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令和元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） 議事要旨 

 
１．日 時：令和元年８月６日（火）13:30～17:35 
２．場 所：ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM 秋葉原 
３．出 席 者：別紙・配布資料参加者名簿参照 
４．議 事： 
【第１部】 
（１）大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会設置要綱（名簿変更）について 
（２）今年度の協議会活動予定（案）について 
（３）今年度のモデル事業予定について 
（４）アスベスト対策（報告）及び地域循環共生圏（情報提供）について 
【第２部】 
（５）環境省災害廃棄物対策室における検討について 

環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官付災害廃棄物対策室  
主査 福永健一郎 

（６）山形県沖の地震状況について（速報）・災害廃棄物処理現場（広島）研修報告 
環境省関東地方環境事務所資源循環課 巨大災害廃棄物対策専門官 宇田仁 

（７）災害支援における全国都市清掃会議の取組について 
公益社団法人全国都市清掃会議 総務部長 大川敏彰 

（８）平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理について 
倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部一般廃棄物対策課 課長主幹 大瀧慎也 

（９）災害時の組織体制の構築について 
国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター 主任研究員 多島良 

 
５．配布資料： 
資料１ 大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会設置要綱（案） 
資料２ これまでの取組と令和元年度の取組 
資料３ 今年度のモデル事業予定について 
資料４ 災害時におけるアスベスト対策等について 
資料５ 環境省災害廃棄物対策室における検討について 
資料６ 山形県沖の地震状況について及び災害廃棄物処理現場（広島）研修実施報告 
資料７ 災害廃棄物処理現場から見えるもの 
資料８ 平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理について 
資料９ 災害時の組織体制の構築について 
令和元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）出席者名簿・席次表 
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６．議事概要 
司会  ：環境省関東地方環境事務所資源循環課 宇田巨大災害廃棄物対策専門官 

開会挨拶：環境省関東地方環境事務所 瀬川所長 

 

【第 1 部】 
（１）大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会設置要綱（名簿変更）について 

説明者：環境省関東地方環境事務所資源循環課 岡野課長 

資料１により、協議会設置要綱及び構成員の変更について説明がなされ、構成員から

変更について承諾された。 

 

（２）今年度の協議会活動予定（案）について 
説明者：環境省関東地方環境事務所資源循環課 岡野課長 

資料２により、協議会の成り立ちと位置付け、全国のブロック協議会の活動実績と行

動計画、関東ブロックのこれまでの取組状況について説明がなされた。また、第４次循

環型社会形成推進基本計画に示されている災害廃棄物対策の数値目標を踏まえ、全国

及び関東ブロックにおける災害廃棄物対策の現在地を示した上で、今年度の目標と活

動予定について説明がなされた。 

※質問・意見なし 

 

（３）今年度のモデル事業予定について 
説明者：環境省関東地方環境事務所資源循環課 菅原課長補佐 

資料３により、昨年度実施された柏崎市・新発田市における計画策定モデル事業及び

静岡県における机上演習について報告がなされた。また、今年度の計画策定事業の実施

方法と進捗状況、新潟県・千葉県で予定している図上演習について説明がなされた。 

※質問・意見なし 

 
（４）アスベスト対策（報告）及び地域循環共生圏（情報提供）について 

説明者：環境省関東地方環境事務所 環境対策課 鈴木課長 

資料４により、災害時のアスベスト対策について、連携体制の構築、情報の共有、研

修会の実施を取組事項とする「災害時アスベスト対策支援のための関東ブロック協議

会」を 7月 30日に設置について報告がなされ、大気汚染防止法所管部局との関係への

協力依頼がなされた。また、地域循環共生圏の創造による持続可能な地域づくりの概念

として「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」「ＳＤＧｓ」「パリ協定」といった

国際潮流と日本初の脱炭素化・ＳＤＧｓ構想（曼荼羅）について説明がなされた。 
※質問・意見なし 
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【第２部】 
（５）環境省災害廃棄物対策室における検討について 

