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第1. 業務の概要 

1.業務の目的 

環境省では，平成30年３月に改定した「災害廃棄物対策指針」を踏まえ，地方公共団体におけ

る災害対応力の強化を支援するとともに，災害廃棄物対応の広域連携を進め，地域ブロックごと

に「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定し，

見直しを進めていくこととしているところである。 
これらを踏まえ，中国四国地方環境事務所（以下「当事務所」という。）では，中国ブロック（鳥

取県，島根県，岡山県，広島県及び山口県の範囲をいう。）及び四国ブロック（徳島県，香川県，

愛媛県及び高知県の範囲をいう。）において，災害廃棄物対策について情報共有を行うとともに，

県域を越えた連携（以下「広域連携」という。）が必要となる災害（以下「大規模災害」という。）

時の廃棄物対策に関する広域連携について検討するため，「災害廃棄物対策中国ブロック協議会」

及び「災害廃棄物対策四国ブロック協議会」（以下「協議会」という。）をそれぞれ組織し，情報交

換や連携体制構築の検討を実施しているところである。 
当事務所では，両協議会の枠組みにより，本年度も昨年度に引き続き情報交換，連携検討を実

施するとともに，昨年度策定した行動計画の改定・見直しに向けた検討を行うことにより，連携

の一層の推進を図ることとしている。 
本業務は，協議会の運営支援等により，災害廃棄物対策に関する広域連携等を図ることを目的

として実施した。 

2.業務概要 

(1)業務名等 

業 務 名：平成30年度（補正繰越）大規模災害時における中国四国ブロックでの 
広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業務 

履行期間：自令和元年６月18日 
     至令和２年３月27日 
受 注 者：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社大阪 

住所 大阪市北区梅田２丁目５番25号 

(2)業務の内容 

本業務の内容は次のとおりである。 
業務内容（仕様書） 本報告書での記載 

（１）協議会，幹事会及び訓練の運営支援 第８ 
（２）平成30年７月豪雨災害による災害廃棄物処理施設の見学及び意見 

交換会の開催 第２ 

（３）協議会関連 調査・検討事項  
 ア 平成29年度策定した「大規模災害発生時における災害廃棄物対策

中国四国ブロック行動計画」の改定・見直しに向けた検討 第３ 

 イ 過年度実施した災害廃棄物対策各種モデル業務のフォローアップ 第４ 
 ウ 「仮置場の開設・運営マニュアル」の作成 第５ 
（４）訓練関連 第６ 
（５）令和２年度以降の協議会の運営・調査検討事項の提案 第７ 
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第2. 平成30年７月豪雨災害による災害廃棄物処理施設の見学及び意見

交換会の開催 

1.目的 

平成30年７月豪雨災害により，岡山県倉敷市は，県への事務委託により二次仮置場を設置し，

災害廃棄物処理を行っている。そこで，協議会構成員の自治体職員及び有識者を対象として倉敷

市の二次仮置場での災害廃棄物処理を見学し，併せて災害廃棄物処理対策，課題等を共有するた

め意見交換会を行った。 

見学及び意見交換会は，中国四国ブロック協議会合同で実施し，岡山県が運営する二次仮置場

（岡山県環境保全事業団内の二次仮置場）を対象として，10月15日（火）12:30～17:00で実施した。 

 

図表 1 実施概要 

項目 内容 
日時 令和元年10月15日（火）12:30～17:00 
現場見学 岡山県環境保全事業団内の二次仮置場 
意見交換会 倉敷市環境交流スクエア 西棟４階会議室 

 

図表 2 見学場所 

 

（資料）岡山県資料 
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2.出席者の確認，日程調整等 

日程は，岡山県との調整のうえ，10月15日（火）12:30～17:00の開催と決定した。 

そのうえで，中国四国ブロック協議会の構成機関に周知し，41名の出席者となった。最終的な

出席機関を以下に示す。 

図表 3 出席機関一覧 

機関名 人数 
鳥取県 生活環境部 循環型社会推進課 1名 
鳥取市 環境局 生活環境課 1名 
米子市 市民生活部 クリーン推進課 1名 
島根県 環境生活部 廃棄物対策課 施設整備グループ 1名 
松江市 環境保全部 廃棄物対策課 1名 
出雲市 経済環境部 環境施設課 1名 
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 1名 
広島県 環境県民局 循環型社会課 2名 
広島市 環境局 環境政策課 1名 
福山市 経済環境局 環境部 環境総務課 1名 
山口県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 1名 
下関市 環境部 クリーン推進課 1名 
徳島県 県民環境部 環境指導課 1名 
徳島市 市民環境部 市民環境政策課 1名 
香川県 環境森林部 廃棄物対策課 1名 
高松市 環境局 環境総務課 1名 
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 2名 
宇和島市 市民環境部 生活環境課 1名 
高知県 林業振興・環境部 環境対策課 1名 
高知市 環境部 清掃工場 1名 
公益社団法人 全国産業資源循環連合会 四国地域協議会（一般社団法人 香川県産業廃棄物

協会） 
1名 

公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団 1名 
国立研究開発法人 国立環境研究所 災害環境マネジメント戦略推進オフィス 1名 
独立行政法人環境再生保全機構 1名 
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 2名 
環境省 大臣官房総合環境政策統括官グループ環境影響評価課環境影響審査室 1名 
環境省 中国四国地方環境事務所 7名 
岡山県 環境文化部 循環型社会推進課（先方窓口） 2名 
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱（事務局） 3名 
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3.見学コースの確認・調整 

見学コースは，岡山県と確認・調整のうえ，確定した。当日のタイムスケジュールを以下に示

す。 

 

図表 4 見学会のタイムスケジュール 

時間 内容 

12:30 

JR倉敷駅集合・出発 
（JR倉敷駅北口貸し切りバス駐車場） 
※可能であれば中四国事務所官用車も 
※岡山県は水島愛あいサロンにて合流 

点呼 

12:30～12:50 移動 車中にて，行程，注意事項の説明 
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱） 

12:50 水島愛あいサロンにて岡山県と合流 
合流後，二次仮置場に移動 － 

13:10 

二次仮置場 到着 

二次仮置場をバスで周回 
（岡山県 河辺班長同乗，ご案内） 
※官用車からバスに乗り換え（運転

手以外） 
※県用車と官用車は駐車場へ 

事務所へ移動  

主催者挨拶 環境省中国四国地方環境事務所 
所長 上田健二 

13:30～14:45 二次仮置場見学・説明会 
（於：岡山県環境保全事業団内） 

岡山県より説明 
（２班に分かれて見学） 
（ヘルメット等の着用） 

14:45～15:15 移動 － 

15:15～16:15 
意見交換会 
（倉敷市環境交流スクエア 

西棟４階会議室） 

 広島県からの報告（20 分） 
 愛媛県からの報告（20 分） 
 意見交換（15 分） 
 環境省からの報告（５分） 

16:15～17:00 移動 
車中にて，アンケートの依頼，今後

の予定などを説明 
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱） 

17:00 JR倉敷駅到着・解散 （17:16倉敷駅発岡山駅行き） 

※参加者の質疑応答により視察時間が延長した場合は，その後の移動時間，意見交換会の時間

で調整し，17:00解散を厳守 
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4.意見交換会の会場の手配 

意見交換会の会場は，岡山県及び倉敷市と調整し，二次仮置場に近接する「倉敷市環境交流ス

クエア 西棟４階会議室」とした。 

 

図表 5 意見交換会会場 

 

（資料）倉敷市資料 

 

5.旅費・謝金の支給等 

旅費及び謝金は，過年度事業における対応を勘案し，請負者にて実施した。 

6.その他 

会場・設備の借料，借り上げバスに係る経費については，請負者が負担した。 

また，見学会・意見交換会の配布資料はA４版両面20頁程度とし，参加者に配布した。配布資料

の作成においては，見学に関する留意事項などについて，岡山県と確認・調整した。作成した配

布資料（見学会実施要領，参加者アンケート）は資料編に示す。 

なお，意見交換会にて発表頂いた広島県と愛媛県の発表資料は，「７．開催結果」にて示す。 
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7.開催結果 

(1)見学会における説明要旨 

見学会における事前説明において，配布資料以外の説明部分の要旨を以下に示す。 

説明者 
岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 災害廃棄物対策室 
総括副参事 河辺尚佳 

説明場所 
災害廃棄物二次仮置場(倉敷市水島川崎通1-20) 現場事務所 
※(公財)岡山県環境保全事業団の水島処分場内 

説明要旨 

災害廃棄物の処理必要期間の決定について，発災当初は，どれだけの量が出てく

るかわかりません。早く処理できる分には良いですが，期間の延長が続くような状

態にならないように，余裕を持って設定される方が良いと思います。 
特に水害による混合廃棄物の処理は難しいです。土砂系の廃棄物は，比較的容易

ですが，混合廃棄物は中間処理の品質をいかに確保していくかが非常に難しいで

す。極端に言うと，土砂系の廃棄物100万t処理する間に，混合廃棄物は7～8万tの
処理しかできないと実感しており，その感覚を持っていただいて検討する必要が

あると思います。 
また，ブロック協議会の中では，ブロック内の処分業者の情報を共有する取り組

みをされていたと思いますが，ブロック内に留まらず近隣ブロックとの情報交換

等も必要です。処理を軌道に乗せていくためには，処分業者の確保に時間的猶予は

ないため，常日頃から近隣のブロックとの情報交換が必要だと感じます。 
可燃物について，市町村でも所有するごみ処理施設で災害廃棄物を処理するの

が基本になると思いますが，一般廃棄物処理施設は災害廃棄物処理としては使い

にくく，産業廃棄物処理施設を使いたくなる状況になります。その理由は，一般廃

棄物処理施設は，地元の協定で非常に厳しく設定されているからです。倉敷市で

は，岡山市のごみ処理施設が協力して処理していますが，塩化水素が問題になって

います。塩ビ系の廃棄物が混ざっているためですが，除去する術がなく，可燃物全

体の塩素含有率が高くなります。スポットの分析では数値に表れてきませんが，燃

やすと塩化水素濃度が高くなります。塩化水素濃度は，産業廃棄物処理施設でも

250ppmが基準になっていますが，430ppm程のレベルです。一般廃棄物処理施設

では，30～50ppm，厳しい所では10ppmといった自主管理基準を定めて協定を結

ばれています。岡山市では30ppmで設定しているため，30ppmを超えてしまうと

処理量の調整などが必要となり，思った通りに処理が進みません。産業廃棄物処理

施設での処分比率を高めざるを得ない状況にあります。一般廃棄物処理施設は使

いにくく，自由に何でも燃やせると思っていると困ると思います。 
 

 

  



7 

(2)意見交換会 

見学会の後，参加者による意見交換会を開催し，広島県及び愛媛県から資料説明（配布資料は

資料編）があった。 

その際の質疑応答の要旨を以下に示す。 
○愛媛県 

補足として，D.Waste-Netの専門家の意見を尊重することが重要と実感しました。様々な被

災現場を経験された有識者の意見を踏まえることで，災害廃棄物処理も促進します。 
また，県や市町村の災害廃棄物処理計画に記載してあることよりも重要なこともご教示いた

だけることもあります。環境省や国交省で様々な事業がありますので，それらを上手く組み合

わせることで市町村の負担も軽減できるため，先々を考えて対応することが重要です。 
 
○国立環境研究所 

愛媛県の発表の中で，混合廃棄物が大量に発生した後，運動公園等を整備し，分別が上手く

いったという話がありましたが，リカバリーの方法として非常に大事な事例だと感じました。

混合廃棄物になったものを，どの様に処理したのか教えて下さい。 
 
○愛媛県 

総合運動公園へ一時的に運び込み，現場で分別をしました。 
 
○高知県 

広島県に質問です。当初，災害廃棄物の発生量を200万ｔと公表されたのは７月25日で，別で

話を聞いたところ，東京都が入って推計してくれたという話を聞きましたが，どのように推計

されたか教えて下さい。 
 
○広島県 

家屋の被害については，国立環境研究所で作成された算定式があり，半壊に数値を掛けて算

出できますが，土砂については，当時，明確な方法がなかったため，航空写真から面積を算定

し，堆積厚は東京都が大島の災害の時に経験値として持っていた0.5mを一律に掛けて算出して

います。非常にラフな推計ではありますが，その時期は，まずボリューム感を出すことで，大

変だということを県民の皆さんに知っていただくのが大事でした。そのため，多少ラフではあ

りましたが，推計方法を説明した上で，提示しました。その後，河川や道路の面積を除いて，

堆積厚も測量したものに補正をし，最終的には129万ｔでした。 
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図表 6 見学会及び意見交換会の様子 
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(3)参加者アンケート結果 

参加者アンケートは，22票を回収した（対象23票，うち１票分は交通機関の遅れにより当日欠

席）。 

ア 当日の見学・説明内容に関するアンケート 

(ｱ)二次仮置場の役割について理解が深まりましたか 

二次仮置場の役割について，概ね理解できたという回答であった。役割とともに，設置の重

要性，設置後の処理作業についても理解できたとの回答もあった。 

 

図表 7 アンケートにて確認できた意見 
【役割・重要性の認識】 
○実際に二次仮置場を見学し，処理後の廃棄物の活用等も説明いただき，理解が深まった。（県・

市） 
○大規模災害により，大量の災害廃棄物が発生した際の処分に至るまでの二次仮置場の役割の

重要性を理解できた。（県・市） 
○処理施設の設置や，廃棄物を長期間にわたり保管する役割を理解できた。（市） 

 
【処理作業への理解】 
○機械や手作業による選別を行う，大規模な事業であることを理解した。（市） 
○中間処理では再生利用に努めており，細かな分別作業が必要だと理解した。また，二次仮置

場の分別作業の負担を減らすためにも，発災当初からの分別が必要だと感じた。（市） 
 
【処理に関する認識】 
○一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設とで，処理の容易さが異なることが理解できた。

（市） 
○処理先となる市町の焼却炉には様々な制約があるため，処理先の受入れ基準と仮置場におけ

る分別のレベルをセットで考えていく必要があることが理解できた。（県） 
 

【その他】 
○災害廃棄物処理全般について，担当者の被災経験を踏まえた説明が参考になった。（県） 
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(ｲ)二次仮置場の設置・管理・撤去に必要な業務について理解が深まりましたか。 

