
今年度の計画策定支援事業について
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令和3年度大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会（第1回）

環境省関東地方環境事務所資源循環課



令和２年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業

１．災害廃棄物処理計画の検証・充実のための図上演習

◆ 演習テーマと目的

① 停電時の対応

停電時においてごみ処理事業を継続・維持するための必要事項・調整事項の検討

② 片付けごみへの対応

片付けごみの戸別回収の問題点、片付けごみの回収方法として戸別回収を選択せざるを得ない場合の対応事項・留意事項、住民

へ協力を求める事項の検討

◆ 演習の実施状況（試行と本番の２回）

① 試行 ： A日程：令和２年12月24日（木）、B日程：令和２年12月25日（金）

② 本番 ： 新型コロナウィルス感染症拡大の影響により年度繰り越し。緊急事態宣言を踏まえ、順延。

２．国、都県、自治体による連携・協働型災害廃棄物処理計画策定支援事業

◆ 事業の概要

• モデル市町村と都県・国が対話形式によって災害廃棄物処理計画の策定を支援する事業。具体的には、研修形式で災害廃棄物処

理計画の「骨子案」及び「テキスト」を用いて国から災害廃棄物対応に関する説明を行った上で、モデル市町村に対して課題を付与し、

会議後にモデル市町村が課題に取り組み、その取組結果を国（受託者）が照査して処理計画を策定する方法で実施。

• 上記に加え、計画の実効性を高めるため、図上演習や庁内関係部局・一部事務組合等と災害時に対応に関する意見交換会を実施。

• 事業の進捗状況は次頁を参照。

◆ モデル市町村

• 群馬県８市町村：渋川市、みどり市、邑楽町、大泉町、玉村町、千代田町、明和町、上野村

• 千葉県６市町：大網白里市、 山武市、東金市、八街市、芝山町、横芝光町

• 新潟県６市：糸魚川市、胎内市、燕市、十日町市、見附市、村上市
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第１回関係者会議

モデル自治体

＜議事＞
業務の進め方の共有、達成
目標の明確化と連帯感の
醸成
基礎知識のインプット
事例紹介
骨子案、テキストの説明

・構成の説明
・第１章：総則
・第３章：処理施設
・第４章：生活・避難所ごみ
・第５章：仮設トイレ
・第６章：災害廃棄物処理
課題の提示

課題への取り組み

事務局

課題の照査

結果
提出

第２回関係者会議

＜議事＞
照査結果の報告
骨子案及びテキストの説明

第２章：組織体制・情報共有
第６章：災害廃棄物の処理
（主に仮置場）
課題の提示

【課題の内容】
第１章、第３～６章

発生量の推計
処理施設の整理、処理可
能量の推計
収集運搬車両の状況整理

【課題の内容】
第２章、第６章

組織体制の検討
協定締結状況の整理
仮置場の必要面積の推計
仮置場の候補地の選定 等

課題への取り組み

課題の照査

模擬演習

＜演習の内容＞
廃棄物処理施設の稼働停
止への対応、生活ごみ・避
難所ごみ・し尿への対応

＜ファシリテーター＞
弊社の技術者
貴事務所担当官
必要に応じて自治体職員

第３回関係者会議

＜議事＞
照査結果の報告
骨子案及びテキストの説明
第６章：災害廃棄物の処理
第７章：教育訓練
第８章：計画の進捗管理
第９章：関係者との調整・協議
庁内意見調整の際の論点
課題の提示

【課題の内容】
第２章、第６～９章

処理フローの検討
災害廃棄物処理施設の受入
条件の整理

机上演習

＜演習内容＞
片づけごみへの対応、仮
置場の設置・管理・運営へ
の対応

＜ファシリテーター＞
弊社の技術者
貴事務所担当官
必要に応じて自治体職員

課題への取り組み

課題の照査

第４回関係者会議

＜議事＞
照査結果の報告
意見交換会の論点整理
調整方法の指導

【課題の内容】
庁内調整の実施

課題への取り組み

庁内調整の実施

課題の照査

机上演習の振り返り
骨子案の修正

模擬演習の振り返り
骨子案の修正

レビュー
バック

意見交換会

【概要】
災害廃棄物を適正かつ円
滑・迅速に処理するため、
庁内関係部局や一部事務
組合、構成市町、民間事業
者団体等と平時からどのよ
うなことを調整・協議しておく
べきか、課題を抽出すること
を目的として実施する。