講演者：環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官付災害廃棄物対策室 
福永主査 

 
○平成 30 年度技術・システム検討 WG 成果 

本ＷＧでは南海トラフ地震や首都直下地震を対象に検討を進めており、昨年度は南

海トラフ地震を対象に災害廃棄物処理シナリオの検討を行った。 
検討事項１では被災想定府県の処理計画に発生量、要処理量への対応・具体的な処理

方針、初動等体制、協定内容等の項目に具体的な数値や実施内容の記載がある場合はグ

ッドプラクティス、ない場合はバッドプラクティスとして整理した。グッドプラクティ

スは取りまとめて事例集を作成した。 
検討事項２では被災想定府県の計画から、初動期の片付けごみ・生活ごみ・避難所ご

み処理における一般廃棄物焼却施設と最終処分場の被災リスク評価を行った。特に中

部・四国においては被災リスクが高く、初動期においては留意しなければならないとい

うことがわかった。 
今年度は昨年度の結果を踏まえて、南海トラフ地震での時間軸・空間軸による廃棄物

の違いを踏まえた処理方針、産廃処理施設なども含めた処理可能量を精査し、特に四国

地方の具体的な処理方策を検討する。同時に、火山噴火時の処理に係る検討も進める。 
 

○平成 30 年度地域間協調 WG 成果 
平成 30 年７月豪雨の初動対応を振り返り、課題の洗い出しを行った。 
検討事項１では、同時多発化する災害の支援のあり方について、各主体でどのような

支援を行うべきかという観点から、体制強化、ボランティアとの連携、計画策定・見直

しの区分に分けて課題の抽出を行った。 
検討事項２では、平成 30年７月豪雨被災自治体の災害廃棄物処理計画の記載内容で、

初動対応の課題や機能した点を抽出し、処理計画の機能した・しなかった点、未策定の

ため初動対応で生じた課題を取りまとめた。 
検討事項３では、片付けごみの効果的な回収戦略の検討を行った。この結果は災害廃

棄物対策指針の技術資料として公開している。 
 戦略 1（原則）：自治体が設置する仮置場へ住民が搬入 
 戦略２：自治体で仮置場を設置できない場合に、町会や自治会が設置・管理する

集積所、敷地内外に出したごみを回収 
 戦略３：戦略１と２を併用 

今年度は、ブロックをまたぐ広域連携に係る検討として、行動計画の見直しに合わせ

て支援・受援の両面からブロックをまたぐ連携について、行動計画の改定に盛り込むべ
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き内容を整理し、技術・システムＷＧで検討するタイムラインに応じた人的支援や収集

運搬支援に係る具体的な派遣計画を検討する。 
また、災害時の情報発信における具体的な内容・手段の検討、国際支援に係る検討も

行う。 
今年度は新たに初動対応検討ＷＧを設置し、市区町村を対象とした「一般廃棄物処理

に関する災害時初動対応の手引き」を作成する。災害時の初動対応における生活ごみ・

避難所ごみ・片付けごみ対応について、平時には計画策定の参考として、災害時には手

引き自体をチェックリストとして、平時と災害時両方で使える手引きとする。 
 

○環境省本省における関係機関との連携 
（国交省との連携） 
平成 30 年７月豪雨において活用されたがれき・土砂一括撤去スキームを今後の災害

発生時にも活用できることも含めて、事務連絡を合同で作成している、また、具体的な

活用事例集を作成し４月に周知を行った。 
（防衛省との連携） 
自衛隊が対応しやすくなるように、連携対応方針を文書化し、今後の災害ではこれに

基づいた連携を行っていくことを予定している。 
（ボランティアとの連携） 
災害ボランティアを担当する内閣防災、社会福祉協議会、全国 NPO 団体等と意見交

換を行い、その成果をボランティア連携強化策という事務連絡の形で発出した。平時か

ら廃棄物部局と社会福祉協議会で連絡先を共有し、発災時に、片付けごみの回収におい

て連携を図ることを想定している。また、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）との連携を通じて NPO やボランティア団体の動きを環境省から廃棄物部