二次仮置場の設置・管理・撤去に必要な業務について，概ね理解できたという回答であった。

他方で，自身が所属する自治体に置き換えた場合，場所の確保とともに運用面，費用面等での

課題を懸念するという回答もあった。 

 

図表 8 アンケートにて確認できた意見 
【業務内容・体制・手順の理解】 
○県の災害廃棄物処理における基本方針の策定から，処理業者の選定手続き，管理運営委託に

ついて，理解することができた。（市） 
○二次仮置場の管理・運営が14もの業者による共同企業体でなされていることに驚いた。（市） 
○トラックの洗浄や当日の風向きにより作業を中止するなど，周辺への環境対策を行う必要が

あることを理解できた。（市） 
 
【自身の自治体へのフィードバック】 
○二次仮置場に大規模な破砕・選別施設を設置するには，広大な敷地を確保する必要があり，

平時から候補地や管理体制について検討しておくことが重要だと感じた。（県） 
○理解は深まったが，水島のような広大な場所の確保は，自治体によっては難しいと思われる。

また，場所は確保できたとしても，費用など管理面の問題が大きいと感じた。さらに，自然

環境や周囲への配慮等，対策を講じなければならないことは多々あり，現実問題として厳し

いと感じた。（市） 
 
【質問・要望等】 
○二次仮置場の設置，管理については，共同企業体を想定したプロポーザル入札が実施されて

おり，市単独でその入札要綱や仕様書，技術提案の評価基準の作成は困難であると感じた。

あらかじめテンプレート集を準備，作成してもらえると各自治体への災害廃棄物対応の一助

になると思う。（市） 
○処分場跡地の原状復旧について弊害となるようなことはあるのか。（県） 
○設置に関してもう少し詳しく聞きたかった。（処分場跡地を二次仮置場とした時のメリット・

デメリット。二次仮置場での水・電力の確保のためにどのような検討を行ったのか 等）（県） 
○撤去についての話はなかったように思う。（県） 
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(ｳ)一次仮置場での分別や二次仮置場との役割分担の重要性について理解が深まりましたか。 

一次仮置場での分別や二次仮置場との役割分担の重要性について，概ね理解できたという回

答であった。他方で，二次仮置場との関係性等についてもさらに知りたいという回答もあった。 

 

図表 9 アンケートにて確認できた意見 
【一次仮置場の重要性】 
○一次仮置場での分別等ができていないとリカバリーがかなり大変だと感じ，分別を行うため

にも仮置場の事前の選定が重要だと感じた。(市) 
○水島のような充分に処理能力を持った二次仮置場でも，混合廃棄物の処理は停滞してしまう

のだと理解でき，一次仮置場の搬入段階における分別徹底が極めて重要であることが分かっ

た。（市） 
 
【一次仮置場と二次仮置場の役割分担】 
○被災現場から近い一次仮置場が山積みになると，周辺環境へ影響を及ぼす可能性もあるので，

二次仮置場は破砕等の処理だけでなく，早期の大規模な集約や長期保管場所としての役割も

大きいと感じた。（県） 
○できる限りリサイクル等を進めるため，分別に必要な二次仮置場の重要性を再認識した。（県） 
 
【質問・要望等】 
○一次仮置場についても，時間があれば視察したかった。（県） 
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(ｴ) 被災自治体等との意見交換会で何を感じましたか。 

被災自治体等との意見交換会では，広域連携，平時の備え，発災後の対応について，その重

要性を強く感じたという回答であった。 

 

図表 10 アンケートにて確認できた意見 
【広域連携の重要性】 
○大規模災害では圏域処理が困難であり，広域的な繋がりの重要性を感じた。特に受入に余裕

のある最終処分場を有している自治体や民間事業者の把握は今後検討したい。（県） 
 
【平時の備えについて】 
○どの自治体も初動対応に係る事前準備の必要性について説明されており，日頃から関係機関

と連携体制を取っておくことが重要だと感じた。（県） 
○近年気候変動の影響で毎年のように大規模災害が発生しているため，今回の経験を基にしっ

かりと事前の備えをしていかなければならないと感じた。（県） 
○災害発生後の対応も大切だが，事前から災害が起きたときを想定し，可能な限りの事前準備

をして備えておくことが重要であると感じた。（市） 
 
【発災後の対応について】 
○処分先の確保がいかに困難であるかを再認識するとともに，土砂混じり廃棄物に対する粉塵

対策の重要性が大変勉強になった。また，どの程度分別を行うか，またどのタイミングで分

別について周知を行うか考えさせられた。（県） 
○水害の場合には，早期の仮置場開設と分別の周知が重要だと改めて感じた。（市） 
○初動対応でのごみ分別が大事であることを痛感した。（県・市） 
 
【質問・要望等】 
○県の報告の中で被災市町の状況報告もあったが，実際に市町担当者から当時の対応状況や課

題点，今後の取り組みなどを聞ければよかったと感じた。（市） 
○広島県，愛媛県における災害廃棄物処理の概要がわかった。時間の関係もあり，深い話まで

行うことができず，問題点や課題についての担当者の意見を交換できなかったのが少し残念

だった。（市） 
○意見交換会に関する時間が少し不足していたように思う。（市） 
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(ｵ)今後もこのような見学会／意見交換に参加したいですか。期待する内容を教えてください。 

今後の見学会や意見交換への参加意向については，概ね参加したいという回答であった。二

次仮置場のほかに，最終処分場の視察，実際に処理作業に従事した方々の話を聞きたいという

要望もあった。また，中四国地方の各自治体で課題がことなるため，応援・受援を踏まえた課

題の共有や意見交換の場についても要望があった。 

 

図表 11 アンケートにて確認できた意見 
【今後の参加の希望】 
○被災を経験された自治体のご説明は大変参考になったので，またお聞きしたい。（県） 
○二次仮置場については，現場を生で見ないことには，業務のスケール感や必要業務を把握で

きないため，もし見学できる機会があれば，今後もこのような見学会を実施して欲しい。（市） 
○実際に災害廃棄物を前にすると災害への危機感や，当事者意識を強く刺激されるため，参加

したい。（県） 
○幸いにも近年大規模災害の経験がなく，災害廃棄物処理に精通している職員も少なくなって

いる。被災自治体の経験を教えていただき，いざという時の対応をしっかりと構築したい。

（市） 
○他の職員にも参加してもらいたいと感じた。（市） 
 
【今後の希望する内容】 
○最終処分場の見学を希望する。（今回は海洋の処分場だったので，山間地の処分場や閉鎖型の

処分場 等）。（市） 
○実際に処理を行った現場作業員の方の話が聞きたい。（県） 
○発災から処理を開始するまでの入札や契約などの手続きについて知りたい。（市） 
○中四国の各地区によっても被害の種類が異なっていたので，それぞれの課題を共有し，検討

（意見交換）できればと思う。（市） 
○見学会に関しては，今後またブロック内の自治体が被災した場合でないと難しいかもしれな

いが，意見交換については，今後も引き続き協議会等の場で行いたい。（市） 
○過去の大規模災害での対応失敗事例を発表するような研修を検討して欲しい。（県） 
○今回の台風19号の災害廃棄物の処理，一次仮置場までの分別の状況と，混合廃棄物にならな

いような取り組みについて。（市） 
 
【その他の要望等】 
○資料を事前に配布して欲しかった。（市） 
○質問時間が少ない印象を受けた。被災自治体は多忙かとは思うが，懇親会などがあれば，もっ

と踏み込んだ本音を聞くことができたのではないかと感じる。（市） 
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イ 平成30年７月豪雨災害における災害廃棄物処理の振り返りに関するアンケート 

(ｱ)実施した業務について記載してください（支援として行った業務を含めて具体的に記載して

ください）。 

平成30年７月豪雨災害において実施した業務は，被災自治体と応援自治体とで異なるものの，

被災自治体では災害廃棄物処理に係る種々の対応を実施し，応援自治体はカウンターパートの

被災自治体へ職員を派遣するなどの対応が実施された。 

 

図表 12 アンケートにて確認できた意見 
○平成30年７月豪雨災害では，床上浸水３件の戸別収集及び浸水した便槽のし尿汲み取りの収

集費用の収集業者への補填を行った。（市） 
○県内市町村に対する情報収集及び情報提供の実施（県） 
○発災後初期段階での職員派遣による状況把握。被災県の要請による職員派遣。（県） 
○岡山県真備町での一次仮置場の人員支援として職員派遣した。（市） 
○補助金申請に係る支援業務。（県） 
○カウンターパートによる被災地への連絡員の派遣（県） 
○災害等廃棄物処理事業全般（補助金，公費解体，契約等）。（市） 
○災害廃棄物処理実行計画の策定や事務委託による仮置場の管理運営。（県） 
○災害廃棄物処理の全体調整，実行計画の策定，補助金申請業務（市） 
○災害廃棄物処理事業に関する事務処理（災害報告書作成，災害査定への対応，国庫補助金交

付申請書作成，概算払い請求書作成，年度終了実績報告書作成，実績報告書作成）及び県と

の窓口。災害廃棄物処理事業と堆積土砂排除事業との連携に伴う関係部署（土木部門）との

調整。災害廃棄物処理実行計画作成。二次仮置場における災害廃棄物破砕・選別・運搬・処

分業務委託（市） 
○国へ財政支援に関する緊急要望，災害廃棄物の分別の徹底の指導，災害廃棄物の搬出・処理

体制の構築等に関する助言，小規模自治体の広域処理の実施，仮置場の廃棄物監視業務への

県職員の派遣，関係団体（産廃協会，浄化槽協会等）への協力要請，仮置場候補地に関する

情報提供，被災市町への保健所（環境保全課）職員の派遣，損壊家屋等の解体撤去手続，公

費解体の標準単価の通知，被災家電の処理の円滑化に向けての調整，災害廃棄物発生量・処

理費用の推計，処理期限目標の公表，災害等廃棄物処理事業費補助金制度等の説明会の開催，

災害廃棄物処理実行計画の策定支援，災害廃棄物処理の進捗状況の把握，市町への情報提供

（県） 
○被災市町からの被害情報の収集，地方環境事務所への報告，災害補助金に関する市町等から

の問い合わせ対応，災害査定に向けた地方環境事務所との調整・当日の随行，災害補助金に

関する事務（交付申請書の交付，繰越事務 等）。（県） 
○公費解体（設計書のチェック，位置図作成，権利調査 等）（市） 
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(ｲ)苦労したことについて記載してください。 

平成30年７月豪雨災害において苦労したことは，情報の収集・共有，実施する業務が不明，

人員不足，災害廃棄物処理の判断，仮置場，公費解体という回答であった。 

 

図表 13 アンケートにて確認できた意見 
【情報の収集・共有】 
○夜間に大雨が降ったため，冠水等の情報収集に苦労した。（市） 
○庁内の複数部局（各区，道路交通局，下水道局，環境局）で業務を実施したため，初動の対

応は迅速に行えたものの，リアルタイムでの情報の把握が難しい部分もあった。（市） 
○各市町村において人員が少なく，連絡体制を構築することに苦労した。（県） 
 
【実施するべき業務が不明確】 
○初動対応について，知識不足のため，調べながら進めることとなり，時間がかかった。普段

からの人材育成の必要性を感じた。（市） 
○初動時の役割分担が不明確で，何をすべきかわからなかった。（県） 
○関係団体との協定に基づく支援について，具体的な要請方法が定められておらず，時間を要

した。（県） 
○まったくの未経験（広島県主催の災害廃棄物関連の研修・災害廃棄物対策中国四国ブロック

主催の研修にも未参加）で，何から手をつけていいのかまったくわからなかった。相談相手

がいない（災害廃棄物処理事業について，誰も知らない）ため，苦労した。（市） 
○過去に災害廃棄物の処理を経験した職員がおらず，初動時に県として何をするべきなのか直

ぐに思いつかなかった。（県） 
 
【人員不足】 
○初動対応では，廃棄物担当部署の職員も避難所設営の動員となり，廃棄物処理業務での人員

体制に影響が生じた。（市） 
○発災当初は問い合わせや苦情の電話が多く寄せられ，当課の担当係職員（２名）のみでは対

応できなかった。（慢性的なマンパワー不足）（県） 
 
【災害廃棄物に関して】 
○災害廃棄物は一般廃棄物に該当するが，解体廃棄物や石綿，PCBなど，産業廃棄物として処

理した方が適正に処理されると思われるものもあり，判断に苦慮した。（市） 
 
【仮置場に関して】 
○仮置場が満杯になり，混廃になった自治体があった。（人員の配置，受付時間の設定等がなく

無管理状態であった）（県） 
○仮置場での分別の徹底が困難であった。（平成30年７月豪雨時では対応できなかった。）（県） 
 
【公費解体に関して】 
○災害査定において，公費解体の積算が，環境省基準に基づいて行われていなかった等の理由

により，再査定になった自治体があった。（県） 
○家屋解体のノウハウが被災市町村及び県になかったため，他の自治体等から情報収集するの

に苦労した。（県） 
 
【その他】 
○支援のための派遣職員の人選。（県） 
○初動対応や必要な手続き。（市） 
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(ｳ)平成30年７月豪雨災害の教訓として伝えていきたいことについて記載してください。 

平成30年７月豪雨災害の教訓として伝えていきたいことは，発災前の準備，協定締結，初動

対応，仮置場や災害廃棄物に関すること，情報共有，支援体制の検討という回答であった。 

 

図表 14 アンケートにて確認できた意見 
【発災前の準備】 
○発災直前にするべきことの整理。（市） 
○各自治体職員は，災害をわがこととしてとらえ，研修や関係者間の応援協定の締結等，人と

人を結ぶ内容の事前の備えを可能な限り行っていく必要があること。（県） 
 
【協定】 
○協定の締結。（市） 
 
【初動対応】 
○特に初動時の対応については伝えるべきと思う。（市） 
○初動対応。（市） 
 
【仮置場・災害廃棄物に関して】 
○初動時にはまず仮置場の設置・管理体制確保が必要となるため，平時から候補地等を検討し

ておくことが重要。（県） 
○仮置場の管理（人員の配置など）（県） 
○仮置場の候補地を把握するとともに，いつでも設置できるよう手順を把握しておく。（県） 
○分別方法について早い段階で，住民へ周知する必要がある。（県） 
 
