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１．災害廃棄物対策の基礎



関連規定の抜粋（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図ることを目的とする。

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせる

ものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その
適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要
となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物処理法に則り市町村が収集・運搬し、適正に処理を行う
必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、
処理の一部について、都道府県への事務委託又は国による代
行処理を行う場合がある。

災害廃棄物とは

災害廃棄物とは
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災害名 発生年月 災害廃棄物量 損壊家屋数 処理期間

東日本大震災 H23年3月 3100万トン
（津波堆積物1100万トンを含む）

全壊：118,822
半壊：184,615

約3年
（福島県を除く）

阪神・淡路大震災 H7年1月 1500万トン

全壊：104,906
半壊：144,274
一部損壊：390,506
焼失：7,534

約3年

熊本地震
（熊本県）

H28年4月 311万トン
全壊：8,668
半壊：34,492
一部損壊：154,098

約2年

平成30年7月豪雨
（岡山県、広島県、愛媛県）

平成30年7月 189万トン(※1)

全壊：6,603(※2)

半壊：10,012(※2)

一部損壊：3,457(※2)

床上浸水：5,011(※2)

床下浸水：13,737(※2)

約2年

令和元年房総半島台風
・東日本台風

R1年9月､10月 154万トン(※3)

全壊：3,650(※4)

半壊：33,951(※4)

一部損壊：107,717(※4)

床上浸水：8,256(※4)

床下浸水：23,010(※4)

約2年
（予定）

新潟県中越地震 H16年10月 60万トン
全壊：3,175
半壊：13,810
一部損壊：103,854

約3年

令和２年７月豪雨 R2年7月 54万トン(※5)

全壊：1,621(※６)

半壊：4,504(※６)

一部損壊：3,503(※６)

床上浸水：1,681(※６)

床下浸水：5,290(※６)

約1.5年(※7)

（予定）

広島県土砂災害 H26年8月 52万トン

全壊：179
半壊：217
一部損壊：189
浸水被害：4,164

約1.5年

近年の大規模災害における災害廃棄物の発生量及び処理期間

(※1) 主要被災３県の合計（令和２年７月時点）
(※2) 主要被災３県の公表値の合計（平成31年１月９日時点）
(※3) 被災自治体からの報告の合計（令和３年１月末時点）
(※4) 内閣府防災被害報告の合計（令和２年４月10日時点）

(※5) 被災自治体からの報告の合計（令和３年１月末時点）
土砂混じりがれきを含む。

(※6) 内閣府防災被害報告の合計（令和３年１月７日時点）
(※7) 熊本県分のみ（令和３年１月末時点）
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被災地域

分別排出
撤去・収集
運搬
廃棄物の一時集積

など

仮置場
○一次仮置場

粗選別、分別
保管
処理困難物の対応

（比較的規模の大きい災害）
○二次仮置場

移動式及び仮設処理施設
による中間処理

など

処理・処分先

既存の中間処理
施設（産廃施設も
含む）
最終処分

再資源化（復興資
材への利用）

災害廃棄物処理の大きな流れ
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災害廃棄物の種類
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事例１
公園に集積された

災害廃棄物

事例２
道路端に集積された

災害廃棄物

事例３

自治体管理の仮置場に混合状態
で搬入された災害廃棄物

事例４：自治体管理の仮置場に分別されて適正に管理されている災害廃棄物

事前準備（災害廃棄物処理計画）に基づいた
迅速かつ適切な初動対応が重要！

災害時には、様々な種類を含む廃棄物が、一度に大量に発生。

災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理は、生活環境の保全・公衆衛生の確保のために非常
に重要。

災害廃棄物の迅速な処理は、被災地域の早期の復旧・復興のために必要。

これまでの災害廃棄物対策の教訓
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２．手引きの目的、対象

災害時には、平時からの処理（生活ごみ等）と災害時に特有な処
理（避難所ごみ等）を、並行して実施することとなる。

災害時の一般廃棄物処理に係る初動対応

9



３．手引きの概要 ： 災害時初動対応の全体像災害時の初動対応の全体像
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２．環境省の災害廃棄物対策に係る取組



災害廃棄物対策の推進について

全国レベルの取組

地域ブロックレベル

の取組

自治体レベルの

取組

災害廃棄物処理のノウハウの蓄積・検証
国内の災害廃棄物取組状況の調査
廃棄物処理体制の整備（施設整備を含む）
ブロックを超えた連携の推進
災害廃棄物処理に関する技術開発
D.Waste-Netによる支援体制の構築 など