局へ共有するとともに、社会福祉協議会へ事務連絡を共有し、発災後の動きを見える化

することで連携を強化していきたいと考えている。 
＜質疑＞ 

 片付けごみ回収戦略について、併用となると排出側は戦略２を希望しないか。過去の事

例で戦略１が機能した場合はあるのか。 

 この場では具体的な事例を提示できないが、戦略１が原則であるが、実質は戦略３

ではないかと認識している。戦略１と戦略２の両方を併用しつつ、フェーズに応じ

て対応していくことが必要である。 

 過去の災害で、戦略１を含めて収集を行わないメッセージを発した自治体はあるのか。 

 熊本市は仮置場を設けずステーション回収を行った。初動期に混乱はあったが、あ

る程度は対応できた。ただし、活用の際は条件や機動力も併せて検討する必要があ

る。 
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（６）山形県沖の地震状況について（速報）・災害廃棄物処理現場（広島）研修報告 
講演者：環境省関東地方環境事務所資源循環課 宇田巨大災害廃棄物対策専門官 

 

○山形県沖の地震状況について（新潟県村上市） 

 山形県沖地震は６月 18日に発生し、震源地に近い村上市では多くの住家被害が報告さ

れ、発生翌日、新潟県より要請を受け、県と環境省が合同で被害状況調査を実施した。 

 仮置場は市道を閉鎖して使用している。瓦の業者が少なく撤去が終わらないため、開設

期間は当初の予定より延長している。開設当初は一部の業務を地元業者に委託してい

たが、現在は市職員立ち会いの上で搬入を行っており、搬出も徐々に始まっている。 

 仮置場では 11分別とし、搬出もほぼ品目ごとに行われている。 

 搬入時に生活ごみの混入がないよう広報が実施された。 

 全庁的な対応によって仮置場要員が確保できている。 

 初動対応の段階で県庁と連携した対応ができたため相互支援や協定の活用など適切な

アドバイスができたこと、県が実施した研修の効果によって広報や仮置場設置など市

の対応が迅速だったことで初動が混乱なく対応できた。初動対応の重要さを実感した。 

 

○災害廃棄物処理現場（広島）研修について 

 平時の研修、発災時の対応に役立てていただくことを目的として、平成 30年７月豪雨

の被災地である広島県坂町と呉市の処理対応について視察を実施した。 

 広島県では、市町村からの要請により県管理の埋立地を活用し、土砂やがれきの受け入

れを実施している。坂町に対する事務委託も実施しており、平成 30 年 11 月から処理

を開始し、本年 12月に終了する予定である。 

 坂町では、全職員で 100 名程度であるため、職員確保が困難であり、担当課の３名で対

応した。環境省の支援チームや全都清などの早期の支援によって対応することができ

たとのことであった。特に東京都の支援チームによるアドバイスは県への事務委託の

決定に大きな効果となり、収集運搬では全都清などの力が大きかった。対応にあたった

課長は「今回の災害を経験して、必要な人材として、状況の分析やリーダーシップ、財

政的な情報把握など業務全体を俯瞰する者が必要と感じた」と話している。小規模自治

体としていかにスムーズに体制整備をするか、支援や受援の際には人数だけでなく全

体を俯瞰する体制を作ることが非常に重要であり、支援する側もどうあるべきか改め

て考えさせられる事例となった。 

 呉市では、県への事務委託は行わずに対応した。土砂は残土として扱い海面埋立地に投

入する計画だったが、ふるいをかけても木くずが混入し海面に浮上してしまうため許

可を得るのが困難であった。やむを得ず、一部はフレコンに詰めて埋め立てるか、がれ

き扱いでセメント原料とした。災害廃棄物処理の教訓としては、庁内での処理体制構築

において、財政など各部署の意見をまとめることが非常に難しく、これらを総括する組
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織体制が必要と感じたとのお話だった。 

 坂町のような小規模自治体での処理対応を見ることで、計画上での支援ありきの考え

方も場合によっては必要であると感じた。東京都のアドバイスによる事務委託の考え

方の整理と、広島県のいち早い事務委託対応についても、過去の広島の土砂災害の知見

が活かされていると思った。 

 呉市は中核市だが、庁内の組織体制の運営が難しく、計画上の組織に関する記載と認識

が非常に重要であると感じた。また、がれき混じりの処理の困難さと埋め立て時の障害

を知ることができた。水害での廃棄物処理の困難さを改めて確認することができたの

は大きな収穫となった。 

＜質疑＞なし 

 