【情報の共有】 
○災害対策本部から情報提供が満足に得られないため，廃棄物部署で被災状況を積極的に情報

収集する必要があった。情報や時系列が変化するため，ホワイトボードに情報整理し，「情報

の見える化」に努め，職員内で情報共有する重要性に気づいた。（市） 
 
【支援体制の検討】 
○受援体制だけでなく，支援体制についても，各年度で検討しておくこと。（人事異動等により，

組める体制に変更があるため）（県） 
 
【その他】 
○事務分担の明確化（市） 
○廃棄物処理は分別が原則となるが，やむを得ず混廃となることもありうるため，大規模事業

者への一括搬出等も想定しておくことが重要。（県） 
○コンサル等への委託業務を行い，災害に詳しい人の配置を行えばよかった。（市） 
○災害報告書の作成は，地方環境事務所との十分なコミュニケーションが重要。（県） 
○災害経験職員が，当時と全く異なる部署に配属されており，その把握から活用まで時間を要

した。（市） 
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(ｴ) 平時の備えとして何をすべきか記載してください。 

平時の備えとしては，災害廃棄物の処理計画や処理マニュアルの作成，職員の育成・内部体

制の構築，仮置場候補地の選定・対応マニュアルの準備，関係機関との連携体制の構築，書類

の準備という回答であった。 

 

図表 15 アンケートにて確認できた意見 
【災害廃棄物の処理計画や処理マニュアルの作成】 
○災害廃棄物処理計画の策定（県・市） 
○詳細な手順書・マニュアルの準備。（県・市） 
○初動体制の事前構築，タイムラインの作成，職員の行動計画を作成すべき。（市） 
 
【職員の育成・内部体制の構築】 
○市町村職員が一同に会し作業を行うワークショップ式の研修が，市町村職員同士の顔の見え

る関係づくりに役立つと考える。そもそも廃棄物についての基礎知識の無い自治体職員も多

く，自治体職員向け災害廃棄物も含む廃棄物に関する研修が必要。（県） 
○図上訓練等の訓練・内部での研修。（県・市） 
 
【仮置場候補地の選定・対応マニュアルの準備】 
○仮置場の場所の決定。（県・市） 
○仮置場対応マニュアルの準備。（市） 
 
【関係機関との連携体制の構築】 
○関係機関との良好な関係構築。（県） 
 
【書類の準備】 
○書類の雛形の作成。（市） 
 
【その他】 
○広報計画。（市） 
○先般の台風19号では，見回りに出た自治体職員が亡くなられている。たとえば，監視カメラ

の設置や，退職した職員との連絡網の構築（自宅廻りの被災状況の確認などのため）も考え

られる。（市） 
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(ｵ)被災自治体を支援する際の目安を記載してください。 

被災自治体を支援する際の目安は，対応可能な内容は応援自治体の体制等にもよるが，「明ら

かに単独市町で対応できていないと見えた際にはプッシュ型で支援を行っていく」という回答

もあった。また，支援要請に基づいた支援になることが基本と考えられるため，適切なタイミ

ングと支援内容を踏まえた支援要請が重要と言える。 

 

図表 16 アンケートにて確認できた意見 
【支援内容について】 
○ごみ収集や中間処理を民間委託しているため，資機材や現場対応の支援は行えない。そのた

め，支援内容は主に職員派遣の支援を行うことになる。また，被災自治体を支援する際は，

全国市長会や中核市市長会等の要請に基づいての職員派遣が主な支援内容になっている。

（市） 
○仮置場が混廃で一杯となった場合，早急に搬出する必要があるため，初動期において候補と

なる処理業者を情報提供してほしい。（県） 
 
【支援決定の基準について】 
○明確な基準を表すのは難しいが，県リエゾンからの現地情報等を基に，明らかに単独市町で

対応できていないと見えた際にはプッシュ型で支援を行っていく。（県） 
○被害の規模，被災経験の有無（市） 
○被災の程度によって，支援の要請範囲が異なると思われるため，早期に災害廃棄物発生量を

把握する必要がある。（県） 
 
【支援の実施時期に関して】 
○被害の程度がわかり次第すみやかに（収集）。事務処理に関する支援は発災後直ちに。（市） 
○支援内容によって適切な要請時期が異なるため，被災自治体が方針決定の検討を行う際に選

択肢の一つとできるよう，「このようなことができるので必要になったら連絡してほしい」と

いう連絡があるとよい。被災自治体においても，プッシュ型支援を受けるか否かを初期に表

明する努力は必要かと思う。（市） 
○基本的には，支援要請に基づき支援を実施，被害が甚大な場合は，プッシュ型支援も必要（県） 
○県として少なくとも広域処理が必要となった際には支援が必要と考える。（県） 
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(ｶ)同時期の広域的な災害時における国や県に期待すること・要望などを記載してください。 

国や県に期待することは，情報提供・整理，支援等の調整，専門家の支援，現場での指揮と

いう回答であった。また，国や県から被災自治体に対して，プッシュ型の事務委託の検討につ

いての要望もあった。 

 

図表 17 アンケートにて確認できた意見 
【情報提供・整理】 
○広域的な災害時では，被災地域の情報整理や情報提供を積極的にしていただきたい。（市） 
○情報を集約し，すみやかに提供して欲しい。なお，混乱期はメールで状況報告できないので，

県から職員を派遣し，その担当者を介しての報告としてほしい。（市） 
 
【支援等の調整】 
○県においては，県内自治体間での調整や県外もしくはブロック外に対して，処理支援の調整

を期待する。（市） 
○県外の処理業者とは関わりが少ないため，対応可能な事業者の情報提供や，広域調整をお願

いしたい。（県） 
○地方環境事務所等が司令塔となり，ブロック内，又はブロック間の支援調整を実施して欲し

い（職員派遣 等）。（県） 
○国において超広域的な調整を行っていただくとともに，できるだけ早い段階でマスタープラ

ンを策定し，処理方針を示して欲しい。（県） 
 
【専門家の支援】 
○環境省やD.waste-net等による専門的な支援が受けられると大変助かる。（市） 
○処理スキーム中のターニングポイントごとに，国・県のスペシャリストを派遣し，指導して

頂きたい。（市） 
○できるだけ早い段階で，助言等ができる人材を県へ派遣して欲しい。（県） 
 
【現場での指揮】 
○災害の規模が大きくなればなるほど，災害廃棄物の処理主体である市町村の職員は住民対応

に追われることになり，大局的な統制が取れなくなるので，国・県の職員は，現地に入り適

宜状況を正確に判断し，被災自治体に必要な支援を把握し，被災自治体に代わり応援要請を

行っていくこと。（県） 
 
【国・県への要望】 
○災害廃棄物（一般廃棄物）の処理責任は市町村にあることは理解しているが，複数市町にわ

たる広域的な災害が毎年のように発生する状況がある中で，各市町で処理を行うことを前提

とし，事務委託を行うのか，中間処理施設を整備するのかについても各市町の判断に委ねる

ことが，国全体，県全体としての費用対効果を考慮した場合にどうなのだろうかと感じる部

分がある。（市） 
○広域的な災害の場合には，必要に応じて，事務委託を各市町から要請されるまで待つといっ

た姿勢ではなく，国・県において積極的に中間処理施設等の設置を検討し市町に示す，事務

委託の希望を募るなど，全体として費用対効果が最大となる対応について，場合によっては

法整備も含め，今一度検討する必要があるのではないか。（市） 
○災害廃棄物処理事業・廃棄物処理施設災害復旧事業における諸経費率（平成30年７月豪雨は，

各15％）を，満額認めてほしい。（市） 
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第3. 平成29 年度策定した「大規模災害発生時における災害廃棄物対

策中国四国ブロック行動計画」の改定・見直しに向けた検討 

1.見直しの方針 

昨年度の報告書において，平成30年7月豪雨の経験をふまえて行動計画の見直し点が提案され

た。その概要は，次のとおりである。 

(1)ブロック行動計画の位置づけ 

現行のブロック行動計画は，被災県市町村と支援市町村の役割を中心に時系列で整理した内

容が多い。 

災害廃棄物処理計画を作成した自治体が増加してきたこともふまえ，ブロック行動計画を次

のように位置づけ，計画内容を見直すことを検討する。 
【ブロック行動計画の位置づけ】 

○広域連携に特化する 
○応援側の役割や取組内容を定める 
○災害廃棄物処理に係る受援計画として掲載するべき事項を定める 
○協議会構成員以外自治体も含めてブロック全体で行動計画を共通認識として持つ 
○迅速な広域連携を行うための事前準備事項（ブロックで取り組むこと，各自治体で取り組

むこと）を定める 

(2)実現に向けての平常時の取組として追加検討する事項 

ア 災害対応業務における災害廃棄物処理業務の優先順位の向上 

各自治体において，災害廃棄物処理対策が避難所運営や支援物資対策と同程度に早期の対応

が必要なことを，防災部門に働き掛けるとともに，自組織の地域防災計画や業務継続計画に反

映していくことが必要である。 

イ 「中国四国ブロック災害廃棄物処理経験職員リスト」の作成と運用 

今後，ブロック内，さらにはブロック外の自治体に対して災害廃棄物処理の広域連携や支援

を行うために，災害廃棄物処理経験のある職員のリストをあらかじめ作成しておく。災害発生

時には，発生時の職員の所属に関係なく，それらの職員を優先して応援派遣するようにしてい

く。対象職員は，本協議会が発足した平成26年９月26日以降に発生した災害で，災害廃棄物処

理を経験した職員とする。 

ウ 「してほしいことリスト」の作成 

平成30年７月豪雨を中心に，近年発生した災害において災害廃棄物処理に携わった自治体職

員を中心に，応援職員が来た場合に支援して欲しい業務を時系列で整理した「してほしいこと

リスト」を作成しておく。 

エ 仮置場開設・運営マニュアルの作成 

仮置場の候補地事前選定については，平成30年７月豪雨では有効性が確認された自治体があ



21 

る。今後は，仮置場設置後のレイアウト，人員配置，官民の分担などの運営方法について，具

体的な事例を掲載した市町村向けマニュアルを作成することを検討する。 

オ 被災自治体ツールキットの作成 

平成30年７月豪雨において，被災自治体それぞれで必要な申請書類のほか，広報資料，災害

査定に必要な書類等の書式を整理し，ツールキットとしてとりまとめ，協議会構成員で共有，

さらにはブロック内自治体への配布の可否を検討する。 

カ 住民用集積所開設・運営住民向けマニュアル作成の検討 

大規模災害発生時に，迅速に管理された住民用集積所を自治体が開設することは困難である。

大規模災害発生時に自治会・町内会等の地域住民との連携で管理集積所を開設し，適切な分別

ができるような住民向けのマニュアルの作成について検討する。 

キ 被災経験を継承する訓練の実施 

中国四国ブロックにおいては，平成27年度～29年度の３年間にわたって，災害廃棄物処理の

訓練を実施してきた。この訓練は災害廃棄物処理の経験のない自治体が多いなかで，広域連携

で対応するための訓練であった。 

今後は，広域連携対応の訓練目的に加え，災害廃棄物処理経験を継承する目的も追加した訓

練を実施していくことを検討する。 

ク ブロック行動計画の協議会構成員以外への周知 

ブロック行動計画に基づく災害廃棄物処理に係る広域連携が適切に機能するためには，協議

会構成員以外の自治体も含めてブロック全体で行動計画を共通認識として持つ必要がある。協

議会構成員以外の自治体に対しても，継続的かつ積極的にブロック行動計画内容の普及啓発に

努める。 

(3)本年度の取組 

協議会構成員に対するアンケート調査の結果，提案事項の中で優先的に取り組むべきものは，

「してほしいことリスト」の作成，仮置場開設・運営マニュアルの作成，被災自治体ツールキッ

トの作成の３つであった。 

このため，本年度は，これらの３つと広域連携の前提となる連携体制のあり方について見直し

を行う。 
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2.広域連携体制 

(1)広域連携体制のあり方 

ア 広域連携体制の検討の流れ 

本年度，広域連携体制の検討は，次のように進めた。 

 
以下は，その流れの検討結果を整理する。 

イ 意見交換会の実施 

(ｱ)意見交換会の結果 
７月17日(水)に四国ブロックの４県，７月18日(木)に中国ブロックの４県（１県欠席）が集ま

り，広域連携体制について意見交換会を実施した。その概要は下記のとおり。 
【中国ブロック】 

 中国四国ブロック内の組織と，その他の支援組織との関係性が明確になっている必要

がある。 
 災害時対応経験職員と未経験職員の支援チームを組成し，災害対応経験を自治体内部

での継承する体制が参考となった。 
 全国的な調整，支援の動き出しには時間（１か月程度）を要する。その１か月の間にう

まく支援が入ることが，後の復旧・復興の速度に影響を与えることになる。 
 「被災地ニーズ・タイムライン」を共有した状態を前提として，発災当初の１か月間の

迅速な災害廃棄物対策に関する応援・受援を，中国ブロック内で行うということについ

て新たな協定を締結してはどうか。 
 トリガーは発災県となり，非常事態を会長県や地方環境事務所に連絡をするのが望ま

しい。 
 被災県では情報共有が難しいなか，迅速な意思決定が難しいため，外部支援スタッフか

らのアドバイスを受けて検討することが重要となる。 
 地方環境事務所が司令塔の役割を果たし，ブロックで災害廃棄物関係の情報が得られ

ることで迅速な支援体制の充実につながっていくと思う。 
 応援職員の派遣については，各自治体の人事部局で集約し，知事の承諾を得る必要があ

る。 
 
 

 