大規模災害における災害廃棄物対策行動計画
の策定
災害廃棄物対策の取組事例の共有
セミナーや人材交流等の人材育成 など

災害廃棄物処理計画、事業継続計画等の策定
廃棄物処理体制の整備（施設整備を含む）
人材育成・確保、災害協定の締結 など

○全国レベルでは、環境省本省が災害廃棄物の技術的検討等を実施。
○地域ブロックレベルでは、地方環境事務所が地域ブロック協議会を設置し、自治体間の情報共有や

人材育成等を実施。
○自治体レベルでは、地方環境事務所がモデル事業を行い、自治体の災害廃棄物処理計画の策定等

を支援。
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２．環境省の災害廃棄物対策に係る取組

（１）自治体レベル



環境省撮影

災害廃棄物の路上での堆積（平成30年７月豪雨 岡山県倉敷市）
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環境省撮影

災害廃棄物の路上での堆積（平成30年７月豪雨 岡山県倉敷市）
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環境省撮影

災害廃棄物の公園での混廃化（令和元年東日本台風 福島県いわき市）
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毎年のように大規模な災害が発生（平成30年頃より）
⇒具体的な災害廃棄物処理計画の策定など事前の

備えを進めておくことの重要性が改めて明らかに。

都道府県及び市町村における災害廃棄物処理計画の作成に資するため、
環境省において「災害廃棄物対策指針｣を策定（平成26年3月策定、平成30年3月改定）

各自治体においては、発災時において各自治体が対応体制の構築、仮置場の確保、分別
の徹底、民間事業者を含めた処理先の確保、他部局及び近隣自治体との連携等の必要事
項をとりまとめた災害廃棄物処理計画を策定するなど事前の備えを進める必要がある。
また、図上演習を行うこと等により実効性を確保しつつ、必要に応じて計画の改定を行う必
要がある。

○自治体における災害廃棄物処理計画の策定を促進中
また、策定している場合でも、実効性の高い計画となっていないケースも。

○現状、環境省が職員・専門員を現地派遣し、分別方法や仮置場管理への助言等で対応
【首都直下地震】や【南海トラフ巨大地震】では、国・県による（特に初動期の）被災自治体
支援を一律行うことが困難な状況となることも十分考えられる。

しかし

このため

自治体における災害廃棄物処理計画の策定の必要性
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東日本台風



●災害廃棄物の発生量に関する事項
・災害廃棄物全体の発生量
・災害廃棄物の組成別の発生量
・収集運搬車両の必要台数

●仮置場に関する事項
・廃棄物の置き方を考慮した面積の試算
・地形条件等を考慮した候補地の選定
・廃棄物の分別種類とレイアウトの検討
・被災家屋の解体工程を考慮した仮置量

●災害廃棄物処理に関する事項
・分別を含む処理フローの検討
・既存処理施設の処理可能量の整理

自治体の災害廃棄物処理計画の策定

主な検討内容

第四次循環型社会形成推進基本計画に定める目標（2025年度における災害廃棄物処理計画
の策定率：都道府県：100％、市区町村：60％）の達成に向けて、自治体の災害廃棄物処理計画
の策定を促進。

●その他関連事項
・自治体関係者・学識経験者・地方環境

事務所等による意見交換会の実施
・仮置場候補地の現地調査 など
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処理計画における仮置場のレイアウト図
（処理計画）

Good 
Practice

○ 平成31年３月に処理計画を策定済み。

○ 処理計画において、仮置場の配置図を記載していたため、10月14日（月）という早期
に設置できた仮置場においても、分別管理を徹底することができた。（令和元年10月12
日（土）に台風19号が日本に上陸）

○ 処理計画上でも記載していた協定を踏まえ、県が協定を締結していた県産業資源循環
協会により仮置場への重機の手配ができた。

仮置場の状況（市撮影） 19

処理計画策定済自治体の初動対応



目的・目標

今後の取組

課題

○ 令和元年房総半島台風及び東日本台風をはじめとした令和元年の災害においては、被災自治体の多くが
災害廃棄物処理計画（以下「処理計画」という。）を策定しておらず、初動対応の遅れが指摘されたところ。

○ 毎年発生する災害に備え、処理計画の策定率を向上させると供に、発災経験に元に処理計画の改善が必
要とされている。

○ 処理計画が策定されていない理由としては、自治体において、マンパワーが限られている、策定に係る知見
がない、被災経験が無いので必要性がわからない等の理由が挙げられ、未策定の自治体には中小規模の自
治体が多い状況。

○ 一方で、マンパワーも限られている中小規模の自治体に対して、単独での処理計画策定を促すのみでは対
応に限界があるのが実情。

○ 中小規模の自治体における処理計画の策定促進に向けては、都道府県のリーダーシップのもと、都道府
県下の処理計画未策定の中小規模自治体を対象とした、処理計画策定促進事業を進めていく。

○ 自治体に対して、災害対応において処理計画が有効に活用されたグッドプラクティス・バッドプラクティスを
示すことにより、処理計画の策定及び改訂を促す。

○ 処理計画策定状況について、各都道府県、各市区町村の策定状況を公表することにより、未策定自治体
に対する策定促進を加速化する。
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災害廃棄物処理計画に関する策定率向上及び改善に向けた取組