（７）災害支援における全国都市清掃会議の取組について 
講演者：公益社団法人全国都市清掃会議 総務部 大川部長 

 
 九州北部豪雨の対応では、線状降水帯により発災が想定されたため、環境省の所管課長

から支援要請を受けて現地に向かった。 
 災害廃棄物処理事業は国の補助金の対象となる。処理と同時に非常に厳しい査定や補

助金請求など経験のない事務事業が発生する。 
 生活環境の保全や公衆衛生の悪化防止の観点から生ごみを混入させないことが重要で

ある。リサイクルの推進も安全、スピード、費用負担の改善につながる。 
 過去の災害では混廃が大量に発生している。生活ごみは国の補助金の対象とならない

ため、一般的に考えれば混廃も補助対象とならない可能性がきわめて高い。 
 益城町では、１次仮置場での分別を徹底したため渋滞が発生した。そうした場合は、住

民対応も求められる。 
 被災されていない家庭から出るブラウン管テレビや産廃と見受けられるような便乗ご

みも排出された。便乗ごみを出さないよう案内をすることで逆に便乗ごみを誘発する

可能性があるため、平時の対応が重要である。 
 災害時には本庁組織が現場の状況が把握できない事態に陥るケースが多く、現地の状

況とタイムラグが生じて的確な判断ができにくくなる。 
 対応する職員が少なく集積場所の位置情報すら把握できていない、また、支援職員への

指示ができないために支援を断らざるを得なかったという事例もある。職員の被災に

より、体制の弱体化も考えると良い。 
 今後は、収集計画をその場で策定するなど全体のマネジメントを含めたパッケージ型

の支援を想定していく必要がある。支援職員の増加に伴い、排出状況、収集場所、仮置

場状況、必要車種の台数など現場目線の状況が入手できるようになり、これらを踏まえ

て被災現場の実態に合わせた支援が形づくられていくため、先遣隊を早めに派遣する
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ようなパッケージ型の支援とするなど、精度の高い現場状況の把握に努めていきたい。 
 熊本地震の仮置場責任者（大手ゼネコン）によると、専門スタッフがいるゼネコンでも

東日本大震災の経験により対応できたと話している。そのような事業を自治体職員に

できるのかという視点で仮置場の選定と運営を考えていかなければならない。 
 被災地に負担をかけない前提で支援側が宿泊施設の確保等を行っているが、今後は、受

援計画をどう立てるかがポイントである。観光業界などとの連携が一つの切り口にな

るかもしれない。受援計画には、重量のある車両でも給油可能なガソリンスタンド、洗

車場、修理工場の情報も必要である。 
 収集運搬では、廃棄物の性情により使用する車種が異なる。例えば、畳やマットレスは

平ボディ車、家具類など木製の場合はプレスパッカー車で対応する。プレスパッカー車

は破砕ができ処理能力が非常に優れているが、残念ながら台数は減少している。混廃の

場合は、可燃・不燃・その他の収集をする前提で、４台１組で現場に入ることもある。 
 通常、自衛隊は廃棄物処理を行わないが、道路啓開業務と位置付けて行ったようだ。今

