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No.4 

被災自動車の対応マニュアル 

 

1. 廃自動車の処理 【技 1-20-8】 

 

【基本的事項】 

・ 被災自動車の処分には、原則として所有者の意思確認が必要である。 

・ 自動車リサイクル法に則るため、被災自動車を撤去・移動し、所有者もしくは引取業者へ

引き渡すまでの仮置場での保管が主たる業務となる。 

【処理フロー】 

被災自動車の状況を確認し、所有者の引き取りの意思がある場合には所有者に、それ以外の

場合は引取業者へ引き渡す。処理ルートを図 1.1に示す。 

被災域

（撤去・移動）

引取業者

所有者

仮置場

（保管）

フロン回収

業者
解体業者 破砕業者

自動車製造業者・輸入業者 指定再資源化機関

フロン類 エアバック類 シュレッターダスト

自動車リサイクル法ルート

 

図 1.1 被災自動車の処理フロー 

 

STEP1 被災自動車の状況確認と被災域による撤去・移動 

・ 被災自動車の被災域からの引渡先は、被災状況及び所有者の意思によって異なる。 

・ 被災車両は、レッカー車等で仮置場まで輸送する。 

・ 冠水歴のある車両は、エンジン内部に水が浸入している可能性があるためエンジンをかけ

ない。 

・ 電気系統のショートを防ぐためにバッテリーのマイナス端子を外す。 

・ 廃油、廃液が漏出している車は、専門業者に依頼して廃油・廃液を抜き取る。 

・ 電気自動車、ハイブリット車にはむやみに触らないようにし、絶縁防具や保護具を着用し

て作業を行う。 
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表 1.1 被災自動車引き渡し先 

外形上から見た自

走可能かの判断 

所有者照会 所有者の引取意思 引渡し先 

所有者 一次仮置場 

可能 判明 有 ○  

可能 判明 無  ○ 

可能 判明 有 ○  

可能 判明 無  ○ 

可能 不明      ○（※） 

（※）一時期間保管が可能な場合は、公示期間経過後（6ヶ月）に移動（災害対策基本法 64条 6項） 

 

STEP2 所有者の照会 

・ 被災自動車の所有者を調べるには、情報の内容により照会先が異なる。照会先については表 

1.2のとおりである。 

・ 仮置場に搬入された被災自動車で、所有者が不明の場合は、一定期間公示し、所有権が市町

に帰属してから当該車両を引取業者に引き渡す。 

表 1.2 所有者の照会先 

情報の内容 照会先 

車両ナンバー 登録自動車 国土交通省 

軽自動車 軽自動車検査協会 

車検証・車台番号 陸運局 

 

STEP3 仮置場における保管 

・ 使用済み自動車の保管の高さは、野外においては囲いから 3ｍ以内は高さ 3ｍまで、その内

側では 高さ 4.5ｍまでとする（参照）。大型自動車にあっては、高さ制限は同様であるが原

則平積みとする。 

・ 津波堆積物等が車内に存在する場合は、堆積物の事前に除去が望ましい。 

・ 被災車両は、車台番号及びナンバープレート情報が判別できるものとできないものとに区分

する。 

 

出典：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（環境省、平成 23年 3月） 

図 1.2 仮置場における保管イメージ 
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■ 東日本大震災の事例 

 通常、引取業者への引き渡しの際に料金は発生しない（リサイクル料金が預託されている）が、

東日本大震災においては、被災自動車のうち車台番号及び登録番号・届出番号のナンバープレー

ト情報が判別できないもの（番号不明被災自動車）については、「東日本大震災番号不明被災自動

車の引渡し時における事務処理マニュアル」（公益財団法人自動車リサイクル促進センター、平成

23年 5月）に則り、公益財団法人自動車リサイクル促進センター（以降、JARC）が改めて車台番

号に代わる識別番号を設定し、リサイクル料金の預託が本法人から行われることとなった。この

手続により、自治体等が被災車両を引取業者に引き渡す際にリサイクル料金を負担する必要はな

くなる。詳細な手続は、以下のとおりである。 

 