２．環境省の災害廃棄物対策に係る取組

（２）地域ブロックレベル



【地域ブロック協議会の活動内容】

①地域ブロック協議会の運営
②地域ブロック別の災害廃棄物対策行

動計画等の見直し
③自治体等向けセミナー・見学の実施
④自治体の災害廃棄物処理計画策定

支援
⑤地域ブロックにおける共同訓練の実

施
⑥地域ブロック内における実態の基礎

調査・技術調査
⑦発災した災害に関する災害廃棄物

処理に関する記録誌等の作成

【構成】
環境省、関係省庁地方支分部局、
都道府県、主要な市町村
廃棄物処理事業者団体、専門家 等

地域ブロック協議会について

○ 地域の災害廃棄物対策を強化すべく、地方環境事務所が中心となって、自治体や関係
省庁、民間団体等の参画のもと、地域ブロック協議会を全国８箇所に設置。

○ 平時からの備えとして、地域ブロック別の災害廃棄物対策行動計画の策定・見直し、
地域ブロックにおける共同訓練の実施、自治体に対する処理計画の策定支援や訓練への協
力を実施。
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ブロック 計画名称 策定年月 特 徴

北海道
大規模災害時における
北海道ブロック災害廃棄物
対策行動計画

平成29年3月
大規模地震を対象に基本的な処理方針、ブロック内のネットワーク
構築等を記載

東 北
東北ブロック災害廃棄物
対策行動計画

平成30年3月
大規模災害時における各行動主体の役割と具体的に取るべき行
動手順、広域連携による迅速な初動体制の構築等を記載予定
平時における協議会を含む各主体の取組や検討事項を記載予定

関 東
大規模災害発生時における
関東ブロック災害廃棄物
対策行動計画

平成29年3月（第一
版）

平成30年3月（第二版)

大規模災害時に関東地方環境事務所と有志の被災地近隣の自治
体が連携し、支援チームを設置、支援を実施

中 部
災害廃棄物中部ブロック
広域連携計画

平成28年3月（第一
版）

平成29年2月（第二
版）

災害応急対応時は中部地方環境事務所、幹事支援県が中心となり、
復旧復興時は中部地方環境事務所が中心となり、支援調整を実施
支援県候補の全てが被災した場合や、中部地方環境事務所が被
災し機能しない場合についても手順を策定

近 畿
近畿ブロック大規模災害廃棄
物
対策行動計画

平成29年7月（第一
版）

令和元年７月（第二版

プッシュ型の応援活動を想定
時系列に沿って、各主体が実施する具体的な手順を示す表を添付
「今後の課題」の抽出および検討の進捗管理状況を定期的に更新

中 国
四 国

大規模災害発生時における
中国ブロック、四国ブロック
災害廃棄物対策行動計画

平成30年3月
大規模災害時の広域連携方針、各主体が取るべき手順を記載
中国ブロックと四国ブロック間での相互連携についても記載

九 州
大規模災害発生時における
九州ブロック災害廃棄物
対策行動計画

平成29年6月
令和２年３月改訂

被災県庁内に環境省、D.Waste-Net、県、主要な市からなる広域連
携チームを設置し、広域連携の調整を実施

地域ブロック毎の大規模災害時における災害廃棄物対策行動計画

地域ブロック単位で大規模災害における連携を強化するため、全国８地域ブロックにおいて災
害廃棄物対策行動計画を策定。今後は、必要に応じて行動計画の見直しを実施予定。

大規模災害における災害廃棄物対策行動計画の策定大規模災害における災害廃棄物対策行動計画の策定
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２．環境省の災害廃棄物対策に係る取組

（３）全国レベル



災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）の災害時の支援の仕組み
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初動・応急対応 復旧・復興対応

（１）研究・専門機関
（研究機関・学会）
○（国研）国立環境研究所
○（一社）廃棄物資源循環学会
○（公財）廃棄物・3R研究財団
（専門機関）
○（一財）日本環境衛生センター

○（公社）日本ペストコントロール
協会

○（公社）におい・かおり環境協
会

○（公財）自動車リサイクル促進
センター

（２）一般廃棄物関係団体
（自治体）
○（公社）全国都市清掃会議
（民間）

○全国一般廃棄物環境整備協
同組合連合会

○全国環境整備事業協同組合
連合会

○（一社）全国清掃事業連合会
○（一社）日本環境保全協会

（１）研究・専門機関
（研究機関・学会）
○（国研）国立環境研究所
○（公社）地盤工学会
○（一社）廃棄物資源循環学会
（専門機関）
○（一財）日本環境衛生センター