後は自衛隊との連携も必要になると思われる。 
 情報収集も非常に難しい。道路の状況、廃棄物の性情や量、支援車種や分別品目、作業

内容などの精度の高い情報の把握に苦慮したとのことであった。情報の収集と提供は

非常に重要である。 
 畳は濡れると腐敗性が高く、衛生管理上、特に優先的に処理しなくてはならない。畳は

破砕機で処理してから工場に入れる必要があるため、破砕機のない工場の場合の対応

が課題である。 
 仮置場では重機が作業している側で住民が軽トラで搬入をしている場面が見受けられ

たが、これは危険な状況である。仮置場では安全管理も求められる。 
 ボランティアが計画収集作業中の車両を止めて、今出したものを回収して欲しいと訴

えてきたことがあった。ボランティアとの連携を具体的に詰めていかないと、このよう

な事態が発生する。一方で、ボランティアからの情報で戸別収集の対応ができたという

事例もある。ボランティアの正確な情報を活かすことができれば有効である。 
＜質疑＞ 

 環境省からの依頼により現場入りした後、派遣の決定や支援自治体探し、被災地との連

絡をどの程度の時間で行ったのか。 
 環境省から依頼を受けた後、過去に支援実績のある自治体に準備のお願いを始め、

車両の数、車種、人員、期間を詰めていった。 
 人間関係がある程度構築できていると連絡がスムーズで非常に効率的な対応がで

きる。社協など、通常では廃棄物行政とつながりがない相手との関係を構築するこ

とも考えていただきたい。 
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（８）平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理について 
講演者：倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部一般廃棄物対策課 大瀧課長主幹 

 
○災害の概要について 

 倉敷市における災害廃棄物量は第１版の実行計画においては 22.6 万ｔ、改訂版では 35
万ｔと推計している。これは事業系を含めた年間排出量の約２年分である。環境省の浸

水推定によると、真備町はおよそ３分の１の面積が浸水した。堤防８カ所が決壊し、倉

敷市のハザードマップで想定し得る最悪の被害状況となった。このたびの災害で、初動

体制の大切さと難しさを実感した。初動以前に水に浸かる前からの対応が必要であり、

情報把握と人員確保が最大の課題だと感じた。 
 ７月５日に災対本部が設置されて以降は、職員は職場待機であり、環境部局は避難所担

当からは外れていたが、それ以外の部署は避難所対応にあたっていた。避難所に指定さ

れていない一般廃棄物処理施設に住民の自主避難があり、災対本部の指示により、環境

部局の職員がパンの配布などの対応を行った。このように想定以外の事態が次々と発

生し、普通ならスムーズにできることでも突発的な事態のために寄り道をしながら進

めていくことが多々あった。 
 ７月７日に河川が決壊、浸水し、水が引いたのが９日であった。水が引く時期は土地の

高低によって違い、早い地区では９日午後から片付けが始まった。地震と違い、水が引

いたらただちに片付けが始まるということを実感した。 
 ７日頃からごみの出し方について検討を始め、９日から広報を行った。ＨＰ、広報車、

チラシ、ヘリコプターといったあらゆる手段を利用したが、振り返って話を聞いてみる

と印象にないと言われる方が大多数で、一番有効であったと言われているのが口コミ

であった。避難所にもチラシを配布したが、自宅や市外へ避難している方が情報を得る

ことができないため自宅で片付けをする際にチラシを渡すのが有効であることがわか

った。 
 ７月 10 日に仮置場を開設した。市の施設や学校（真備町内に７か所、6.6ha）に設置し

たが、面積内に通路や搬出経路も必要であるため、これだけの広さがあっても十分では

なかった。７か所の仮置場はすぐにいっぱいになり、場所によっては搬出のために搬入

を半日止め、搬送を考えながら運営した。 
 吉備路クリーンセンターでは、初日は 350 台、２日目に 900 台、３日目には 1,000 台

以上の搬入があり、加速度的に片づけのスピードが上がっていった。ボランティアは片

付けにおいて大きな力となった。ボランティアセンターを経由した人数は、７月の１か

月間で延べ約 1.7 万人、８月には約 2.5 万人にのぼり、片付けが加速したことの一因だ

と思う。 
 発災後１～２日にしておくべきことは、情報収集と人員確保である。真備地区以外の地

域や真備地域内の３分の２は通常の生活をしており、生活ごみが発生する。生活ごみと
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災害ごみを合わせて処理していくためには人数が必要である。 
 
