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人的被害
建物被害
その他
災害廃棄物
発生量
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293人

負傷者

6,792人
5,743棟

帰宅困難者

313,811人

災害がれき

1,371,222ｔ

避難者

災害ごみ
し尿

※

76,805人
84,475ｔ

207,837ℓ

※ 災害ごみは、発災後１年間で発生する片付けごみと避難所
ごみの合算値。
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避難所に避難した場合も、ごみの分別はしっかりお願いします。

災害時でも燃やすごみの収集は、出来る限り早期に行う予定です

分別方法や集積場所などのごみ出しルールは、避難所によって異

ので、分別などごみ出しルールも普段どおり守ってください。

なる場合があります。

ただし、燃やすごみ以外のごみは、災害の規模によっては一時的

お互いに少しでも快適に過ごすため、またトラブル防止のために

に収集を停止する場合がありますので、その場合は収集を再開する

も、避難所のルールをしっかり守ってください。

まで家の中で保管をお願いします。
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マンション等にお住まいの方

߹ߔޕ
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腐りやすいもの、臭いの強いもの
は、しっかりと密封してから捨てるな
ど、工夫しましょう。

ઃߊࠃ߁ߏදജߊߛߐޕ
避難所ごとに、決められた場
所に捨てましょう。

お住まいのマンションや自

決められた分別どおりに捨て

治会等で、災害時に決めら

ましょう。

れたごみの排出ルールが
ある場合、そのルール
に基づいて排出してく
ださい。

大規模な災害が発生した場合、壊れた家具や電化製品、割れた食器や窓ガラスなどの片
付けごみを持ち込む仮置場を設置します。むやみに自宅の前や道路に置かないでくださ
い。

帰宅困難者の方へ
電車やバスの運行停止で帰宅・移動ができなくなった方
は、むやみに移動しようとせず、会社や学校などの滞在施設

仮置場では、持ち込めるごみの種類を限定する場合や、持ち込める時間帯を指定する場
合があります。

で待機をお願いします。
その際に発生したごみは、各施設管理者の指示に従って、

各仮置場のルールをしっかり守るようにしてください。

決められた場所に分別して捨ててください。

高齢者や支援が必要な方
仮置場以外の場所に、災害ごみを捨てないでください。

壊れた家具などの片付けに人手が必要な場合は、無理

また、仮置場に持ち込む場合も、しっかりと分別をお願

をせず区が設置するボランティアセンターを通じて、ボ

いします。

ランティアに協力を依頼してください。
割れたガラスや陶磁器
壊れた家電製品

壊れた家具

じゅうたんɼ布団など
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災害用トイレからのし尿
は、水再生センターで処理
します。
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再生利用できないものは、
中央防波堤外側埋立処分場や
新海面処分場などで、埋立
処分します。
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し尿
災害用トイレは、マンホー
ルトイレを基本とします。
くみ取り式の仮設トイレを
設置した場合、そのし尿は
バキュームカーで収集
します。

焼却施設
燃やすごみは、清掃工
場や民間の焼却施設で
焼却処分します。

生活ごみ
避難所ごみ

破砕施設
資源化施設
粗大ごみや不燃ごみは、粗大ごみ破砕
処理施設や不燃ごみ処理センターで、が

各家庭や避難所から発生
する燃やすごみを優先して
収集します。
また、簡易トイレやおむ
つは、燃やすごみとして
排出してください。

災害ごみ

れき類は民間の廃棄物処理施設で処
理します。

第一仮置場

壊れた家具などの粗大ごみや、避
難所での生活で出てくるごみ、仮設
トイレからのし尿など

壊れた家具や家電製
品、割れた食器などの粗
大ごみ・不燃ごみは、
片付けごみとして仮
置場に運んでくだ
さい。

片付けごみを、一時
的に集める場所で
す。

第三仮置場

災害によって壊れた家や建物から
発生した木くずやコンクリートがら、
金属くずなど

L

中間処理施設や資源化施設が円滑に
機能するまでの間、災害廃棄物を
一時的に貯留します。

災害がれき
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片付けごみ

壊れた家具などの
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最終処分場

下水処理場

資源化
災害廃棄物は、

第二仮置場

壊れた建物の解体作業で発生し
た災害がれきを集める場所です。

出来るだけ土木資材や

建築資材として再生利用します

早期の復旧・復興に向けて、円滑な収集と

資源化によるごみの減量を行うために、
適正な分別をお願いします。
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