（２）廃棄物処理関係団体
○（一社）環境衛生施設維持管理業協会

○（一社）持続可能社会推進コンサルタン
ト協会

○（一社）セメント協会
○（公社）全国産業資源循環連合会
○（一社）泥土リサイクル協会
○（一社）日本環境衛生施設工業会
○（一社）日本災害対応システムズ

（３）建設業関係団体
○（公社）全国解体工事業団体連合会
○（一社）日本建設業連合会

（４）輸送等関係団体
○日本貨物鉄道株式会社
○日本内航海運組合総連合会

○リサイクルポート推進協議会

（五十音順）

メンバー（令和３年３月現在） 活動実績

発生年月 災害名

平成27年9月
平成27年9月

関東・東北豪雨

平成28年4月 平成28年熊本地震

平成28年9月
平成28年

台風第9,10,11号

平成28年10月
平成28年

鳥取中部地震

平成28年12月
平成28年

糸魚川市大規模火災

平成29年７月
平成29年7月
九州北部豪雨

平成30年６月
平成30年

大阪府北部地震

平成30年７月 平成30年７月豪雨

平成30年９月
平成30年

北海道胆振東部地震

令和元年８月
令和元年8月の前線

に伴う大雨

令和元年９月 令和元年房総半島台風

令和元年10月 令和元年東日本台風

令和２年７月 令和２年７月豪雨

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）のメンバー及び活動実績

26



27

〇専門家やコンサルタントによる被災地へ支援派遣が行われ、現地確認や仮置場管理・災害廃棄
物処理に係る技術的アドバイス、被災自治体が実地する処理業者への発注準備、発注された業
務の管理等について支援を実施。

○一般廃棄物処理業団体による路上堆積物やし尿の収集運搬を実施。

○専門家による支援実績例
・熊本県へ、専門家22名を令和２年７月７日から８月５日までの期間において常時４名体制を基本して
支援派遣を実施。主な現地支援自治体は、人吉市、芦北町及び八代市。
・福岡県へ、専門家５名を令和２年７月10日から７月21日までの期間において常時２名体制を基本と
して支援派遣を実施。
・大分県へ、専門家２名を令和２年７月10日から７月15日までの期間において常時２名体制で支援派
遣を実施。

令和２年７月豪雨における
災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）等の支援

７/12 一般廃棄物団体による収
集作業（芦北町仮置場）

７/25 専門家による路上片付け
ごみ調査（人吉市内）

７/22 専門家による畳の山の内部
温度測定（人吉市仮置場）



28７/９ 仮置場巡回
（芦北町）

７/18 ごみ量推計調査
（球磨村）

７/26 打ち合わせ
（球磨村役場環境省の執務ブース）

令和２年７月豪雨における
災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）等の支援

○コンサルタントによる支援実績例
①災害廃棄物の撤去等に係る技術支援
・災害廃棄物の発生状況や、搬入が進められている仮置場の運営状況について確認するため、仮置

場等の巡回訪問を行う。巡回訪問により判明した課題や被災自治体からの要望等への技術的アド
バイス等について支援を行う。

・具体的には、災害廃棄物の発生状況を種類別に把握するとともに、仮置場の効率的な運用や廃棄
物の飛散防止、火災防止、悪臭対策、害虫防止対策等の二次災害の防止に向けた技術的アドバイ
スを行う。

②災害廃棄物の処理等に係る技術支援
・災害廃棄物の処理を進める上での技術的なアドバイス及び被災自治体が実地する処理業者への発

注準備、発注された業務の管理等について支援を行う。
・具体的には、災害廃棄物の輸送、災害廃棄物の破砕・選別や焼却等の中間処理技術や最終処分、

積極的な再生利用を可能とするための技術支援を行う。



○ 平成30年７月豪雨等における片付けごみなどの災害廃棄物の撤去等に係る課題を踏まえ、関係機関（全国社会福
祉協議会、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）、内閣府防災、厚生労働省、環境省）で今後の連携
方策について意見交換を実施。

○ 今後のボランティアとのより効果的な連携に向けて、平成31年４月８日付で以下内容の事務連絡を発出。

発災時の連携平時の連携

社会福祉
協議会

市区町村の
廃棄物部局

連絡先の
共有

分別・排出
方法の共
有・周知

地域住民

広報誌等
を通じた分
別・排出方
法の周知

社会福祉
協議会

市区町村の
廃棄物部局

情報共有会議等
を通じた情報共有

JVOAD環境省

NPO・ボランテ
ィア団体の連
絡先の共有

地域住民

片付けごみの収集
運搬に係る調整

広報チラシ等を
通じた速やかな
分別・排出方法
の共有・周知

NPO・ボランティア
団体の連絡先等

の情報共有

災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携方策

29
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【制度の概要】
○環境省から全国の地方公共団体に対し、災害廃棄物処理を

経験し、知見を有する職員の推薦を依頼。地方公共団体の推
薦を受けた職員を「災害廃棄物処理支援員」として名簿に登
録。

○災害発生時には被災地方公共団体の要請により「災害廃棄
物処理支援員」を派遣。

○災害廃棄物処理支援員による活動内容
・災害廃棄物処理の方針にかかる助言・調整等
・災害廃棄物処理の個別課題の対応にかかる助言・調整等

○災害廃棄物処理支援員への研修・訓練

地方公共団体職員による
災害廃棄物処理の支援の様子

（写真提供：東京都）

【令和２年度の実績】

８月１８日：人材バンク制度の周知（事務連絡）
９月１０日：人材バンクの推薦依頼（事務連絡）
１２月１８日～２月１日：スキル研修（オンデマンド方式）
「対象者：災害廃棄物処理支援員、地方公共団体職員、D.Waste-Net 」