○被害状況について 

 発災当初は防災でも被害状況を把握できておらず、刻々と状況が変わる中でその時に

ある情報を持ち帰り検討の材料とした。最新の情報を共有することが非常に重要であ

る。実行計画は８月７日の情報をもとに策定したが、時間が経つと家屋被害が増えた。

情報は本当に大事だと思った。 
 ごみ処理の体制構築の前提として街中の状況が重要である。ごみ撤去に向かうのに普

段の２～３倍かかるなど、狭い町の中が大渋滞を起こしていた。街中の中学校のグラウ

ンドを仮置場とした地域では、ごみ搬入出以外の車が渋滞に巻き込まれてしまった。渋

滞により、仮置場に運べないという状況がクレームの原因となっていた。 
 排出状況把握のため、状況を地図に落とし込んだ。これがのちの推計につながった。 
 水害の場合、家財の片付けが終わると床板をはがして泥の撤去、壁板をはがして家屋の

乾燥が行われる。こうした作業をボランティアが行うと仮置場に搬入される。解体系の

ごみに移るまでにルールを徹底して搬入のチェック体制を整えなくてはならなかった

と反省している。 
 
○推進体制について 

 平成 29 年に策定した災害廃棄物処理計画では南海トラフ地震を想定しており、河川の

決壊については本編では想定しておらず、必要な仮置場の面積は今回とは比べものに

ならないくらい狭い面積で記載していた。今年は検証を実施し、来年に改定版を出す予

定である。 
 計画内で推進体制を明記していたものの、実際には一般廃棄物対策課が対応し、通常業

務の延長となってしまった。当初から増員の要望を出していたが、災害廃棄物対策室が

できたのは９月３日であった。（２か月もたつと）業務の引継が難しく、公費解体の専

属の部署になっているのが現状である。 
 災害廃棄物処理推進のためには、本部機能、仮置場、被災現場、収集現場に大きく分け

られる。本庁では日中は電話対応に追われ、本部機能の仕事をするのは夜になった。で

きる限り現場での指揮に人員を回すため、突発事項対応が日中の業務の中心であった。 
 県には事務委託を行い、２次仮置場のプラントの管理運営をお願いしている。公費解体

の単価設定といった実務レベルの業務も一緒に行った。少し余裕ができてからは県庁

に通い、連携がとれるようになった。 
 最初に設置した仮置場では 10 人以上の人員を投入したため、搬入時にある程度の分別

ができた。一方で、１人しか配置できなかった仮置場では職員が受付対応にあたり場内

は重機のオペレーターを除いて無人となってしまった。そのため２、３品目程度しか分

別ができず、結果として混廃化してしまった。 
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 発災時の勤務状況だが、７月中の１か月間は帰宅しても１時間寝たらまた出勤すると