県意見交換会 ブロック毎に県が集まり，広域連携体制のあり方について

意見交換 

幹事会 県意見交換会の結果をふまえて広域連携体制のあり方案を

提示し，その他構成員の意見もふまえて検討 

訓練ワーキング 幹事会の検討を元に，広域連携体制の構築手順を訓練シナ

リオとしてまとめ，そのシナリオをワーキング形式で議論 

図上訓練 訓練ワーキングの意見をふまえた訓練シナリオで，図上訓

練を実施し，問題点の検証 
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【四国ブロック】 

 被災県では発災直後は被災市町村等からの問い合わせに対応しており，職員が少ない

中で現地の情報収集が困難であった。 
 ブロックの応援協定はあるが，応援側は自分たちが現地で何をするのか明確でなく，一

方で受援側は何をしてほしいのか伝えることが難しい状況であった。 
 人員では全国知事会，資機材では全国都市清掃会議を通じた応援に入っており，別ライ

ンで動くのが難しかった。 
 応援県が環境省の支援チームに一緒に入り，現地の情報収集等を行えるのが望ましい。 
 被災自治体の現地の情報取集を目的に，数日間プッシュ型で先発隊として応援に行く

ことは可能。長期の派遣の場合は，協定に基づいた正式な派遣になるのではないかと思

う。 
 一週間以上の派遣の場合は人事部を通じた調整が必要となる。 
 行動計画の発令は中国四国地方環境事務所からが望ましい。 
 応援幹事県はなくてもいいのではないか。 
 環境省リエゾン，中四国環境事務所を通じて，ブロック内の応援県やその他自治体に情

報共有できると良いのではないか。 
 ブロック行動計画において，発災後一か月間に特化した支援体制の検討が必要となる。 

 
 

(ｲ)意見交換会の検討結果をふまえた広域連携体制のあり方 
意見交換会の結果をふまえ，広域連携体制のあり方をまとめた。 

広域連携体制の全体像の基本的考え方のほか，連携スキーム，手順も作成したが，この後の

幹事会，訓練ワーキング，図上訓練において，スキームと手順は修正されるため，ここでは基

本的考え方のみを示す。この考え方は，このあとも大きく変更はなかった。 

1)本年度の検討の前提 
本年度検討する災害は，平成30年７月豪雨災害と類似の災害とする。これを前提に議論し，

広域分散型の豪雨災害の際の広域連携体制のあり方としてまとめる。 

南海トラフ巨大地震や直下型地震など，平成30年７月豪雨災害とは災害の種類も様相も異な

るものについては，次年度以降に，その結果を応用・援用し検討する。 

2)大規模豪雨災害時の広域連携体制の全体像 

① ブロック内連携の時間軸の考え方 
大規模豪雨災害時には，ブロック内に限らず，全国の自治体や団体から職員や車両等が派

遣されてくる。他ブロックの応援自治体等と比較して，ブロック内の応援が最も有効で必要

とされるときは，発災直後である。 

このため，連携体制を次の３つの時間軸に分けて整理する。 
第一段階 発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か，判断できていない状況） 

第二段階 
発災直後から１週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明した

段階） 

第三段階 発災後約１週間～１か月程度以内の連携体制 
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② 主な応援団体の考え方 

被災県市町村への支援は，自治体だけではなく，環境省支援チーム（D.Waste-Net含む），全

国都市清掃会議などからも人材，車両が派遣されてくる。また，行政内の応援ルートとして

は，相互応援協定，全国知事会，市町村会などもある。このため，広域連携体制図には，これ

らの主な団体についても明示しておき，それらの団体による支援スキームを簡潔に示した上

で，ブロック内の連携体制を整理する。 

ウ 幹事会での意見 

中国ブロック及び四国ブロックにおいて，広域連携体制の全体像を示し，意見を聴取した。

この時点で，連携体制に対する大きな変更意見は出されず，平成30年７月豪雨における経験に

関する発言や連携体制の考え方に対する質問がほとんどであった。 

エ 訓練ワーキングでの意見 

広域連携体制の全体像をふまえ，連携の手順を訓練シナリオとしてとりまとめた。訓練シナ

リオとワーキングでの個別の意見は，訓練とりまとめを参照されたい。ここでは，主な意見を

整理する。 

(ｱ)広域連携体制について出された意見の整理 

1)第１段階：発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か，判断できていない状

況） 
広域支援が必要か判断できていない状況での意見は，次のとおりである。 

 
《応援要請の位置づけ》 

〇ブロック協議会として環境事務所の要請のもと先発隊を派遣するスキームをオーソラ

イズできるのであれば，そのスキームのもと動くということを，応援市側で，庁内で説

明しやすい。 
○国からの要請があった上で，担当課長による「出張命令」であれば，先発隊の要請対応

が行いやすい。 
〇環境事務所からの要請の手段は決めておいたほうがよい。先に電話等で連絡し，その後

正式に文書を送るなど。 
○先発隊は「派遣」という言葉を使うと，人事部を通した手続きが求められると解釈され

る。 
○第１段階，２段階ともどこまでが所属長判断でできるか？各自治体内部であらかじめ調

整しておくことが望ましい 
 
《応援県市の選定》 

○応援県市の選定は環境事務所で判断してもらうのが良い 
〇応援市が先発隊を派遣する際，どのルートを通れば被災市へたどり着けるのか，派遣要

請とあわせて環境事務所から応援市に情報提供してほしい。 
○応援市の選定の際には，自治体規模も考慮してもらいたい。同程度の規模であれば業務

内容が近いため，被災市から業務を依頼しやすい。 
 
《プッシュ型の場合の派遣の基準》 

○先発隊はプッシュ型で派遣された方が良いが，派遣する際の基準を検討する必要があ

る。 
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《「してほしいことリスト」が必要》 

○先発隊に何をしてもらえばよいか分からないため，「してほしいことリスト」を事前に準

備しておくべき。 
○被災経験のない自治体では，何から始めて良いか分からない。仮置場の調整（設置，管

理等），発生量推計を任せられるのであれば最もありがたい（これらで躓く可能性が大き

い）。 
○先発隊にしてほしいことは明確にしにくい 
○先発隊が入って情報収集することが重要 
○県の立場からすると先発隊に市町村に入ってもらいリエゾン役をしてもらいたい 
 
《「人材リスト」が必要》 

○「してほしいことリスト」の内容に見合った人材が応援職員とは限らないため，「人材リ

スト（被災・支援の経験内容）」と合わせて，事前に準備しておくべき。 
○先発隊でも，廃棄物処理経験者が望ましく，人材リストの作成・活用が重要。環境事務

所にて要請するため，環境事務所にて人材リストを管理・共有することが望ましい。 
○先発隊は，経験者がベター 
○先発隊であっても処理経験者で，指揮・アドバイスができる人材が望ましい。 
〇現状では人材リストは整理できていない。 
○経験人材リストは必要 
 
《先発隊派遣後の広域連携の必要性の判断》 

○被災自治体と先発隊で協議して，広域連携の必要性を判断することが必要 
○情報収集をして被害が大きいと判明した時点で支援に切り替える，広域連携とする 
 
《協議会構成員以外の市町村との関係》 

〇第１段階で，ブロック協議会の構成員以外の市町村と環境事務所が直接連絡をすること

はなかなか難しい。ブロック協議会の構成員以外の市町村の調整は県の役割。 
 
《受入準備》 

○受入側の準備は平時の受入れに近いもので良い 
〇先発隊の派遣はよいが，被災側と応援側で被災状況に関する認識が合わないことがあ

る。情報が独り歩きしないように，必ず応援側と被災側の関係部局でミーティングの機

会をもってほしい。 
 
《ＩＣＴの活用も視野》 

○先発隊の受入が難しい場合に，遠隔での支援がどの程度可能か事前に検討すべき（Skype
会議の実施など）。 

〇ICT技術が発達しているので，先発隊の役割はテレビ会議の導入などで代替できるので

はないか。 
 
《既存相互応援協定との関係の整理》 

〇既存のブロック内の協定とこの行動計画の位置づけ・役割を明確にしたほうがよい 
 

 

2)第２段階：発災直後から１週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明し

た段階） 
第１段階の結果，広域支援が必要と判明した段階の連携体制に関する意見は下記のとおりで

ある。 
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《第２段階への切り替え》 

〇第２段階になったということをだれが判断するのか。議論が必要である。 
 
《応援期間》 

○市→県→国への要請の段階から派遣期間を明記した方がよい（市の人員の選定・配置に

も影響するため）。 
○長期にわたる派遣は所属課長判断ではなく人事課判断となるため，応援職員の派遣は環

境部局以外の職員の派遣の検討も必要。 
○人事部門との調整が不要なのは１週間まで。 
 
《応援県市の選定》 

○第一段階と同じ自治体に継続してもらう方が良い 
〇応援側自治体の廃棄物担当の職員は，各自治体数名のところが多く，同一自治体の継続

が難しいことも想定される。複数の自治体で調整することが必要。 
〇経験者は１自治体だけでは限られている。経験者のリストをつくり，派遣先を調整する

ことこそが国の役割。 
○応援側はどれぐらいの人数が必要なのか？一人でも良いのか？  
○複数の自治体からの応援でも良い。 
 
《望ましい応援職員》 

○廃棄物を推計できる人が重要。 
〇第２段階では，できればベテラン・経験者といった判断ができる職員による応援がある

とよい。 
○次にどのような対応が必要かなど，全体的なコーディネートができる職員を派遣しても

らいたい。 
○できるだけ災害廃棄物処理経験者が望ましい。（特に町村レベルでは） 
○経験上，早々に仮置場が混廃となるため，仮置場の管理ができる職員を派遣してほしい。 
○当初は被害情報収集が中心だが，土地勘がないと困る。１回目は職員も帯同し，２回目

からは応援職員のみで。被害状況，仮置場の状況をみる。 
 
《「人材リスト」が必要》 

○職員にも被災経験，支援経験など経験値に差異があるため，あらかじめ人材リストの準

備が必要。 
○経験職員でも何を経験したかの整理。支援可能メニューがある方が良い。 
〇マニュアルや計画書はつくっていたが，全く役に立たなかった。経験者が応援にきてく

れて，指示をしてくれたのがありがたかった。 
〇経験者について，「発生量推計の経験者」なのか「仮置場管理の経験者」なのか「査定の

経験者」なのか，被災側も応援側も明確にすることが必要。 
○経験人材バンクが必要 
 
《「してほしいことリスト」が必要》 

○応援に行く際には，事前に「やること（やってほしいこと）」が決められていた方が準備

できて良い。 
 
《追加職員を要請する場合》 

○追加職員も環境事務所経由，事務所の調整が望ましい 
○追加応援職員の要請は，必要な人材がより明確になる。応援県だけでは限界があり，全

国知事会等，全国からの要請に切り替える手続きも必要。全国知事会への要請は，環境

事務所から実施するのか要協議。 
○追加応援職員の時が，応援自治体を変えるタイミングか←応援側も担当が少ないことへ

の対応策 
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《受援体制》 

○先発隊の宿舎の確保は，被災側と応援側のどちらが実施すべきか。 
○応援側の規模によっては受入れスペース，宿泊場所の確保を受入側が準備する必要←応

援側の準備で良いのではないか。 
〇長期化する場合，応援側の自立対策（バックアップ，宿の手配）なども必要ではないか。 
 
《引継ぎは被災自治体の負担をかけない》 

○引継ぎを被災自治体に負担をかけないことは重要 
○応援側で引継ぎをしてもらうことが重要 
○応援側の１人目が経験職員で２人目が未経験職員の場合，引継ぎ後はどうするかが課題 
○可能であれば，予め，応援職員の追加可能人数を伝えておく。 
 
《協定が必要》 

○災害廃棄物処理応援の協定があった方が良い 
 

 

3)第３段階：発災後約１週間～１か月程度以内の連携体制 
本格的な支援が必要な第３段階の体制に関する意見は次のとおりである。 
《長期間の応援職員が必要／人事部門との調整が必要》 

○継続的に長期で応援していただける職員の派遣をお願いしたい（人事課を通じた対応）。 
〇誰に，何をやってもらうのかという役割を明確にし，発災から１ヶ月までの支援を全力

でお願いしたい。 
○追加応援職員は特定のスキルが必要となってくる。人事部門との調整が必須 
 
《必要な応援職員》 

○この時期になると，費用関係の対応も出てくるため，土木分野等の知識も有する応援職

員の派遣が望ましい。 
○所属元自治体とのパイプ役や災害報告書のチェックなどをお願いしたい 
○災害廃棄物の処理に長けた人材だけでなく，補助金の知識など，国との調整に長けた人

材の派遣が望ましい。 
 
《連携体制／自治体同士の直連携》 

○中長期の職員派遣は，応援県－被災県，応援市－被災市間が直接実施・継続することで

事務手続きが簡素化される。 
 
《ブロック行動計画終了》 

○この時点では，ブロック行動計画の役割は終わっている。 
〇この段階になると，知事会による応援など，他のスキームによる応援も始まっているの

で，ブロック協議会としては情報共有の役割に特化してもよい。 
 

 

オ 図上訓練での意見 

訓練ワーキングをふまえて修正した訓練シナリオをもとに，図上訓練を行い，広域連携体制

の手順を確認した。その結果は，訓練のとりまとめを参照されたい。 
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カ 大規模な水害，土砂災害発生時におけるブロック内の連携体制（本年度の結論） 

これまでの検討経過により，大規模な水害，土砂災害発生時におけるブロック内の連携体制

は次のとおりとなった。 

(ｱ)基本コンセプト 
平成30年７月豪雨における応援・受援に関する調査から，全国知事会や全国都市清掃会議等

の様々なスキームを通じた職員・資機材の応援が行われていたことが明らかとなった。また，

被災自治体においては災害廃棄物対策を担当する職員が限られている，災害対応経験職員がい

ない等の事由から，発災後すぐに被害状況および災害廃棄物発生状況についての情報収集が困

難となり，応援要請を判断することが難しいことが明らかとなった。一方で，応援自治体にお

いては，ブロック行動計画の発令のタイミングが分かりにくいこと，具体的な支援内容の明確

化が難しいことが明らかとなった。これらの応援・受援の課題を踏まえて，中国四国地方環境

事務所をブロックの司令塔とし，発災後～全国の応援が来るまでの期間に，現地の被災状況を

いち早く情報収集することで，応援自治体・環境省支援チームがニーズに沿った支援を迅速に

行うための，広域連携体制を提案する。 

広域連携体制の３つの段階は次のとおり設定する。 

第１段階 発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か，判断できていない状況） 

第２段階 
発災直後から１週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明した段
階） 

第３段階 発災後約１週間～１か月程度以内の連携体制 
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(ｲ)第１段階：発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か，判断できていない状況） 