１月２６日：マネジメント研修（Web開催）
「対象者：災害廃棄物処理支援員」

※令和３年３月末日時点：登録者２３９名

「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」について
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」活用の流れ「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」活用の流れ

□被災地方公共団体からの要請を基本に、環境省現地支援チームが災害廃棄物処理支援
員の派遣の必要性について、被災地方公共団体と検討。都道府県、環境省において、
災害廃棄物処理支援員のマッチング。

□都道府県が、その所管地域内の被災市区町村と災害廃棄物処理支援員の派遣の調整を
行うことも可能。



３．近年における災害廃棄物対策の事例
＜令和２年７月豪雨＞



出典：気象庁

令和２年７月豪雨の概要

７月３日から８日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびてほとんど停滞した。前線の活動が非常に活
発で、西日本や東日本で大雨となり、特に九州では４日から７日は記録的な大雨となった。また、岐阜県周辺では６日から激し
い雨が断続的に降り、７日から８日にかけて記録的な大雨となった。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、
岐阜県、長野県の7 県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけた。
その後も前線は本州付近に停滞し、西日本から東北地方の広い範囲で雨の降る日が多くなった。特に13日から14日にかけて
は中国地方を中心に、26日から29日にかけては東北地方を中心に大雨となった。
７月３日から７月31日までの総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超えたところがあり、九州南部、九州北部地
方、東海地方、及び東北地方の多くの地点で、24、48、72時間降水量が観測史上１位の値を超えた。
この大雨により、球磨川や筑後川、飛騨川、江の川、最上川といった大河川での氾濫が相次いだほか、土砂災害、低地の浸
水等により、人的被害や物的被害が多く発生した。また、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、
埼玉県三郷市で竜巻が発生したほか、各地で突風による被害が発生した。

33

７月３日から31日までの総降水量

７月４日３時間降水量 ７月８日24時間降水量７月６日３時間降水量



出典：©(株)パスコ
７月４日 人吉市西瀬（にしぜ）橋が倒壊

出典：環境省撮影 ７月５日 人吉市市街被災状況

熊本県人吉市の被害状況
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出典：環境省撮影 ７月７日 渡地区被害状況

出典：常総市撮影提供
７月15日 渡地区被災状況

出典：環境省撮影 ７月８日 球磨村村内被災状況

熊本県球磨村の被害状況
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出典：©アジア航測,朝日航洋 ７月４日

熊本県芦北町の被害状況
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出典：©アジア航測,朝日航洋 ７月４日 出典：環境省 ８月８日

出典：環境省
７月19日

熊本県八代市の被害状況
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出典：(株)パスコ ７月７日
福岡県大牟田市街

出典：(株)パスコ ７月６日
長崎県大村市河口付近 農業被害（水田浸水）

長崎県・福岡県の被害状況
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熊本県人吉市仮置場での取組

○人吉中核工業団地用地に ７月６日開設。

○アクセス道の渋滞や仮置場内の混雑が見られたため、以下の混雑緩和策
を実施（７月８日～10日）し、渋滞や混雑は大幅に改善。
・自衛隊と連携した敷地内の整地
・管理に必要な人員・資材を増強
・区画を分けて搬入口を追加
・受入れ車両の待機場所の拡張
・仮置場への専用アクセス道の設置
・熊本県警や他の自治体応援職員による道案内の実施

○分別して持ち込みを行った場合には優先的に案内することとし、チラシの
配布等で周知
→ファストレーン方式

自衛隊と連携した整地
作業（７月８日）

道案内の実施
（７月８日）

ファストレーン方式
熊本県災害対策本部会議資料

39

受入れ車両の待機場所
の拡張（７月８日）



○被災した人吉市民の皆様が、生活再建のため片付けゴミの搬出を懸命に実施中

○片付けゴミの搬出において、大型災害ゴミ（畳・家具・家電・金属）は重く、取扱いに苦慮

○自衛隊、トラック協会、産資協会等関係者の円滑な連携で、これらの４品目を一掃

○分別された大型廃棄物の撤去により片付け作業が進み、生活再建を強力に後押し

人吉市内の大型災害ゴミ一掃大作戦
人吉市 熊本県 内閣府
防衛省・自衛隊 環境省
トラック協会・産資協会

＜排出困難者に対する大型災害ゴミ撤去支援フロー＞

（参考）これまでの自衛隊の支援（7/8時点）

工業団地仮置場開設のための草刈り、整地、車両通行路の整備

被災家屋
沿道

集積所
処理・
処分

運搬

・被災家屋から
生活道路に面
する集積所へ
集中的な搬出

・ボランティアに
よる連携支援

運搬

・沿道集積所か
らの迅速な搬出

・自衛隊・トラッ
ク協会等による
運搬支援（積込
み、運搬）

・地元地権者の厚
意による専用仮置
場の提供

・自衛隊・トラック協
会等による運搬支
援（積下ろし）

・処理業者（産資協会
員）による運搬・処理・
処分

専用
仮置場

運
搬

市民・ボランティアの皆様に事前周知し、7月10日（金）、11日(土)、12日（日）に市街地で実施。
自衛隊員が集積所等の畳・家具・家電・金属をトラックに積込み、専用仮置場で積下ろし。
自治体職員の誘導・指導のもとで、トラック協会関係者が運搬に協力。