いう状況が続いていた。周りの職員も同様であったが、他部署では 20 時頃には帰って

しまう職員もいるなど、体制作りをきちんとしていかないと職員が倒れる状況に陥る。

発災後の１週間～10 日間は情報と人材を集め、それ以降はいかに体制を整えていける

かが課題であると思う。 
 災害が発生すると、考える間もなく業務が発生し、夜でもその処理に追われてしまう。

平時から、推進体制、処理方法、人脈づくりの３点について検討しておくことが重要で

ある。 
 ＜質疑＞ 
 13 ページ下のスライドの推進体制は処理計画で定めたものか。 

 処理計画で定めていたが、ほとんどの業務を一般廃棄物対策課で行うこととなっ

た。産廃課や施設室は計画策定に携わっていなかったため、役割が広く認識され

ていなかった。 
 一廃課長が役割の大部分を占めているが、役割がない他課長が担うこともあったので

はないか。 
 災害廃棄物は一廃のためこのような体制となっている。市として、環境部局全体と

して対応していくという認識が必要であった。 
 水害や地震の際に発生する業務を事前に想定して処理方針を立てておくことは有効か。 

 一度経験すると、どの時点でどんな職員が必要かわかるようになる。今回の経験を

共有していきたい。 
 解体に係る業務における土木・建築部局と廃棄物部局の役割分担はどうなっていたの

か。 
 公費解体は廃棄物処理法に基づくため環境部局が担った。土木・建築部局は主に復

興を担当し、堤防の補修などを行った。近隣では各部局から人を集めてチームを立

ち上げている自治体もあったが、倉敷市のような大きめの市では環境部局だけで

対応していると聞いている。 
 環境部局は契約業務の経験が乏しい。廃棄物部局が公費解体の対応をするなら、土木・

建築担当が必要であることを事前に周知しておくのが良いか。 
 各業務の担当を最低でも１人ずつは必要である。混乱した中ではその１人を確保

するのに苦労したため、事前に話をしておく必要がある。 
 ４ページの上のスライドで、建設業協会が早く動いたことと、産廃協会が少し遅かった

理由は何か。 
 建設業協会は市が防災の協定を結んでいた。産廃協会は県の協定に基づく支援で

あり、県を経由したため市の逼迫した情報がなかなか伝わっておらず、時間がかか

ったものと思われる。 
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（９）災害時の組織体制の構築について 
講演者：国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター 

 多島主任研究員 
 
○災害廃棄物とは 

 災害廃棄物は、家財等の片付けごみや被災家屋の解体ごみ、街中の散乱ごみを指し、収

集方法も異なる。災害廃棄物には様々な種類があり、それぞれの処理先をイメージしな

がら分別していく必要がある。過去の事例でも混合廃棄物の山ができてしまうことが

あったが、管理されない状態で置いておくことは、それ自体が生活環境保全上のリスク

となるだけでなく復旧活動の妨げにもなる。 
 
○処理の流れ 

 被災現場からは様々な形でごみが出される。１次仮置場に運び込まれ、ある程度分別で

きれば直接処理先に搬入し、選別が不十分で直接搬入できない場合は、２次仮置場で高

度な選別を行う。災害廃棄物処理は片付けごみの収集と解体ごみの収集、それらと並行

して仮置場を適切に管理・運営しつつ処理を進めていくことになる。 
 
○処理業務について 

 発災時には通常の生活ごみに加えて避難所対応等の業務も発生するため、支援を受け

ることとなる。支援の受け入れや差配も必要となるが、応援自治体に依頼してコーディ

ネーターとして入っていただくことも体制上の工夫である。 
 片付けごみの収集が終わると解体が始まる。公費解体の実施については自治体が判断

し、被災状況によっては国の補助がなくても市の単費で実施する場合もある。この判断

が遅れると被災者が混乱するので迅速に行う必要がある。 
 解体業務には膨大な事務作業が伴うため、体制整備が重要となる。中小規模自治体にお

いて担当課での処理が難しい場合には、他の課にお願いしたという事例もある。解体業

協会など民間の力を活用することも有効である。このとき、解体件数の情報整理が重要

となる。解体が始まる頃には片付けごみが落ち着いてきているので、解体ごみの量を見

積れば全体の処理量が推計できる。解体ごみの推計をしながら量的管理をしていくこ

とが自治体の重要な役割である。 
 仮置場での保管は自治体の必須業務である。ここでも民間の力が有効であり、地元の産

廃業者へ管理運営を委託するため、産廃協会に差配をお願いした事例もある。人員確保

にあたっては、被災者雇用やシルバー人材センターへの委託も行われている。また、仮

置場は重機が動いている危険な現場のため、安全面への配慮が必要である。 
 処理処分においては、フローを作り処理先を手配することが被災自治体の課題となる。

いったん契約が結ばれるとスムーズに進むのではと思いがちだが、処理を進めていく
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と多くの課題が発生する。処理フローと契約ができた後も継続的な対応ができるよう