意見交換を踏まえた
骨子案の修正

（必要に応じて）

今後の課題整理

情報交換会

【概要】
モデル自治体間で検討の進
捗状況や課題・疑問・悩み
を共有し、お互いの知見を
共有したり、刺激しあうこと
で更なる検討の加速を目指
して実施する。

情報交換を踏まえた
骨子案の修正

（必要に応じて）

今後の課題整理 報告書の取りまとめ

処理計画の策定

結果
提出

結果
提出

結果
提出

モデル自治体

事務局
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令和３年３月ま
でに実施済み

令和３年度に実施

令和２年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業



令和２年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業

◆ 進捗状況

• 第４回関係者会議

群馬県８市町村 【済】令和３年５月10日（月）、【済】５月11日（火）

千葉県６市町 【済】４月22日（木）

新潟県：６市 【済】４月27日（火）

• 意見交換会（各自治体で１回ずつ開催、合計20回）

群馬県 渋川市：【済】６月28日（月）、【未】みどり市：調整中、邑楽町： 【済】 ６月22日（火）、大泉町： 【済】 ７月27日（火）

玉村町：【済】６月30日（水）、千代田町： 【済】 ６月22日（火）、明和町： 【済】 ６月25日（金）、上野村： 【済】 ６月23日（水）

新潟県 糸魚川市： 【済】７月27日（火）、 【済】 胎内市：７月19日（月）、 【済】燕市：７月12日（月）

十日町市： 【済】７月20日（火）、見附市： 【済】７月20日（火）、村上市： 【済】７月19日（月）

千葉県 大網白里市： 【未】 ８月６日、山武市：【未】 ８月27日（金）、東金市： 【済】７月15日（木）、八街市： 【未】 ８月18日（水）、

芝山町： 【済】 ７月15日、横芝光町： 【未】 ８月６日

※新型コロナウィルス感染状況によっては実施時期が変更となる可能性がある。

【意見交換先】

• 一部事務組合、防災部局、建設部局、公園部局、保健福祉部局、財政部局 等

【議題】

• 仮置場の確保に向けた調整

• 公費解体等を含む庁内体制の構築

• し尿処理（マンホールトイレの使用や下水道施設での処理）

• 処理施設での処理可能量

• 災害支援協定の活用に向けた確認や調整 等

２．国、都県、自治体による連携・協働型災害廃棄物処理計画策定支援事業

写真 意見交換会の様子
4



モデル事業に参加した市町村の感想（一部紹介）
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• 【全般】町村規模の計画が策定ができて良かった。計画作成のノウハウが無かったため作成しやすかった。