7/10
熊本県発表
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④清掃事業者作業中
（7月12日）

⑤全作業後（7月12日）

市清掃事業者による収集

防衛省・自衛隊等と協力し、衛生面にも配慮しながら、「人吉市内の大型災害ゴミ一掃大作
戦」を実施（７月10日～７月13日）

②自衛隊作業中(７月11日) ③自衛隊作業後（7月11日）

市清掃事業者（7月11日～）、熊本市（7月15日～）による市中の災害廃棄物の収集を実施中

熊本県人吉市の災害廃棄物の搬出状況

①大型災害ごみの撤去
作業前（7月11日）

熊本市による路上堆積ごみの収集支援
（７月15日） 41



③ 財政措置
○ 「特定非常災害」に指定されたことを踏まえ、半壊家屋の解体撤去費用まで補助対象を拡大。また、災害廃

棄物処理基金（いわゆるグリーンニューディール基金）と地方財政措置も含めて、熊本地震並の９７．５％以上
の財政支援を行う。

○ 浸水等により廃棄物処理施設が稼働停止し、処理が滞っている生活ごみ・し尿について、災害時における
広域処理に係るかかりまし経費を支援。

○ 国土交通省と連携し、廃棄物・土砂の一括撤去を支援。

① 人的支援
○ ７月５日から環境省職員のべ618名を８県24市町村に派遣し、被害状況及び災害廃棄物の発生状況等に

ついての現地調査を実施（うち、人吉市には7月6日から1名、球磨村には7月12日から2名常駐派遣）。本省
課長級、本省職員を熊本県（のべ95人日）、福岡県（のべ29人日） 、大分県（のべ25人日）に派遣し、現地支
援態勢を強化。

○ 災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste-Net)の専門家のべ372名を４県に派遣（7月7日～８月31日）。
○ 支援自治体の廃棄物担当職員が２県５市町村に派遣され、技術的支援を実施したほか、災害廃棄物の収

集運搬・処分について３県６市町村へ支援を実施。

○ 災害廃棄物の発生量推計及び処理実行計画作成に関する助言支援。

②－１ 仮置場に係る支援
○ 仮置場の確保に係る調整支援。
○ 仮置場の管理・運営に関する助言支援。
②－２ 収集運搬に係る支援
○ 防衛省・自衛隊等と連携した災害廃棄物の撤去。
○ 県外自治体及び民間団体等によるごみ収集運搬車両の派遣に係る調整支援。
②－３ 処理に係る支援
○ 廃棄物の広域処理に係る調整支援
○ 災害廃棄物の発生量推計及び処理実行計画作成に関する助言支援。

令和２年７月豪雨における環境省の取組（災害廃棄物）
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災害廃棄物対策チーム
廃棄物適正処理推進課 ・災害廃棄物対策室

関係機関
（防衛省など）

環境本省
災害廃棄物処理
支援ネットワーク
（D.Waste-Net）

環境省の災害廃棄物対策に関する現地支援体制（令和２年７月豪雨）

・派遣人数：のべ 29名
・派遣期間：７月９日～７月22日

福岡県

・派遣人数：のべ 95名
・派遣期間：７月６日～８月14日

熊本県

・派遣人数：のべ 25名
・派遣期間：７月９日～７月20日

大分県

・派遣人数：のべ 618名
・派遣期間：７月５日～
・派遣先：８県24市町村

（令和２年10月１日時点）

・派遣人数：のべ 372名
・派遣期間：７月７日～８月31日
・派遣先：４県

・支援自治体：福岡市、熊本市等
・支援開始：７月13日～
・支援先：人吉市、球磨村等

・支援自治体：常総市、横浜市等
・支援開始：７月10日～８月12日
・支援先：人吉市、球磨村等

本省課長級、職員
県庁に常駐派遣 地方環境事務所職員

等現地支援

D.Waste-Net
現地支援

収集運搬・処分
現地支援

自治体職員
現地支援
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八代港からの船舶に
よる搬出

（８月１日 八代市）

仮置場からの
搬出作業の様子

（７月29日 人吉市）

三重県内
処理施設

八代港

熊本県内
仮置場

神戸港

大分港
松山港

兵庫県内
処理施設愛媛県内

処理施設

災害廃棄物の広域処理



環境省では、廃棄物に関する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策としてチラシを作成し、住民及び収集運搬作業従事者向
けにごみを出す時や収集運搬作業を行う際に心がけることについて周知している。また、令和２年７月豪雨においては、避難所で
のごみの捨て方について、避難所に避難している方、避難所を運営している方向けにそれぞれ周知を行っている。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策に関する広報資料