【「東日本大震災番号不明被災自動車の引渡し時における事務処理マニュアル」による手続】 

(1) 自治体は引取業者に引取りを依頼する前に、被災した自動車のうち車台番号及び登録番号・

届出番号のナンバープレート情報が判別できるものとできないもの（番号不明被災自動車）と

に区分する。 

(2) 番号不明被災自動車を「乗用車等」と「バス」の 2 種類に区分し、その区分ごとに台数を

カウントする。その際、車両形態から「バス」以外と判別できるものを「乗用車等」とし、サ

イズの大小に関わらず「バス」と判別できるものを「バス」とする。 

(3) 自治体は「番号不明被災自動車台数届出書」に必要事項を入力して作成する。本届出書は、

引取業者が複数に及ぶ場合には、引取業者ごとに作成する。 

(4) 自治体は、作成した「番号不明被災自動車台数届出書」を JARCに E-mailもしくは FAXで送

信する。 

(5) JARCは「番号不明被災自動車台数届出書」を受信後、自治体からの番号不明被災自動車台

数届出書の情報に基づき車台番号を設定すると共に、その情報をリサイクルシステムに登録

し、2営業日程度で「車台番号設定完了通知書」を自治体に E-mail で送信する。併せて E-mail 

送信の旨を自治体に電話で連絡する。 

(6) 自治体は「車台番号設定完了通知書」における申請台数等の内容を確認し、確認結果を「車

台番号設定完了通知書」受取日中に JARCへ E-mail で回答する。 

(7) JARCは自治体からの確認結果の回答を得た後、当該自動車のリサイクル料金を預託する。 

(8) 自治体は(6)の完了後、引取業者に当該自動車の引取りを依頼する。 

 