• 【全般】計画は穴埋めだったことが助かった。近隣自治体が集まって作成できたので歩調を合わせやすかったのが良かった。

• 【関係者会議】第１回会議のボリュームが多かった。第１回の課題が多いため、回数を増やして１回当たりのボリュームを減らしたほうが

やりやすい。

• 【机上演習】近隣自治体の職員の考え方を聞けたことが良かった。机上演習なくして計画を作成するのは難しい。机上演習のような職

員の具体的な動き方・考え方が分かるようなマニュアル等があるとよい。

• 【関係者との連携、意見交換】 広域事務組合も会議に参加できると良かった。

• 【関係者との連携、意見交換】担当職員数が少なく、廃棄物担当職位が限られる状況だと計画と現状との間に差が生じてしまう。骨子案

で内容を詰める前に意見交換ができるとよい。

• 【経験者の助言等】計画策定後の反省点等を作成経験者から話を聞けると良い。

令和２年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業



令和３年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画効果検証等業務

１．災害廃棄物処理計画の検証・充実のための図上演習の実施

◆ 演習の目的

• 近年、自然災害が頻発化、激甚化してきており、全国各地で豪雨や地震により膨大な災害廃棄物が発生している。被災自治体の中には災

害廃棄物処理計画を策定していたものの、初動期においては混乱した被災自治体も散見される状況である。処理計画の策定後は、継続的

に見直しを行うとともに、処理計画の記載内容等について自治体内で周知して共有しておくことが重要である。

• 上記の背景や課題を踏まえ、以下の①から③を実施することで処理計画を見直す契機とし、参加自治体における処理計画の更なる充実化

と実効性の担保を目指す。

◆ 事業の概要

① 処理計画策定と運用に関する基礎研修

図上演習に参加する自治体職員の中には、災害廃棄物処理に馴染みのない職員が含まれる可能性があることから、図上演習が有効なもの

となるよう、既存資料を活用した自習パッケージの提供の他、災害廃棄物処理の基礎知識のインプットや図上演習（机上演習）の流れを理解

する場として、勉強会や模擬演習をWeb 形式で実施する。

② 処理計画の検証・充実のための図上演習

参加自治体の処理計画の検証・充実のための図上演習を実施する。演習テーマは、庁内体制の整備や片づけごみの回収、仮置場の整備・

管理・運営等の初動対応を適正、円滑、迅速に行うことができる内容が想定されるが、過去の災害における教訓や自治体ニーズ等を踏まえ、

自治体の処理計画の見直しに資するプログラムとする。

③ 図上演習のフォローアップ

参加自治体が、継続的に処理計画を見つめ直していく契機とするため、図上演習の振り返りを行う。図上演習で検討した課題が、参加自治体

の処理計画の中でどのように担保されているか確認・検証を行い、処理計画の具体的な見直しに向けた問題提起を行う。

◆ 対象自治体と進捗状況

• 埼玉県、神奈川県、静岡県内の市町村を対象。

• 演習の方針を確認するため、各県と１回ずつ打合せを実施。（埼玉県：７月２日（金）、神奈川県：７月１日（木）、静岡県：７月７日（水））

• 現在はシナリオを検討中。
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◆ 事業の進め方

• 令和２年度事業と同様。

◆ 対象自治体

• 山梨県６市町村：大月市、富士川町、身延町、小菅村、丹波山村、道志村、

• 東京都４市町村：あきる野市、日の出町、奥多摩町、檜原村

◆ 進捗状況

• 山梨県

【済】第１回関係者会議：６月29日（火）・・・対面で実施

【未】第２回関係者会議：８月２日（月）・・・WEBで開催予定

【未】試行演習：８月31日（火）・・・対面を予定

• 東京都

【済】第１回関係者会議：７月５日（月）・・・対面で実施

→西秋川衛生組合や東京都産業資源循環協会もオブザーバーとして参加し、令和元年東日本台風等の過去の災害の教訓を踏まえた実

効的な処理計画の策定に向けて計画を作成中。

【未】第２回関係者会議：８月下旬を予定・・・緊急事態宣言の解除後に対面で実施予定

【未】試行演習：９月中の開催を予定・・・緊急事態宣言の解除後に対面で実施予定

※東京都事業の会議・演習は対面での開催を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況によってはWEBでのオンライン開催も検討。

２．国、都県、自治体による連携・協働型災害廃棄物処理計画策定支援事業

第１回関係者会議の様子（山梨県）

令和３年度関東地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画効果検証等業務

第１回関係者会議の様子（東京都）



都道府県目標値

市区町村目標値

145 148

364
412

3

20

※1

※1

※2

475

40

※1.第４次循環型社会推進基本計画に基づく2025年度目標（都道府県：100％ 市町村：60％）
※2.平成25年度以前は市町村の策定率のみ調査を実施。

27

46

674

46

889

47

1149

（策定見込含む）

災害廃棄物処理計画の策定状況（令和３年３月末時点） 【参考】
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