避難所でのごみの捨て方について
避難所に避難している方向け 避難所を運営している方向け収集運搬作業従事者向け
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４．関係機関との連携



○被災した球磨村では災害廃棄物の仮置場を開設し、ゴミの片付けが開始

○片付けゴミの搬出において、大型災害ゴミ（畳・家具・家電・金属）は重く、取扱いに苦慮

○自衛隊、トラック協会、産資協会等関係者の円滑な連携で、これらの４品目を搬出

○分別された大型廃棄物の撤去により片付け作業が進み、生活再建を支援

球磨村の大型災害ゴミ搬出の寄り添い支援
球磨村 熊本県 内閣府
防衛省・自衛隊 環境省
トラック協会・産資協会

＜渡地区の大型災害ゴミ撤去支援フロー＞

（参考）人吉市内の大型災害ゴミ一掃大作戦

7月10日から13日までの間、関係者の連携で市街地の大型災害ゴミの搬出を実施

被災家屋
処理・
処分

運搬

・被災家屋から沿道・堆積
所に搬出
・ボランティアにも呼びかけ

運搬

・山江村等のご厚意による土地の提供
・産資協会員による運営

・自衛隊・トラック協会等による運搬支援（
積込み、運搬）
・沿道からの迅速な搬出

・処理業者（産資
協会員）による仮
置場での受入、迅
速な処理・処分

仮置場

・渡地区の皆様に事前周知し、７月１６日（木）、１７日（金）に実施。
※沿道に排出された可燃ゴミは清掃業者が事前に収集

・自衛隊員が沿道や集積所等の畳・家具・家電・金属をトラックに積込み、仮置場に搬出。
・トラック協会関係者が運搬に協力。
・産資協会の会員企業が仮置場で荷下ろしするなど、関係者が連携して球磨村をサポート。

7/15
熊本県発表
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栃木県大平町における
自衛隊による撤去（令和元年10月）

長野県長野市における
自衛隊による撤去

○ 近年の大規模災害では広範囲に甚大な量の災害廃棄物が発生。民間事業者・応援自治体等の支
援を受け撤去作業を行っても十分に対応できない場合、都道府県知事の要請に基づき、自衛隊が撤
去活動を実施。

○ 環境省と防衛省は、近年の自衛隊による災害廃棄物の撤去活動を通じて蓄積されたノウハウ等も踏
まえ、「災害廃棄物撤去に係る連携対応マニュアル」を共同で策定（令和２年８月）

○ 自衛隊の活動の効果を最大化することにより、災害廃棄物の撤去を加速化し、被災地の復旧・復興
に繋げる。

【主な内容】
○関係機関の役割分担の明確化
※平時からの廃棄物部局で、仮置場候補地の

選定、民間事業者との協定締結など、事前
の備えを強化

○発災時には、環境省・防衛省・
県・市町村等による現地調整会
議の開催
※それぞれが所有する機材に応じて適切に
作業分担を調整

○ 自衛隊の活動終了の手順

熊本県球磨村における
自衛隊による撤去（令和２年７月）

防衛省・自衛隊と環境省との連携対応マニュアル防衛省・自衛隊と環境省との連携対応マニュアル
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ボランティア・NPO等の活動計画

市区町村による災害廃棄物等の収集運搬計画

連携・調整

〇 市区町村（環境部局、都市部局）は、自衛隊、ボランティア（社会福祉協議会）・NPO、環境省と連携して、
環境省事業、国土交通省事業等により災害廃棄物等の撤去を実施。

〇 特に、ボランティア・NPO等の活動で排出された災害廃棄物等が、宅地前の道路等に堆積して交通の障害等を
発生させることのないよう、市区町村が調整して仮置場への災害廃棄物等の搬出を実施。

地区A

宅

地

地区B

地区C

市区町村

自衛隊

ボランティア・NPO

ボランティア・NPO

市区町村職員の立ち合い 等

市区町村門

前

市区町村

仮

置

場

処

理

施

設

市区町村

必要に応じ、
市区町村職員の立ち合い等

作業実施地区や作業内容を調整、分担する等の例

災害時の災害廃棄物撤去に係るボランティアとの連携
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地区D 民間事業者 民間事業者

民間事業者



○宅地内

○道路等公共施設内

※宅地と公共施設：面積按分
※宅地内：重量比で按分

土砂

流木

ガレキ

土砂等

国交省
（堆積土砂

排除事業）

環境省
（災害等廃棄物

処理事業）

国交省
（災害復旧事業）

事業概要
・被災者の生活の早期再建に向け、国土交通省と環境省が連携して、廃棄物・土砂の一括撤去を支援。
・申請のワンストップ化や申請書類の簡素化により、被災市町村の事務負担を軽減。