出典：災害廃棄物分別・処理実務マニュアル－東日本大震災を踏まえて（一般社団法人廃棄物資源循環学会、平

成 24年 5月）を一部修正 
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■ 宮城県の事例 

【概要】  

沿岸の14市町でおよそ65,000台の自動車が被災したが、県では平成23年5月、市町村の委託を

受けて被災自動車の処理を行う場合の標準的な手法をまとめた「被災自動車処理指針」を策定

した。  

外形上その効用をなさない状態にあると認められるものを被災自動車とし、所有者の特定と

連絡に努め、引渡しを求める場合は車を引き渡し、それ以外は、自動車リサイクル法に基づき

使用済自動車として処理し、県の受託処理台数は5市町分で9,079台に達した。  

【課題及び対応】  

（1）保管場所の確保  

保管場所では、所有者による車の確認を行うため、安全対策上、災害廃棄物の仮置場とは別

に確保しなければならず、小規模な保管場所しか確保できない地域では被災自動車の搬入を停

止する事態も生じた。  

（2）業務の委託 

委託業務は、①被災現場から保管場所への被災自動車の移動と管理台帳の作成業務、②保管

場所の警備業務、③被災自動車の所有者が車両等を引き取る際の対応業務の3つとし、②と③

は警備業者に、①は、自動車の構造に係る専門的な知識、自動車リサイクル法に係る知識が不

可欠なことから、委託仕様書で業務手順、留意点、必要機材等を明確にし、それぞれ一般競争

入札で委託先を決定した。  

（3）保管場所での車両の配置  

所有者の引取を効率的に行うため、保管場所での被災自動車の配置は、作業通路や隣接車と

の間隔を十分に確保する必要があった。これは、保管場所のスペースが不足する要因となった

が、所有者への現場対応を考えると必要な措置だった。  

（4）所有者の特定と意思確認  

運輸支局に照会して所有者の氏名・住所を特定し、被災自動車の処分に係る意思確認の文書

を発送した。 住所変更がされていなかったり、被災して住所地には居住していなかったりす

ることもあり、多くの文書が返戻された。また、割賦販売等に係る担保を目的として自動車販

売店等が所有権を留保している場合、所有者は自動車販売店等となるため、使用者に連絡する

ことは極めて煩雑であった。  

なお、所有者不明の被災自動車については、3ヶ月間申し出がない場合、県が処分する旨の

公告を行い処理を進めた。  

（5）保管場所での所有者への対応  

保管場所への来場は予約制としたことで、現場での混乱は皆無だった。  

（6）被災自動車の引渡し  

保管場所に搬入された被災自動車の約94％は所有者が判明し、そのうち約5％が所有者に引

き取られた。引き取られなかった被災自動車は、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車と

して、一般競争入札の上、引き取り業者に売却した。  

出典：災害廃棄物処理業務の記録（宮城県生活環境部震災廃棄物対策課、平成 26年 7月）を一部修正 
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2. 廃バイクの処理 【技 1-20-9】 

 

【基本的事項】 

・ 処分には原則として所有者の意思確認が必要。 

・ ハンドル、車体（フレーム）、ガソリンタンク、エンジン、前後輪が一体となっているもの

は、二輪リサイクルシステムを利用することが望ましい。 

・ 二輪リサイクルシステムに則るため、地方公共団体としては被災域から撤去・移動し、所

有者もしくは引取業者へ引き渡すまでの仮置場での保管が主たる業務となる。 

・ リサイクルマークのついた車両は、廃棄時にリサイクル料金の負担はない。なお、リサイ

クルマーク（図 2.1参照）は平成 17年 10月出荷以降の全車両に貼付済みである。ただし、

リサイクルマークのない車両であっても、参加事業者が国内に販売した車両は平成 23 年

10月以降、廃棄時にリサイクル料金の負担はなくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物分別・処理実務マニュアル－東日本大震災を踏まえて（一般社団法人廃棄物資源循環学会、

平成 24年 5月） 

図 2.1 二輪車リサイクルマーク 

【処理フロー】 

被災した二輪車の処理フローを図 2.2に示す。二輪車リサイクルシステムを利用して、被災

域で発見された二輪車を保管し、所有者が引取の意思がある場合には所有者への引渡し、それ

以外の場合は引取業者へ引取要請を行う。 

被災域

（撤去・移動）

引取業者

所有者

仮置場

（保管）

処理再資源化施設

（指定引取窓口、
換気二輪車取扱店）

（手解体・選別・破砕）

二輪車リサイクル法ルート

 

図 2.2 被災二輪車の処理フロー 

廃棄二輪車取扱店） 
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STEP1 被災二輪車の状況確認と被災域による撤去・移動 

・ 被災二輪車の被災域からの引渡先は、被災自動車の引渡と同様である。 

・ 冠水歴のある車両は、エンジン内部に水が浸入している可能性があるためエンジンをかけ

ない。 

・ 電気系統のショートを防ぐためにバッテリーのマイナス端子を外す。 

・ 電気二輪車、ハイブリット二輪車にはむやみに触らない。絶縁防具や保護具を着用して作

業を行う。 

・ 廃油、廃液が漏出している車は、専門業者に依頼して廃油・廃液を抜き取る。 

 

STEP2 所有者の照会 

・ 車両ナンバー、車検証等から被災二輪車の所有者照会を行い、所有者引取が可能か否かを

判断する。 

・ 被災二輪車の所有者を調べるためには、情報の内容により照会先が異なる。照会先は表 2.1

に示すとおりである。 

表 2.1 所有者の照会先 

情報の内容 照会先 

 

車両ナンバー 

軽自動車（排気量 250cc超） 軽自動車検査協会 

軽二輪車（排気量 125～250cc） 軽自動車協会 

原動付自転車（排気量 50～125cc） 各市町 

 

 

 