 
① 被災自治体からの被害状況報告（応援要請） 

 県環境部局は，県内において大規模な水害発生，担当人員の不足，情報収集の困難

等の状況が分かった段階で，中国四国地方環境事務所へ被害状況の報告と先発隊

の応援要請を行う。市町村環境部局も同様に，県に応援を要請する。 

 中国四国地方環境事務所は，被災自治体の被害状況等について，環境省本省に報告

する。 

【応援要請する基準（案）】 

○１つ以上の市町村で大きな被害があったと情報のあった場合 

○台風規模や降雨量，風速等の入手できた気象関係情報等から大きな被害が想定さ

れるが，情報が十分に入らない地域がある場合（被害が大きいため情報が入らな

い可能性） 

○応援要請をして良いかどうか迷う被害状況を入手した場合（迷う場合は要請する） 

※結果的に応援が不要となることを恐れずに初期段階で応援要請するこ

とが重要 

 

② 中国四国地方環境事務所から先発隊の派遣 

 中国四国地方環境事務所は，被災自治体からの応援要請があった場合，直ちに先発

隊を派遣する。ただし，要請がなくとも，その他の災害情報等から必要と判断した

場合は，プッシュ型で先発隊を派遣する。 

 

③ 被害状況の情報共有 

 中国四国地方環境事務所は，被災自治体からの報告等をふまえ，ブロック内の県に

対してブロック全体の被害状況の情報共有を行う。 

 県は，必要と判断した場合は，これらの情報を県内市町村に対しても情報共有を行

う。ただし，大きな被害があった場合は，必ず県内全市町村に共有する。 

被災市町村

環境省本省

中国四国地方
環境事務所

②先発隊の派遣

③情報共有
④自治体先発隊の派遣依頼

①被害状況
報告

災害対策
チーム

災害対策本部

環境部局

ブロックの
司令塔として
応援・受援
調整

情報収集 報告

①被害状況報告
（応援要請）

①被害状況報告
（応援要請）

ブロック
構成員

応援県A

応援市B

環境部局職員

環境部局職員

被災県

災害対策本部

環境部局

情報収集 報告

水害発生
(詳細不明)

⑤自治体先発
隊の派遣

先発隊

助言

⑤自治体先発
隊の派遣

⑥広域連携の必要性に
ついて協議・判断

③情報共有
④自治体先発隊の
派遣依頼
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④ 自治体先発隊の派遣要請 
 中国四国地方環境事務所は，ブロック内の被害の小さな自治体に対して，被災自治

体への自治体先発隊の派遣を依頼する。依頼先の自治体としては，過去の災害発生

時において災害廃棄物処理経験のある自治体を中国四国地方環境事務所が選定す

る。 

 自治体先発隊の派遣期間は，長くて１週間の短期を想定する。 

※この依頼は，ブロック内の相互応援協定の運用発動の有無に関係なく，災害廃棄物

処理の応援体制として実施する。災害廃棄物処理に特化した協定をあらかじめ締結

しておくことが望ましいが，締結されるまではブロック行動計画に明記する。 

 この段階から派遣期間が長期に亘ることが想定される場合は，包括的な災害時相

互応援協定に基づく要請を念頭に置き，協定で定める支援のカウンターパートを

優先して応援自治体を選定するとともに，応援自治体は人事部門との調整を行う

ことが必要となる。 

 

⑤ 自治体先発隊の派遣 

 依頼を受けた自治体は，職員数名（災害廃棄物処理の経験がある職員が望ましい）

を被災自治体に派遣（出張扱い）する。 

 応援職員は，中国四国地方環境事務所の先発隊ととともに，下記の支援業務（出張

の任務）を実施する。必要に応じて，被災現場に赴き現場の情報を収集し，被災自

治体のそれらの情報を報告する。 

【先発隊の主な支援業務】 

被災状況の把握，県の対応状況，被災市町村の体制，発災後の廃棄物処理及びし

尿処理に関する情報収集，災害廃棄物の発生状況 

 被災市町村への応援職員は，被災市町村の被害状況の把握，災害廃棄物発生状況の

把握を支援する。 

 

⑥ 広域連携の必要性について協議・判断 

 一定の状況が把握できた後，被災自治体と先発隊職員で協議を行い，ブロック内で

の広域連携の必要性を協議・判断する。 

 判断は可能な限り迅速に行い，迷うレベルの被災の場合は，短期間の広域連携が必

要と判断する。 

※この段階では，被害状況の把握の結果，多量の災害廃棄物が発生しない可能性も見込

まれる段階である（結果的に応援職員の派遣は不要と判明する可能性がある段階）。 
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(ｳ)第２段階：発災直後から1週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明した

段階） 

 

 

① 支援チーム派遣 

 環境省本省からは，D.Waste-netを含む支援チームを被災県に派遣し，被災県を中

心に支援する。あわせて，被災市町村への巡回，助言等を行う。 

 中国四国地方環境事務所からの派遣職員は，支援チームと役割分担をした上で被

災県等を支援する。 

 また，環境省は被災県の災害対策本部に，リエゾン職員を派遣する。 

 なお，支援チームのリーダー交代時等に，被災自治体に負担をかけないよう引継ぎ

は支援チーム内で行う（例えば，現地案内を被災自治体に要請するなどは厳禁であ

り，引継ぎ業務として支援チーム内で行う）。 

 

② ブロック内応援自治体からの職員の派遣 

 継続して被災自治体に職員を派遣（出張）する。派遣職員の内１名は，災害廃棄物

部署に赴き，災害廃棄物処理の方針や実施すべき事項などの助言を行うことが望

ましい。その他の派遣職員は，被災自治体の要請のもと必要な支援活動を行う。（被

災自治体は「支援してほしいことリスト」をもとに要請を行う。） 

 交代の際の引継ぎは，被災自治体に負担をかけないよう，応援自治体のみで行う。 

 

 

 

被災市町村

環境省本省

中国四国地方
環境事務所 災害対策本部

環境部局

ブロックの司令塔と
して応援・受援調整

ブロック内自治体や
本省との情報共有

D.Waste-Net

ブロック
構成員

応援県A

応援市B

災害対応
経験職員

災害対応
経験職員

③必要支援
内容報告

②⑧
職員の派遣

①支援チーム
派遣

状況報告応援・
助言

情報収集 報告

災害対策
チーム

被災県

災害対策本部

環境部局

支援チーム

情報収集 報告

リエゾン職員

④継続応援依頼
⑤情報共有
⑦追加応援依頼

②⑧
職員の派遣

大規模風
水害発生

引継ぎは支援チーム内で完結
（被災自治体は立ち会わない）

引継ぎは各自治体内で完結
（被災自治体は立ち会わない）

⑥追加派遣要請
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③ 環境省リエゾン職員から必要支援内容の報告 

 環境省リエゾン職員は，被災県災害対策本部での情報をもとに，今後必要となる支

援内容を中国四国地方環境事務所に報告する。 

 

④ 継続応援依頼 

 中国四国地方環境事務所は，環境省リエゾン職員からの報告をふまえ，広域連携の

継続応援を応援自治体に依頼する。 

 

⑤ 被害状況の情報共有 

 中国四国地方環境事務所は，環境省リエゾン職員からの報告等をふまえ，県に対し

て被災自治体の被害状況の情報共有を行う。 

 被害状況や応援の状況，応援ニーズは，逐次更新されていくため，定期的に情報共

有を実施する。 

 県は，必要と判断した場合は，これらの情報を県内市町村に対しても共有する。 

 

⑥ ブロック内応援自治体職員の派遣（出張） 

 中国四国地方環境事務所から要請を受けた自治体は，被災自治体に継続して職員

を派遣（出張）し，被災自治体を支援する。 

 

⑦ 追加派遣要請 

 リエゾン職員又は支援チームは，被災自治体の状況により，職員の増員派遣を要請

する。 

 中国四国地方環境事務所は，増員依頼をする複数の応援自治体を複数選定し，応援

を要請する。 

 

⑧ 追加派遣 

 中国四国地方環境事務所から追加の職員派遣を依頼された自治体は，被災自治体

に職員を派遣し，被災自治体を支援する。 
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(ｴ)第３段階：発災後約１週間～１か月程度以内の連携体制 

 

この時点では，全国都市清掃会議からの車両の派遣や，全国知事会，市長会，自治体間相互

応援協定等に基づく応援職員が派遣されている状況であり，その他災害対策とあわせた応援職

員派遣となる。なお，平成30年７月豪雨災害時との相違点は，ブロック内に被災経験自治体が

多数あるということである。体制図では，ブロック外からの被災経験者は来ないものとして整

理する。（ブロック外からの派遣があった場合も，これを応用する。） 

 

【基本的考え】 

 この段階では，危機管理部局主体の応援・受援体制が構築されており，災害廃棄物

部局だけで動くことは混乱を招きかねない。このため，危機管理部局による応援

（知事会や市長会等を通じた応援）体制に従った体制をとることとする。 

 第２段階からの引継ぎを円滑に行うとともに，以後は，中国四国地方環境事務所は

継続して災害廃棄物の状況をブロック内の県に情報共有を行い，県は県内市町村

に対して情報共有を行うこととする。 

① 環境省支援チーム派遣 

 環境省支援チームは被災県等に入り，被災県及び被災市町村を支援する。D.Waste-

netは技術的な助言を中心に行う。主な支援業務は，次の通りである。 

【支援チームの主な支援業務】 

公衆衛生の確保，災害廃棄物発生量推計，仮置場対策，住民やボランティアへの

周知，支援要請と支援のマッチング 
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 中国四国地方環境事務所からの派遣職員も支援チームと一体となって支援活動を

行うが，災害査定までの長期的な支援も視野に入れた実務的な支援を中心に行う。 

 

② 現地情報共有 

 被災県災害対策本部の環境省リエゾン職員は，被災県内の状況を中国四国地方環

境事務所及び本省に報告する。 

 

③ 被害状況のブロック内情報共有 

 中国四国地方環境事務所は，環境省リエゾン職員からの報告等をふまえ，ブロック

内の県に対して被災自治体の被害状況の情報共有を行う。 

 被害状況に関する情報は，逐次更新されていくため，定期的に情報共有を実施す

る。 

 県は，必要と判断した場合は，これらの情報を県内市町村に対しても共有する。 

 

④ ブロック内応援自治体からの職員派遣 

 継続して被災自治体に職員を派遣する。この場合，長期間の派遣（災害救助法に基

づく派遣又は地方自治法に基づく派遣）になると考えられるため，人事部門との調

整が必要となる。 

 派遣職員の内１名は，災害廃棄物部署に赴き，災害廃棄物処理の方針や実施すべき

事項などの助言を行う。その他の派遣職員は，被災自治体の要請のもと必要な支援

活動を行う。（被災自治体は「支援してほしいことリスト」をもとに要請を行う。） 

 なお，自治体からの派遣職員は，この時点では，知事会，市長会，協定に基づく支

援スキームによる派遣となることが想定されるため，人事部局や危機管理部局と

調整の上，職員を派遣する。 
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3.応援職員にしてほしいことリスト 

(1)「応援職員にしてほしいことリスト」作成の背景と作成の前提 

昨年度の報告書で，平成30年７月豪雨災害の被災自治体や応援自治体へのヒアリング調査，ア

ンケート調査によって判明した問題点等をふまえ，応援・受援のあり方やブロック行動計画の見

直し点を整理した。 

その中で，大規模災害発生時には，過去に被災経験のない自治体では，応援職員に対して何を

支援してもらえば良いのかが分からない状態であることが検証され，ブロック行動計画の見直し

点の一つとして，「応援職員にしてほしいことリスト」の作成が上げられた。 

これを踏まえ，本調査では，平成30年７月豪雨災害の経験を踏まえて「応援職員にしてほしい

ことリスト」の内容について検討を行った。 

 
■「応援職員にしてほしいことリスト」とは 

 大規模災害が発生し，被災自治体に応援職員が来た場合に，被災自治体職員が支援

して欲しい業務について，時系列で整理したリスト 
 被災自治体職員がリストを確認することで，災害廃棄物への対応経験がない場合

であっても，応援自治体職員にどのような業務を支援してもらえるか検討するた

めの判断材料となる。 
 

■リストの構成 
 県と市町村では，大規模災害発生時に実施すべき業務内容が異なる。そのため，リ

ストは，県と市町村について分けて作成する。 
 １）被災県職員が応援職員にしてほしいことリスト 
 ２）被災市町村職員が応援職員にしてほしいこと 

 災害発生後の経過時間によって，支援して欲しい業務が変化する。そのため，広域

連携体制の３つの段階を念頭に置き，下記の５つの時期について，支援してほしい

業務を整理する。 
１）発災直後   ２）１週間以内   ３）１～４週間 
４）１～３ヶ月  ５）３ヶ月以降 
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(2)作成の方法 

ア 作成の流れ 

本年度の調査において実施した，①訓練ワーキング，②幹事会，③訓練の３つの場において，

「応援職員にしてほしいことリスト」について検討を行い，その結果を基にリストを作成した。 

図表18 「応援職員にしてほしいことリスト」検討の流れ 

 

イ 訓練ワーキングにおける検討 

中国ブロック及び四国ブロックにおいて開催した訓練ワーキングにおいて，平成30年７月豪

雨の経験をふまえて，大規模な水害が発生した時に被災自治体職員が，「応援職員にしてほしい

こと」について検討するワークを行った。ワークでは，県職員の班と市職員の班に分かれ，県・

市それぞれについて，被災自治体の職員が「応援職員にしてほしいこと」を検討した。 

また，広域連携体制の３つの段階を念頭に置き，発災後の経過時間を下記の５つの段階に分

け，それぞれの段階における「応援職員にしてほしいこと」を検討した。 
１）発災直後   ２）１週間以内   ３）１～４週間 
４）１～３ヶ月  ５）３ヶ月以降 

訓練ワーキングの検討結果については，第6.2(3)イ「してほしいことリスト」の検討ワークの

結果（147頁）を参照。 

ウ 幹事会 

中国ブロック及び四国ブロックでの検討結果から，県・市それぞれの「応援職員にしてほし

いことリスト」の案を作成した。このリスト案について，中国ブロック及び四国ブロックの幹

事会で検討を行った。幹事会において出された「応援職員にしてほしいことリスト」に関する

主な意見及びそれに対する対応方針は，下記のとおり。 

図表19 幹事会での「応援職員にしてほしいことリスト」（案）に関する意見 
意見 対応方針 

 特に経験のない自治体であれ
ば，「してほしいことリスト」
があったとしても，そこから
何を受援すべきか分からな
い。先発隊として派遣される
応援職員のやるべきことは，
受援業務の整理の支援ではな
いか。 