○水害により、同一宅地内に「土砂（国交省所掌）」と「がれき（環境省所掌）」が混在して堆積する事態が発生。
○市町村が、国交省と環境省に別々に申請し、撤去等の処理を分割発注することは非効率かつ不経済。
○土砂混じりがれきの処理の遅れが、復旧・復興の遅れにつながる恐れ。

市町村による一括撤去

収集運搬
分 別
処 分

【財政支援】

土砂混じりがれき

土砂混じりがれき

※一括撤去スキーム活用実績
令和元年東日本台風（宮城県丸森町、栃木県佐野市、長野県長野市）

市町村が土砂混じりがれきをまとめて撤去し、
かかった費用については面積や重量で案分し、
環境省と国交省で財政支援
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国土交通省との連携（廃棄物・土砂一括撤去スキーム）



１．事業概要
農林水産省と環境省の事業の連携により、被災した農業用ビニールハウス、

稲わら等の撤去・処理を支援。

２．処理スキーム
被災した農家が被災した農業用ビニールハウス、稲わら等を撤去。市町村

とJA等が場所と日時を設定し、被災した農業用ビニールハウス、稲わら等を
集積。市町村が委託した処理業者が農業用ビニールハウス、稲わら等を処理。

集積所

被災した農家

被災した農家

被災した農家

処分先

省境環

市町村が、災害等廃棄物処理事業費
補助金を活用して処理

省産水林農

被災した農業用ビニールハウス、稲わ
ら等の撤去に係る経費を支援

農林水産省との連携
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５．災害廃棄物処理に関する法令



廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月16日公布）

これまでは、当該産業廃棄物処理施設において処
理可能な一般廃棄物については、当該施設が有す
る廃掃法第15条第１項の許可に係る産業廃棄物と
同一種類のものに限定。

→特に、本特例が活用可能な産廃施設の種類と、当

該施設で処理可能な一般廃棄物の種類が限定的に
列挙されていた（廃掃法施行規則第12条の７の16第
１項）。

・廃プラ類の破砕施設であれば、廃プラ類。
・木くずの破砕施設であれば、木くず。

など、限定的に列挙

従前の運用

近年、非常災害が毎年のように全国各地で頻発し災害廃棄物が大量に発生・産業廃棄物として排出され
る性状も多い

⇒適正かつ迅速に処理するため、既存の産業廃棄物処理施設を活用し、当該施設において、災害に起因し
て発生した廃棄物を事後届出により処理することができることとする。

本特例の概要

災害により、既存の産業廃棄物処理施設で処理が必
要な施設について自治体に要望を調査し、要望があった
場合には、災害毎に特例省令を制定。

→特例省令の制定により、産業廃棄物安定型最終処分

場が活用できるようになったほか、次に掲げる中間処理
施設においても、一廃の処理が可能となった。

・汚泥の脱水・乾燥・焼却施設であれば、汚泥。
・廃油の油水分離・焼却施設であれば、廃油。

・廃酸又は廃アルカリの中和・焼却施設であれば、廃酸
又は廃アルカリ。

など、特例的に処理可能な
施設と一廃の種類を拡大

特例省令での対応

自治体に調査することなく、産廃施設において処理する産廃と同様の性状を有する（
産廃施設の設置許可に係る産廃と同一の種類に限らず）災害廃棄物を事後届出によ
り処理することができるという制度を恒久化。

本改正省令の趣旨



安定型最終処分場

管理型最終処分場

公共の水域、地下水を汚染するおそれのある廃棄物を処理
【汚泥､燃えがら､ばいじん等(有害な廃棄物を除く)、木くず、動植物
性残さ】

しゃ水工、浸出水処理設備等が必要

汚染のない廃棄物を処理（安定型産業廃棄物）
【廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器く
ず、がれき類（廃ブラウン管等を除く）】

しゃ水工、浸出水処理設備等が不要

災害時

通常時から届出があれば
一般廃棄物の処理も可

廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月16日公布）

平時 災害時

産A

既存の産廃施設 既存の産廃施設

中間処理
最終処分最終処分

平時において、産廃Aの処理

施設として設置許可を受けて
いる場合、業の許可を持って
いない産廃B・Cについては処
理不可。

普段は産廃として処理している
産廃Aと同様の性状を有する災
害廃棄物A’や災害廃棄物A’’（

設置許可は不要）についても処
理可能。

本改正

産A 災A’ 災A’’産B 産C
× ×

○ ○○ ○

本改正
都道府県
知事への
事後届出

例

産畳
産石
膏

災畳 災畳
災石
膏

災石
膏

○ ○ ○ ○
○ ○

・平時から産廃たる畳を処理→災廃たる畳
・平時から産廃たる廃石膏ボードを処理→災廃たる廃石膏ボード

これらが同様の性状だと判断されれば処理可能

既存の産廃施設 既存の産廃施設


