishuuryougo.pdf 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/saihai/18647/034247.html 

 

第３ 補助金関係 

 

◆ 制度等 

 ◇ 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱 

◇ 廃棄物処理施設災害復旧費補助金交付要綱 

◇ 災害等廃棄物処理事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧費補助金実施要領 

◇ 災害等廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設災害復旧事業の事業計画の変更に伴う事前協議の取扱いについて 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/subsidy/index.html 

 ◇ 災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用） 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/ 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/manual140625set.pdf 

 ◇ 環境省災害廃棄物処理情報サイト 

http://kouikishori.env.go.jp/index.html 

◇ 財政上の措置 

http://kouikishori.env.go.jp/disaster_waste/measures_support/fiscal_measures/index.html 
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