 してほしいことリストの中に，「対応方針全般に係る助言
（してほしいことリストの整理を含む）」を追加する。 

 

  

訓練ワーキング

大規模な災害が発生し
た時に，被災自治体職
員が応援職員に「して
ほしいこと」について
検討

幹事会

作成したリスト案につ
いて検討

訓 練

「してほしいことリス
ト」の案を訓練で使用
リスト案の点検，課題
等の検討

してほしいこと
リスト

ワークの結果
を整理

中国ブロック・
四国ブロックの
リストを統合
訓練様式として
リスト案を作成

振り返りの意見を
踏まえて，

「してほしいこと
リスト」を作成
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エ 訓練における検討 

第７回幹事会において検討したリスト案を基に，中国ブロックと四国ブロックのリストを統

合整理し，訓練の様式として，「応援職員にしてほしいことリスト」（案）を整理した。 

このリストを中国ブロック及び四国ブロックの訓練で，被災自治体が応援自治体に支援内容

を指示する際に使用した。訓練当日に，訓練で見つかった課題等についての振り返りを行う中

で，リスト案の点検，課題等の検討を行った。 

訓練後に各班で振り返り作業を行い集約した，特に重要な問題点のうち，「してほしいことリ

スト」に関連して得られた意見は下表左列のとおりであった。また，得られた意見に対し，右

列に得られた意見に対する対応方針を示す。 

 
図表20 各班の振り返り作業で出された特に重要な問題点 

特に重要な問題点 対応方針 
 してほしいことリストが活用
出来なかった。 

 してほしいことリストの活用
が十分出来ない。 

 今回作成するリストを活用した図上訓練などを行い，活用
方法の習熟，リストの改善等を行う。 

 してほしいことリストと県へ
の支援要請との関係性が分か
りにくい。 

 「してほしいことリスト」は，被災自治体職員が他自治体
からの応援職員に対し，作業依頼を行う際に使用するリス
トと位置付ける。 

 「してほしいことリスト」の位置付けが明確に伝わるよう，
リストの名称を「応援職員にしてほしいことリスト」へ変
更する。 

 してほしいことリストの項目
が多く，市がして欲しいこと，
県がして欲しいことの区別が
分からなかった。 

 リストの項目を精査し，類似の内容を集約する。また，訓練
で使用したリスト案は，具体の依頼内容をチェック項目と
していたが，複数の依頼内容を集約した見出しレベルを
チェック項目とし，リストの項目数を削減する。 

 市内地区ごとの被害状況の把
握内容があいまいで分かりに
くい（してほしいリスト）。 

 次年度以降の検討課題として，「してほしいことリスト」を
基に支援項目を示された応援職員が，具体的にどのような
ことを実施すべきか等を示した「受援シート」を作成する。 

 

上記の各班からの特に重要な問題点として発表された内容のほか，訓練中の振り返りの中で，

訓練参加者が抽出した「応援職員にしてほしいことリスト」（案）に係る主な問題点は，下表左

列のとおりであった。また，右列に得られた意見に対する対応方針を示す。 

図表 21 振り返り作業（個人ワーク）で出された問題点 
個人ワークで挙げられた問題点

（主な内容の要約） 
対応方針 

 土地勘が無い応援市職員に，現
地確認してもらうことは難し
いのではないか。依頼できるか
検討が必要。 

 大規模災害の発生直後には，被災自治体職員が現地確認
に行けない状況も想定され，応援職員による支援が有効
な場合も想定できるため，リストへの記載は残す。 

 今後の検討課題として，現地確認にあたり必要な準備物
や作業上の留意点等を「受援シート」に整理する。 

 発災時に支援して欲しいこと
を明確化することが難しい。 

 してほしいことリストの中に，「対応方針全般に係る助言
（してほしいことリストの整理を含む）」を追加する。 

 応援市に頼むためには，予め受
援マニュアルなどが必要。 

 応援職員に支援してもらうこ
とを，あらかじめ決めておくこ
とが重要。 

 次年度以降の検討課題として，「してほしいことリスト」
を基に支援項目を示された応援職員が，具体的にどのよ
うなことを実施すべきか等を示した「受援シート」を作成
する。 
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(3)「応援職員にしてほしいことリスト」の検討結果 

訓練ワーキングの結果を基に，上記の幹事会・訓練での意見を踏まえ，被災県と被災市町村

それぞれに関する「応援職員にしてほしいことリスト」を取りまとめた。 

ア 被災県職員が応援職員にしてほしいことリスト 
広域連携体制の段階 第１ 第２ 第３   

応援職員にしてほしいこと 

発
災
直
後 

発
災
直
後
～ 

１
週
間
程
度 

発
災
後
約
１
週
間
～ 

１
か
月
程
度
以
内 

１
か
月
程
度
以
降
～ 

３
か
月
程
度
以
内 

３
か
月
程
度
以
降 

□ 対応方針に関する助言 ○ ○ ○ ○  

 人的体制に関する助言 ○     

 対応方針全般に係る助言（発災直後は「応援職員にしてほしいことリスト」
を基にした受援項目の整理を含む） 

○ ○ ○ ○  

 廃棄物にかかる技術的な助言 ○ ○ ○ ○  

 事務委託等の判断に係る助言   ○   

□ 被害状況の調査 ○ ○ ○   

 被災地での災害廃棄物に関する状況把握 ○ ○ ○   

 被災地の写真撮影 ○ ○ ○   

 庁舎内での被災状況の情報収集，とりまとめ ○ ○ ○   

□ 市町村との連携・情報共有 ○ ○    

 被災市町村の体制の確認 ○     

 被災市町村でのリエゾン活動，情報収集 ○ ○    

 市町村からの問合せ対応 ○ ○ ○   

□ 必要な物資・人員等の不足状況の確認・整理 ○ ○ ○   

□ 応援・受援に係る調整  ○    

 市町村からの支援要請の調整  ○    

 応援職員等の宿泊場所の確保  ○    

□ 市町村の設置する仮置場に関する状況把握，市町村への助言  ○ ○ ○ ○ 

 仮置場の設置状況・管理状況の確認（毎日）  ○ ○   

 仮置場の管理運営に係る助言・指導（現地訪問，電話対応）  ○ ○   

 二次仮置場の選定・設置に係る支援・助言   ○ ○ ○ 

 二次仮置場の設計に係る積算    ○ ○ 

□ 災害廃棄物の発生量推計  ○ ○   

□ 災害廃棄物処理実行計画の作成支援  ○ ○ ○  

□ 災害廃棄物の処理に関する事務（処理先の整理，処理費用の積算等）  ○ ○   

 災害廃棄物の処理先と処理可能な廃棄物のリスト作成  ○    

 （他県も含めた）廃棄物の処理先等の調整  ○    

 災害廃棄物の処理費用積算のための単価表等の作成  ○    

 発注・積算事務への助言   ○   

 廃棄物処理に関する民間事業者との調整   ○   

□ 広報・県民対応  ○ ○   

 広報用資料等の作成  ○ ○   

 県民からの問合せ対応  ○ ○   

□ 災害査定に向けた市町村からの問合せ対応等の支援   ○ ○ ○ 

 災害査定，査定資料作成に係る市町村への助言・問合せ対応   ○ ○ ○ 

 補助金・災害査定に関する情報収集，市町村への情報提供   ○ ○ ○ 

 災害報告書の作成    ○ ○ 

 災害査定の日程調整・行程作成等の準備    ○ ○ 

□ 公費解体に関する市町への助言    ○ ○ 

□ （事務委託を受けた場合）二次仮置場の管理監督     ○ 

※時間は目安であり，災害の種類，被害の規模に応じて臨機応変に対応する。 
※時間とともに具体の業務内容は変わる。  
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イ 被災市町村職員が応援職員にしてほしいこと 
広域連携体制の段階 第１ 第２ 第３   

応援職員にしてほしいこと 

発
災
直
後 

発
災
直
後
～ 

１
週
間
程
度 

発
災
後
約
１
週
間
～ 

１
か
月
程
度
以
内 

１
か
月
程
度
以
降
～ 

３
か
月
程
度
以
内 

３
か
月
程
度
以
降 

□ 災害廃棄物対応全般に関する助言 ○ ○ ○ ○ ○ 

 必要な対策・対応に係る助言（発災直後は，「応援職員にしてほしいこと
リスト」を基にした受援項目の整理を含む） 

○ ○ ○ ○ ○ 

 支援要請が必要な内容の整理に係る助言 ○ ○    

□ 市町村内の被害状況，民間事業者の被災状況の調査 ○ ○ ○ ○ ○ 

 民間事業者の被災状況の収集・整理 ○ ○    

 市町村内の地区ごとの被災状況の情報収集 ○ ○ ○ ○ ○ 

□ 国・県・他市町村との連携・情報共有 ○ ○    

 周辺自治体の被災状況の把握 ○     

 国・県・支援団体（他市町村）との情報共有，被害状況の共有（緊急性，
今後の見込み等について） 

○ ○    

 国・県との連絡調整窓口 ○ ○    

□ 受援に係る調整・状況把握，車両の確保・受入れ ○ ○ ○   

 近隣自治体にある宿泊施設の確保（支援隊受入） ○     

 受援状況の把握  ○ ○   

 パッカー車等の応援車輌の手配，車両基地確保  ○ ○   

□ 市町村民・被災者への対応 ○ ○ ○ ○ ○ 

 問合せ（電話）対応，市町村民からの問合せのクッション役 ○ ○ ○ ○ ○ 

 問合せ内容の仕分け・整理，住民の要望の把握 ○ ○ ○ ○ ○ 

□ 広報用資料の作成，市町村民への広報支援 ○ ○ ○ ○ ○ 

□ 把握した被害状況・災害廃棄物発生状況等の分析（集計・データ化）  ○ ○ ○ ○ 

□ 廃棄物の排出・保管状況の把握  ○    

 有害災害廃棄物の保管状況把握  ○    

 勝手仮置場の状況・災害廃棄物発生状況の確認  ○    

 ごみ処理場までのルート確認，確保  ○    

□ 仮置場の設置手順の助言・管理運用方針に関する検討・助言  ○ ○   

□ 仮置場での管理運営  ○ ○ ○ ○ 

 仮置場の交通整理，車両誘導，積み下ろし補助  ○ ○ ○ ○ 

 仮置場での市民対応・分別指導，便乗ゴミの監視・現場対応  ○ ○ ○ ○ 

□ 収集車輌の割り振り  ○ ○   

□ 避難所ごみの発生状況の把握・整理  ○ ○   

□ 仮設トイレの設置に関する助言・現場支援  ○    

 仮設トイレの設置手順の助言  ○    

 現場での仮設トイレ設置の準備  ○    

□ 災害廃棄物の発生量推計  ○ ○   

 災害廃棄物の発生量の推計方法の検討  ○ ○   

 災害廃棄物の発生量推計  ○ ○   

□ 被災自動車の処理   ○   

□ 二次仮置場開設に係る助言   ○   

□ 二次仮置場整備に係る土木系の積算事務   ○ ○  

□ 災害廃棄物処理実行計画の策定支援   ○ ○  

□ 災害査定・補助金申請に関する事務支援・助言   ○ ○ ○ 

□ 公費解体の運用方針・制度の検討・構築，助言   ○ ○ ○ 

□ 公費解体に係る費用償還の事務支援    ○ ○ 

 解体費用の計算    ○ ○ 

 解体費用償還の事務支援    ○ ○ 

 公費解体の受付事務・市町村民への説明    ○ ○ 

※時間は目安であり，災害の種類，被害の規模に応じて臨機応変に対応する。 
※時間とともに具体の業務内容は変わる。 
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(4)今後の検討課題 

訓練での振り返りで挙げられた課題等を踏まえた，今後の検討課題を整理する。 

ア 「応援職員にしてほしいことリスト」に関するより詳細な検討 

本年度は，応援職員にしてほしいことを依頼項目として整理した。これを図上訓練で使用し

た際には，「応援職員にしてほしいことリスト」の項目だけでは，業務の具体的な内容が分から

ず，被災経験のない職員にとっては作業の依頼，応援の実施が難しいという指摘があった。 

このため，一覧表としての「応援職員にしてほしいことリスト」とは別に，実際の業務イメー

ジを具体的に示したものも作成する。具体的には，災害廃棄物処理に関する受援計画を作成し，

リストに整理されている業務ごとに応援職員に実施してもらう具体的な内容を示した「受援

シート」を作成することが考えられる。 

（受援シートのイメージを次ページに示す） 

イ 応援側の応援体制の検討 

「応援職員にしてほしいことリスト」の運用にあたっては，応援自治体がその業務をできる

ような人材や体制，資機材等を持参しておくことが望ましい。応援の第１段階（発災直後で被

害の規模が必ずしも分かっていない段階）にプッシュで応援に行く場合の応援側の体制や必要

な資機材等，または職員派遣前に被災自治体から「してほしいこと」の連絡が来た場合の体制，

必要な資機材等を明らかにしておくと，発災時には有効であると考えられる。 

このため，先発隊やその後の応援職員が効果的な応援ができるよう，「応援職員にしてほしい

ことリスト」に対応した応援側の体制と必要な資機材，望ましい人材を整理することを検討す

ることが考えられる。 
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図表 22 受援シートのイメージ 

 
 