な体制の確保が必要である。 
 全体の管理の中について 

 実行計画の策定：災害報告書の中で処理フローが整理されるため、必ずしも実行計

画を作るわけではなく、これまでの災害では広域的に被災して県として対応する

場合には県が策定していた。 
 量の管理：状況が把握できていない初動期に推計するのは難しい。初動期は国や専

門家の支援を受けて、その後は自前で数量管理を行う。 
 補助金の申請：大変な業務となるが、過去の事例の資料を活用するとともに、人的

支援を活用しながら対応する。 
 広報：他の業務と違い被災自治体自身が判断して行う業務のため、平時から検討し

きっておく必要がある。周知不足による排出の混乱を防ぐために、複数の手段での

広報が望ましい。災対本部からごみ担当課の意図と違う広報がされてしまった事

例もあるため、十分に注意が必要である。 
 
○体制構築について 

 初動期は混乱の中で業務量が多く、支援に頼らざるを得ないが、支援終了後には自治体

として体制を維持していく必要がある。業務に応じて人員を確保し、処理体制も変わっ

てくる。周辺部局との役割分担、調整も発生する。関係部局とは、平時から基本的な理

解を得る活動をしていくことが必要である。 
 最近は地域内外からの支援を受けやすい環境が整いつつある。D.Waste-Net の中には

発災したら支援を行う前提で準備をする団体もあるが、受援側のイメージができてい

ないと活用できない。小規模自治体で担当者が少ない場合もあるため、県による受援の

サポートもご検討いただきたい。 
 災害廃棄物処理は支援を活用しなくてはならないほどの大変な業務であり、組織体制

の構築が重要であるという事を、初動期においては災対本部、平時には防災部局や首長

に理解していただくことが非常に重要であると考える。 
 民間業者の活用も有効だが、こちらの指示が行き届かなくなることが考えられるため

過度に依存することは望ましくない。また、協会は支部により事務能力に差があるので

平時からの確認が必要である。民間業者を頼るうえでは経済性に配慮できているかの

確認も忘れてはならない。産廃業者は災害廃棄物に性情が近いごみのプロであるが、自

治体としてうまくコントロールするべきであるということに留意して支援を活用して

いただきたいと考える。 
＜質疑＞ 

 益城町の事例はどこで参照できるのか。また、民間に業務を委託して補助金が出なかっ

た事例はあるのか。 
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 益城町の事例は、記録誌「平成 28 年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記

録」を参照いただきたい。解体について詳細に記されている。 
 補助金は、妥当性があるかどうかが査定の段階で精査される。査定の段階で金額に

ついて質問があり、法外な金額の場合は支払われない場合も考えられる。 
 
７．講評 
国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター 多島主任研究員 

 
 関東ブロックにおいては処理計画の策定率の向上が一つの大きなメッセージであった

と思う。策定済の自治体も少なくないため、底上げと同時に一定のレベルに達している

ところの更なるレベルアップという２階層のアプローチがとられており、非常に充実

した実施計画になっていると感じた。 
 階層別という意味では、基礎自治体としてそれぞれ取り組むべきことと、広域レベルで

やるべきことという整理も考えられる。 
 基礎自治体として取り組むべきことは、単に担当が必要というだけではなく、誰がやる

かなど、具体的に各自治体で検討していくことが重要である。初動の手引きを作る予定

という話があったが、一般論として整理されるものである。それがあれば良いというも

のではなく、個別に体制の中に落としこんでいくことが基礎自治体の中で進めていか

なければならないということは変わらない。理解がないと協力ができないことがある

ため、それをモデル事業の中で検討することは非常に良いアプローチであると思う。 
 広域レベルでやるべきことは、一般論の理解をきちんと広めることと思う。ひとつは、

意識を高め、優先順位を高めることである。（本日のような場や各都道府県で実施され

る研修のような場で）災害廃棄物処理として対応しなければならないもののイメージ・

内容・規模感、そして業務の規模感が分かると、平時から優先順位を上げて準備を進め

なければならないということがイメージしていただける。全庁を挙げて体制を作らな

ければならないという理解が広まっていかないと状況は改善されないと思う。その意

味でも、まずは意識を上げて、優先順位を上げるということを広域レベルで今後も取り

組んでいただきたい。 
 対応すべき業務の流れや体系をイメージできていないと、応援が受けられる環境があ

っても活用しきれない。イメージがあってある程度の枠組が整理されていれば、走りな

がら対応せざるを得ないところもあるが、その時に個別のノウハウがあるとスムーズ

に進む。基礎自治体が個々に学習していくことも難しく、そういった意味で知識をまと

めて提供するということも広域レベルで取り組む必要がある。 
 
８．閉会 

以上 


