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この資料は、国や県において作成された仮置場の
留意事項等を発災時に活用できるようとりまとめたもの

資料の構成

 仮置場の区分

 仮置場の選定の留意点

 仮置場の運営の留意点

 一次仮置場のレイアウト例

 仮置場候補地



3仮置場の区分

近隣仮置場
（臨時集積所）

一次・二次仮置場 処理・処分

環境省災害廃棄物対策情報サイト 災害廃棄物処理パンフレットより



4仮置場の選定の留意点

• 原型復旧を考慮して、平時に地盤調査またはサンプルを採取しておく

• 住宅や学校の近くに設置しない

騒音や防塵の問題が発生するため

学校は比較的早期に復旧する可能性が高い

• 民間の土地を借りる場合は短期

災害から時間が経つにつれて早期の明渡し要求がくる可能性が高い

• 仮設住宅の建設予定地近隣には設置しない

• 最終処分場への設置も検討する

土壌汚染等の心配がない

• 被災によって仮置場候補地が使用できない場合がある場合も想定する



5仮置場の運営の留意点

• 搬入搬出路のぬかるみや汚水侵入対策は設置時に行う

仮舗装、鉄板・シートの設置、排水溝等の設置

• 必要な人材・資器材の確保

仮置場の管理者、作業人員、車両誘導員、夜間警備員及び重機、

トラック等の機材を配置

• 特に、一次仮置場の入り口には、職員を常駐する

トラックスケールを設置し、重量管理

市民であるか確認

産業廃棄物でないか確認

有害物質、感染性廃棄物（医療廃棄物）が混入してないか確認

産業廃棄物や他県住民が疑われるときは、排出者の身元や車両

ナンバーを確認・記録
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• 分別しながら荷下ろしする

安全性を考慮しながらボランティアの配置を検討する

• 木くず、畳等の自然発火に注意する

梅雨や降雨の後、遅れて発生する場合が多い

木くずの山どおしは、消火活動や延焼防止を想定して2m以上離す

自然発火は基本的に無炎燃焼（燻焼）のため酸素不足となる

• 金属類はすみやかに有価で搬出し、財源に充てる



• 注意すべき個別品目

家電４品目：仮置場の面積を多く必要とする

車両 ：面積を多く必要とし、盗難に注意する

廃油・廃液の抜取り、バッテリーのマイナス側のターミナルを

外す

金庫等 ：盗難防止のためフェンスの設置が必要

危険物（石油ストーブ、灯油のポリタンク等）：廃油を抜く

廃石膏ボード・スレート：ボード類として混合しない

石綿含有かどうか手選別となる
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9仮置場候補地
単位　m2

地区 番号 候補地
応急仮設住宅
建設候補地

河川敷 避難場所面積 仮置場面積

第一 1 城山公園 3,000 133,000 136,000

第二 2 裾花緑地 〇 9,000

第三 3 犀川第２緑地 〇 246,000

第四

第五

芹田 4 犀川公園 〇 3,000

芹田 5 若里公園 58,000

古牧 6 和田公園 2,000 19,000

三輪 7 美和公園 2,000 13,000

吉田 8 長野運動公園 222,000 222,000

古里 9 古里公園 5,000 20,000

柳原 10 中麻奈の里公園 2,000

柳原 11 屋島運動場 〇 18,000

浅川 12 緑ヶ丘公園 3,000 20,000

大豆島 13 大豆島公園 2,000 12,000

朝陽 14 万年島運動場 〇 8,900

若槻 15 昭和の森公園 3,000 135,000 135,000

若槻 16 若槻団地運動広場 4,000 6,000

長沼 17 赤沼公園 2,000 19,000
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安茂里 18 安茂里運動場 〇 5,200

小田切 19 小田切運動場 6,000

芋井 20 芋井運動場 8,000

篠ノ井 21 西横田運動場 〇 25,000

篠ノ井 22 塩崎運動場 〇 11,000

篠ノ井 23 茶臼山運動場 15,000

松代 24 西寺尾運動場 〇 28,000

若穂 25 落合運動場 〇 37,000

川中島 26 今井運動場広場 3,900

川中島 27 御厨公園 5,000 28,000

更北 28 更北運動場 〇 24,000

七二会 29 七二会運動場 〇 6,000

信更 30 安庭運動広場 4,000 4,500

豊野 31 豊野東山第１運動場 9,000

豊野 32 豊野東山第２運動場 8,000

戸隠 33 柵運動場 7,000 7,000

鬼無里 34 鬼無里運動場 14,000 15,000

大岡 35 大岡運動場 8,000 8,800

信州新町 36 牧野島最終処分場跡地 8,000

中条 37 中条グラウンド 17,000

57,000 497,000 1,221,300