翌日作業設計

1日の報告、情報共有

とりまとめ

会議・打合せ

主な活動

受援側 応援側

準備

用意する資機材

主な活動場所

受援終了連絡方法

引継報告方法

【活動体制（1日の流れ）】

受援側 応援側

業
務
遂
行
体
制

人員体制
（市職員、
受援職員の
人数も明
記）

勤務時間
（勤務シフト）

集結場所 駐車場所

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 受援担当者

応援を要請する人材 求める職種・資格 応援要請する具体的な業務内容

行政職員

【受援に関する基本情報】

「してほしいことリスト」の業務名
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4.ツールキット 

(1)「ツールキット」の位置付けと検討の前提 

ア 検討の背景と目的 

昨年度の報告書で，平成30年７月豪雨災害の被災自治体や応援自治体へのヒアリング調査，

アンケート調査によって判明した問題点等をふまえ，応援・受援のあり方やブロック行動計画

の見直し点を整理した。 

その中で，災害廃棄物処理にあたっては，多様な書類や申請書の作成が必要であり，平成30

年７月豪雨被災自治体においても，過去に被災経験のある自治体職員にこれらの書類の提供依

頼などを行っていた実態が明らかとなった。提供された申請書類のほか，広報資料，災害査定

に必要な書類等の書式が被災自治体にとって役に立っていた，あるいは参考になったことが指

摘されていることから，ブロック行動計画の見直し点の一つとして，大規模災害発生時に必要

な書類等の書式を整理した，「ツールキット」の作成が上げられた。 

これを踏まえ，本調査では，「ツールキット」の作成を行った。 

イ 「ツールキット」の用途 

大規模災害発生時における被災自治体の「ツールキット」の主な用途して，下記を想定する。 

１）情報集約 

２）市民への広報 

３）各種申請 

４）公費解体 

５）災害査定の資料作成 

６）応援人員への指示  等 

(2)「ツールキット」の作成方法 

ア 平成30年７月豪雨被災自治体からの情報提供 

中国ブロック協議会及び四国ブロック協議会構成員のうち，県および平成30年７月豪雨にて

被災があった市に対して，大規模災害発生時において活用した様式・資料を提供してもらった。 

資料提供期間：令和元年10月２日～10月18日（締め切り） 

資料提供団体：鳥取県，島根県, 岡山県, 倉敷市, 広島市, 福山市, 山口県， 

香川県, 愛媛県，松山市, 宇和島市, 高知県，中国四国地方環境事務所 

 

提供依頼にあたっては，図表23の調査票を配布し，平成30年７月豪雨災害の経験をふまえて，

災害廃棄物対策を実施するにあたり他自治体などから提供してもらって役立った書類様式，参

照資料（実行計画，契約書例，推計参考資料，市町村への通知文書等），応援人員に指示するう

えで役立った書類様式（または地図などの資料），自組織で作成して役に立った書類様式につい

て提供をしてもらった。 

 



43 

図表23 調査票「大規模災害発生時における被災自治体用の様式提供について」 
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イ ツールキット資料，一覧表のとりまとめ 

提供のあった資料，様式等は，計285件であった。それらをもとに，広く自治体にとって参考

となるような様式・資料等をとりまとめ，災害廃棄物処理業務を遂行する際に役立てる「①災

害廃棄物対策ツールキット」と，災害報告書作成の際に役立てる「②災害等廃棄物処理事業費

補助金報告書ツールキット」の２種類に分けて整理した。①については，自治体別と業務項目

別に参照できるよう，２通りの一覧表を作成した（資料は同じもの）。 

(3)作成結果 

ア 災害廃棄物対策ツールキット 

災害廃棄物対策を遂行する上で必要な多数の資料，様式等を，資料業務別に一覧表としてと

りまとめた。 

情報集約，市民への広報，各種申請，公費解体，災害査定の資料作成，応援人員への指示の

ほか，事務連絡，費用償還，仮置場運営など，災害時のあらゆる場面における書類・様式等が

集約された。 

なお，この業務別以外に，自組織と類似である，災害の様相が似ているなど，特定の自治体

の資料も活用できるよう，提供のあった自治体別のリストも作成している。 

図表24 災害廃棄物対策ツールキット一覧（業務別） 

※下記の書類名は，自治体名，自治体別ファイル番号，書類名で構成されている 
No. 大項目 小項目 書類名 

1 情報集約 被害状況 愛媛県 0212_災害等廃棄物及び廃棄物処理施設の被害状況_様式 10 

2 情報集約 被害状況 愛媛県 0213_災害等廃棄物及び廃棄物処理施設の被害状況_様式 10（別紙） 

3 情報集約 被害状況 愛媛県 0214_廃棄物関連事業者、協定締結団体等一覧及び被害状況_様式 11 

4 情報集約 被害状況 愛媛県 0215_廃棄物関連事業者、協定締結団体等一覧及び被害状況_様式 11

（別紙） 

5 情報集約 組織体制 愛媛県 0202_災害廃棄物処理に係る組織体制と連絡体制_様式 02 

6 情報集約 組織体制 愛媛県 0301_平成 30 年７月豪雨の際の人員配置事例_参考資料 01 

7 情報集約 組織体制 愛媛県 0302_平成 30 年７月豪雨の際の人員配置事例_参考資料 01（別紙） 

8 情報集約 市町村への通知 愛媛県 0472_被災状況及び廃棄物の処理状況等の記録について_参考資料 28-

22-01 

9 情報集約 解体撤去 岡山県 0104_とりまとめ様式_④解体進捗チェック表 

10 情報集約 仮置場 宇和島市 0100_とりまとめ様式_大浦災害ごみ仮置場搬入台数 

11 情報集約 仮置場 岡山県 0103_とりまとめ様式_③仮置場の管理状況 

12 情報集約 処理進捗 岡山県 0101_市町村進捗状況報告様式入力要領 

13 情報集約 処理進捗 岡山県 0102_とりまとめ様式_②平成 30 年 7 月豪雨における災害廃棄物処理の

進捗状況 

14 情報集約 処理進捗 環境省 0100_平成 30 年 7 月豪雨等における災害廃棄物対策 

15 収集運搬 負担金交付要綱 福山市 0102_平成３０年７月豪雨によるし尿くみとり手数料負担金交付要項 

16 収集運搬 避難所ごみ推計 愛媛県 0308_避難所ごみ量推計方法_参考資料 07 

17 収集運搬 処理フロー 愛媛県 0321_平成 30 年７月豪雨の際の分別、処理フロー事例_参考資料 19 

18 収集運搬 処理フロー 愛媛県 0322_平成 30 年７月豪雨の際の分別、処理フロー事例_参考資料 19（別

紙） 

19 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0211_片づけごみ住民向け周知放送原稿_様式 09 

20 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0221_仮設トイレ使用方法チラシ_様式 17 

21 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0222_被災便槽汲み取りの住民向け周知文例_様式 18 

22 収集運搬 市民への広報 愛媛県 0224_ごみ収集の住民向け周知文例_様式 20 

23 収集運搬 市民への広報 広島市 0101_広報文_被災地域内ごみステーションの管理用具の貸与について 

24 収集運搬 市民への広報 広島市 0102_広報文_し尿処理手数料の減免について 

25 収集運搬 市民への広報 広島市 0103_広報文_被災者支援策における被災ごみ対応 
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26 収集運搬 市民への広報 広島市 0104_広報文_宅地内に流入し堆積した土砂等の処理 

27 収集運搬 市民への広報 福山市 0101_広報文_被災ごみの回収について（お知らせ） 

28 収集運搬 市町村への通知 愛媛県 0429_生活ごみの回収について_参考資料 28-05 

29 収集運搬 市町村への通知 愛媛県 0465_災害廃棄物収集運搬車両に係る高速道路料金の減免について_参

考資料 28-19-01 

30 収集運搬 契約書 愛媛県 0225_片づけごみ収集運搬契約書例_様式 21 

31 収集運搬 契約書 愛媛県 0226_片づけごみ処分契約書例_様式 22 

32 収集運搬 契約書 倉敷市 0201_業務委託契約書（収集運搬） 

33 収集運搬 契約書 倉敷市 0202_災害廃棄物収集運搬等業務委託仕様書（収集運搬） 

34 収集運搬 契約書 倉敷市 0203_個人情報取扱特記事項（収集運搬） 

35 収集運搬 契約書 倉敷市 0204_別表 1 平成 30 年 7 月豪雨による災害廃棄物関係処理業務関連

単価表（収集運搬） 

36 収集運搬 契約書 倉敷市 0205_別表 2 再委託事業者一覧（収集運搬） 

37 収集運搬 仮設トイレ推計 愛媛県 0303_仮設トイレ必要基数計算方法_参考資料 02 

38 収集運搬 仮設トイレ推計 愛媛県 0304_仮設トイレの種類_参考資料 03 

39 収集運搬 し尿処理支援 愛媛県 0306_平成 30 年７月豪雨の際の応援要請文書（し尿）_参考資料 05 

40 収集運搬 し尿推計 愛媛県 0305_し尿収集必要量計算方法_参考資料 04 

41 災害ごみ 

処理 

防じんマスク 愛媛県 0311_防じんマスクについて_参考資料 10 

42 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0220_廃棄物処理法に基づく通知文書_様式 16 

43 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0402_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物対策

について_参考資料 28-01-01 

44 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0403_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理等に係るアスベスト飛散防止対策について（周知）_参考資料 28-01-02 

45 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0404_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物に起

因する害虫及び悪臭への対策について（周知）_参考資料 28-01-03 

46 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0410_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理に係る初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について

（周知）_参考資料 28-01-09 

47 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0420_石綿（アスベスト）を含むおそれのある建材の取扱いについて_参考

資料 28-02-10 

48 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0425_災害廃棄物の市町外処理について_参考資料 28-04-01 

49 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0426_一般廃棄物の搬入処理に係る事前協議書_参考資料 28-04-02 

50 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0427_（事前協議資料―１）処理の内訳_参考資料 28-04-03 

51 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0428_（事前協議資料―２）一般廃棄物性状表_参考資料 28-04-04 

52 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0430_災害廃棄物に係る注意喚起について_参考資料 28-06-01 

53 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0431_災害廃棄物に係る注意喚起について（依頼）_参考資料 28-06-02 

54 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0442_平成 30 年台風第 12 号により災害廃棄物が発生した場合の処理

に係る初動時の対応及び平成 30 年 7 月豪雨により発生した災害廃棄物の飛

散・流出の防止に関する事前対策の徹底について_参考資料 28-11-01 

55 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 愛媛県 0443_平成 30 年台風第 12 号により災害廃棄物が発生した場合の処理

に係る初動時の対応及び平成 30 年 7 月豪雨により発生した災害廃物の飛散・

流出の防止に関する事前対策の徹底について（周知）_参考資料 28-11-02 

56 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 岡山県 0410_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（台風対策について） 

57 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 岡山県 0421_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（災害等廃棄物処理事業

に係る地方財政措置について） 

58 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 岡山県 0430_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（仮置場の環境モニタリン

グ、火災対策について） 
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59 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 岡山県 0441_通知文_災害ごみ処理に関する留意事項（一般廃棄物の市町村外

処理について） 

60 災害ごみ 

処理 

市町村への通知 岡山県 0442_廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

61 災害ごみ 

処理 

契約書 広島県 0501_事務委託規約（議案） 

62 災害ごみ 

処理 

契約書 広島県 0502_業務委託契約書 

63 災害ごみ 

処理 

契約書 広島県 0503_業務仕様書 

64 仮置場 報告様式 愛媛県 0230_仮置場報告様式_様式 26 

65 仮置場 報告様式 愛媛県 0231_仮置場報告様式_様式 26（別紙） 

66 仮置場 報告様式 愛媛県 0316_一般廃棄物処理施設設置手続き一覧_参考資料 15 

67 仮置場 処理施設 愛媛県 0313_施設処理可能量算出方法_参考資料 12 

68 仮置場 市民への広報 愛媛県 0228_仮置場設置についての住民説明資料_様式 24 

69 仮置場 市民への広報 愛媛県 0229_仮置場用地に関する応援要請_様式 25 

70 仮置場 市民への広報 宇和島市 0201_広報文_災害ごみ仮置場（大浦地区埋立地）の受入れ時間等の

変更について 

71 仮置場 市民への広報 宇和島市 0202_広報文_大浦災害ごみ仮置場 

72 仮置場 市民への広報 宇和島市 0203_広報文_大浦災害家庭ごみ仮置場 

73 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0412_仮置場レイアウト例_参考資料 28-02-02 

74 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0413_仮置場について_参考資料 28-02-03 

75 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0414_仮置場で注意すべき廃棄物_参考資料 28-02-04 

76 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0415_仮置場等での害虫対策について_参考資料 28-02-05 

77 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0416_仮置場の可燃性廃棄物の火災予防_参考資料 28-02-06_ 

78 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0417_仮置場での火災発生の防止について_参考資料 28-02-07 

79 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0418_仮置場での作業員の安全確保について_28-02-08 

80 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0421_優良取組事例 1-7 ネットの活用による災害廃棄物の飛散防止_参

考資料 28-02-11 

81 仮置場 市町村への通知 愛媛県 0422_災害廃棄物の飛散防止について_参考資料 28-02-12 

82 仮置場 契約書 愛媛県 0227_仮置場運営管理契約書例_様式 23 

83 仮置場 候補地選定 愛媛県 0204_仮置場候補地リスト_様式 04 

84 仮置場 候補地選定 愛媛県 0205_仮置場候補地リスト_様式 04（別紙） 

85 仮置場 候補地選定 愛媛県 0317_仮置場候補地の選定指針_参考資料 16 

86 仮置場 候補地選定 愛媛県 0318_仮置場候補地の選定指針_参考資料 16（別紙） 

87 仮置場 候補地選定 愛媛県 0319_仮置場面積算出方法_参考資料 17 

88 仮置場 候補地選定 愛媛県 0323_仮置場の配置事例_参考資料 20 

89 仮置場 運営方法 愛媛県 0324_仮置場の必要資機材_参考資料 21 

90 仮置場 運営方法 愛媛県 0325_仮置場管理の必要人員_参考資料 22 

91 仮置場 運営方法 愛媛県 0326_仮置場管理の注意事項_参考資料 23 

92 応援・受援 車両証明書 広島県 0100_平成 30 年 7 月大雨に伴う災害救助のために使用する車両の取扱

いについて(依頼） 

93 応援・受援 支援協定 愛媛県 0203_民間事業者との支援協定_様式 03 

94 応援・受援 市民への広報 愛媛県 0210_住民、ボランティア向けチラシ_様式 08 

95 応援・受援 市民への広報 愛媛県 0223_避難所ごみ分別チラシ_様式 19 

96 応援・受援 市民への広報 宇和島市 0300_広報文_ボランティアの皆様へのお願い 災害で出た家庭ごみの

出し方・仮置場での分別について 

97 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0444_市町から一般社団法人えひめ産業廃棄物協会への支援要請（業

務委託）の方法について_参考資料 28-12-01 

98 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0445_災害廃棄物処理等に係る支援要請_様式 1_参考資料 28-12-02 

99 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0446_災害廃棄物処理等に係る支援要請【記載例】_様式 1_参考資料 28-

12-03 

100 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0462_災害派遣等従事車両証明申請書_【申請様式】_参考資料 28-18-02 

101 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0466_平成 30 年台風第 7 号及び前線等による大雨災害に伴う災害救助

のために使用する車両の取扱について（通知）_参考資料 28-19-02 

102 応援・受援 市町村への通知 愛媛県 0468_平成 30 年台風第 7 号及び前線等による大雨災害に伴う災害救助

のために使用する車両の取扱について（通知）_参考資料 28-20-02 
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103 応援・受援 高速道路料金減免 愛媛県 0463_HP 案内_参考資料 28-18-03 

104 応援・受援 高速道路料金減免 愛媛県 0464_県 HP_参考資料 28-18-04 

105 応援・受援 契約書 愛媛県 0219_広域処理に係る契約書_様式 15 

106 応援・受援 協定書 愛媛県 0218_広域処理に係る基本協定書_様式 14 

107 応援・受援 協定書 愛媛県 0307_県が締結している災害関連協定_参考資料 06 

108 応援・受援 要請文書 愛媛県 0216_応援要請文書（市町等あて）_様式 12 

109 応援・受援 要請文書 愛媛県 0217_応援要請文書（県あて）_様式 13 

110 応援・受援 経験者リスト 愛媛県 0201_災害廃棄物処理経験者リスト_様式 01 

111 災害がれき・

処理困難物

等処理 

廃棄物処理方法 愛媛県 0309_腐敗性廃棄物の処理_参考資料 08 

112 災害がれき・

処理困難物

等処理 

廃棄物処理方法 愛媛県 0310_有害・危険物の処理_参考資料 09 

113 災害がれき・

処理困難物

等処理 

廃棄物処理方法 愛媛県 0314_処分方法の例_参考資料 13 

114 災害がれき・

処理困難物

等処理 

廃棄物処理方法 愛媛県 0330_建築物のアスベストについて_参考資料 27 

115 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0406_廃石綿、感染性廃棄物やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物につ

いて_参考資料 28-01-05 

116 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0407_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災したパソコンの処理に

ついて_参考資料 28-01-06 

117 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0408_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災した家電リサイクル法

対象品目の処理について_参考資料 28-01-07 

118 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0409_平成 30 年台風第７号及び前線等により被災した太陽光発電設備

の保管等について_参考資料 28-01-08 

119 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0411_災害廃棄物の適正処理について_参考資料 28-02-01 

120 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0423_大規模災害により被災した自動車の処理について_参考資料 28-

03-01 

121 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0432_被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について_参考資料

28-07-01 

122 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0433_被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について_参考資料

28-07-02 

123 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0434_平成 30 年 7 月豪雨災害により被災した家電リサイクル法対象品

目の処理（冷蔵庫）について_参考資料 28-08 

124 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0435_「災害時の建設リサイクルの留意点」の送付について_参考資料

28-09-01 

125 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0436_「災害時の建設リサイクルの留意点」の送付について_参考資料

28-09-02 

126 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0437_平成 30 年 7 月豪雨に係る建設リサイクル法第９条及び第 11 条の

取扱いについて（通知）_参考資料 28-10-01 



48 

No. 大項目 小項目 書類名 

127 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0438_平成 30 年 7 月豪雨に係る建設リサイクル法第 9 条及び第 11 条

の取扱いについて（通知）_28-10-02 

128 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0439_平成 30 年 7 月豪雨に伴う建設リサイクル法の取り扱いについて_

参考資料 28-10-03 

129 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0440_リサイクル通知書（別紙１）_参考資料 28-10-04 

130 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0458_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について_参考資料

28-17-01 

131 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0459_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について【産廃協】

（依頼）_参考資料 28-17-02 

132 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0460_損壊家屋の解体等に伴う解体ごみの適正処理について【建設協】

（依頼）_参考資料 28-17-03 

133 災害がれき・

処理困難物

等処理 

市町村への通知 愛媛県 0461_災害廃棄物収集運搬車両に係る高速道路料金の減免について_参

考資料 28-18-01 

134 災害がれき・

処理困難物

等処理 

災害廃棄物処理 

チケット 

松山市 0100_残土チケット(サンプル） 

135 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0315_災害廃棄物補助金に関する留意事項_参考資料 14 

136 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0405_平成 30 年台風第７号及び前線等により発生した災害廃棄物の処

理等に係る補助制度の円滑な活用について（周知）_参考資料 28-01-04 

137 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0419_災害廃棄物処理事業補助金について_参考資料 28-02-09 

138 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0473_災害廃棄物処理事業補助金について 28-22-02 

139 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0474_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の補助対象拡

充ついて（周知）_参考資料 28-23-01 

140 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0482_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の実施につい

て 平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについて_参考

資料 28-24-01 

141 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0483_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の実施につい

て_参考資料 28-24-02 

142 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0484_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いにつ

いて_参考資料 28-24-03 

143 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0485_廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補助について_参考資料 28-

25-01  

144 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0486_廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補助について_参考資料 28-

25-02_ 

145 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0487_廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金交付要綱_参考資料 28-

25-03 

146 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0488_平成 30 年 7 月豪雨に係る廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補

助について_参考資料 28-25-04 

147 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0489_平成 30 年 7 月豪雨により被災した施設に係る災害復旧事業の実

地調査の取扱いについて_参考資料 28-26-01 

148 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0490_平成 30 年 7 月豪雨により被災した施設に係る災害復旧事業の実

地調査の取扱いについて（環境省所管補助施設）_参考資料 28-26-02 

149 災害査定 市町村への通知 愛媛県 0491_内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調

査要領_参考資料 28-26-03 

150 災害査定 市町村への通知 岡山県 0300_通知文_【要確認】災害査定の実施にあたって 

151 災害査定 市町村への通知 岡山県 0422_文書_災害等廃棄物処理事業費補助金 

152 災害査定の

資料作成 

支払フロー 広島県 0401_支払スケジュール_パターン別 
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153 災害査定の

資料作成 

支払フロー 広島県 0402_平成 30 年７月豪雨_支払イメージ 

154 災害査定の

資料作成 

市町村への通知 広島県 0403_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における土砂混じ

りがれき の撤去に係る経費の算出について （通知） 

155 災害査定の

資料作成 

費用推計 広島県 0404_【広島県版】土砂混じりがれき計算シート 

156 災害査定の

資料作成 

記載例 広島県 0405_災害報告書の綴り方 

157 処理実行 

計画 

災害廃棄物発生量

推計 

愛媛県 0206_災害廃棄物発生量等の推計方法_様式 05 

158 処理実行 

計画 

災害廃棄物発生量

推計 

愛媛県 0207_災害廃棄物発生量等の推計方法_様式 05（別紙） 

159 処理実行 

計画 

災害廃棄物発生量

推計 

愛媛県 0312_災害廃棄物量推計方法_参考資料 11 

160 処理実行 

計画 

災害廃棄物発生量

推計 

愛媛県 0320_災害廃棄物の比重一覧_参考資料 18 

161 処理実行 

計画 

様式 愛媛県 0208_災害廃棄物処理実行計画_様式 06 

162 処理実行 

計画 

様式 愛媛県 0209_災害廃棄物処理実行計画（概要版）_様式 07 

163 処理実行 

計画 

記載例 愛媛県 0327_災害廃棄物処理実行計画の記載事項_参考資料 24 

164 処理実行 

計画 

記載例 愛媛県 0328_災害廃棄物処理実行計画の例_参考資料 25 

165 処理実行 

計画 

記載例 
広島県 0206_広島県災害廃棄物処理実行計画（H300831） 

166 処理実行 

計画 

記載例 
広島県 0207_広島県災害廃棄物処理実行計画【概要版】（H300831） 

167 処理実行 

計画 

記載例 
広島県 0208_【実行計画】別表【概要版】別紙：市町の災害廃棄物処理の概要 

168 処理実行 

計画 

ひな形 
広島県 0201_○○市町災害廃棄物等処理実行計画（参考フォーマット） 

169 処理実行 

計画 

ひな形 
広島県 0202_災害廃棄物処理基本フロー（参考フォーマット） 

170 処理実行 

計画 

ひな形 
広島県 0203_全体工程（参考フォーマット） 

171 処理実行 

計画 

ひな形 
広島県 0204_災害廃棄物処理の流れ 

172 処理実行 

計画 

市民への広報 広島県 0205_H300831 報道提供資料：広島県災害廃棄物処理実行計画の策定

について 

173 公費解体 必要書類 倉敷市 0104_必要書類一覧表 

174 公費解体 同意書 広島市 0301_様式_家屋撤去同意書 

175 公費解体 同意書 福山市 0203_被災家屋等の解体・撤去に関する同意書 

176 公費解体 同意書 福山市 0204_被災家屋等の解体・撤去に関する同意書（土地所有者） 

177 公費解体 同意書 福山市 0208_被災家屋の解体・撤去等に関する同意書（被災家屋に関して設定

した権利） 

178 公費解体 同意書 福山市 0209_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する同

意書（隣接地権者） 

179 公費解体 撤去費 岡山県 0202_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業における宅地内

土砂の撤去費について（情報提供） 

180 公費解体 通知書 福山市 0212_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等決定通知書

_様式第２号 

181 公費解体 通知書 福山市 0222_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用に係る

償還決定通知書_様式第２号、被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の

撤去等費用に係る償還決定取消通知書_様式第３号 

182 公費解体 誓約書 福山市 0205_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請に

係る誓約書 
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183 公費解体 誓約書 福山市 0206_被災家屋等の解体・撤去に係る誓約書（共有） 

184 公費解体 誓約書 福山市 0207_被災家屋等の解体・撤去に係る誓約書（相続） 

185 公費解体 制度概要 愛媛県 0329_損壊家屋の解体撤去手続（モデル）_参考資料 26 

186 公費解体 制度概要 倉敷市 0103_倉敷市公費解体制度ＦＡＱ（Ｖｏｌ．１０） 

187 公費解体 申請書 福山市 0211_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等依頼申請書

_様式第１号 

188 公費解体 申請書 福山市 0221_被災家屋等及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等費用償還申

請書_様式第１号 

189 公費解体 申請フロー 福山市 0210_被災家屋の解体・撤去依頼申請に係るフロー 

190 公費解体 実施要綱 倉敷市 0101_平成 30 年 7 月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の

公費による撤去等に関する要綱 

191 公費解体 実施要綱 倉敷市 0102_平成 30 年 7 月豪雨災害に係る被災建造物又は災害等廃棄物の

撤去等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱 

192 公費解体 実施要綱 福山市 0213_福山市における平成３０年７月豪雨災害に係る被災家屋等の撤去

及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等に関する実施要綱 

193 公費解体 実施要綱 福山市 0223_福山市における平成３０年７月豪雨災害に係る被災家屋等の撤去

及び被災民有地内災害廃棄物等の撤去等を既に実施した者に対する所要経費

の償還に関する実施要綱 

194 公費解体 事業記録 益城町 0101_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 

195 公費解体 事業記録 益城町 0102_益城町災害廃棄物処理事業記録・付録資料集 

196 公費解体 市民への広報 愛媛県 0233_家屋解体の住民向け周知文例_様式 28 

197 公費解体 市民への広報 広島市 0302_広報文_被災家屋（全壊・大規模半壊・半壊）の解体・撤去 

198 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0441_解体工事一覧表（別紙２）_参考資料 28-10-05 

199 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0454_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、被災

市町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考

資料 28-15-01 

200 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0455_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業において、被災市

町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考資

料 28-15-02 

201 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0456_公共土木施設及び宅地の堆積土砂等撤去の取扱について_参考

資料 28-16-01 

202 公費解体 市町村への通知 愛媛県 0457_公共土木施設及び宅地の堆積土砂等撤去の取扱について（通知）

_参考資料 28-16-02 

203 公費解体 市町村への通知 広島県 0302_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における損壊解

体家屋等の解体工事費の算定 について （通知） 

204 公費解体 費用推計 広島県 0302_平成 30 年７月豪雨に係る災害廃棄物処理事業における損壊解

体家屋等の解体工事費の算定 について （通知） 

205 公費解体 契約書 愛媛県 0232_家屋解体受付コールセンター設置契約書例_様式 27 

206 公費解体 契約書 倉敷市 0105_「被災家屋解体業務コールセンター」運用業務委託契約書 

207 公費解体 解体工事費 岡山県 0201_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業における損壊家

屋等の解体工事に係る施工単価について（通知） 

208 公費解体 委任状 福山市 0201_委任状（土地所有者向け） 

209 公費解体 委任状 福山市 0202_委任状 

210 土砂撤去 申請書類 広島市 0201_様式 1_土砂撤去受付票 

211 土砂撤去 申請書類 広島市 0202_様式 2_土砂撤去同意書 

212 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0447_平成 30 年７月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて_参考資料 28-13-01 

213 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0448_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（周知）_28-13-02 

214 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0449_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項_参考資料 28-13-03 

215 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0450_家屋等の撤去費用申請書_参考資料 28-13-04 

216 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0451_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-14-01 
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217 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0452_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-14-02 

218 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0453_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項（改定版）_参考資料 28-14-03 

219 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0467_平成 30 年 7 豪雨に伴う災害救助のために使用する車両の取扱に

ついて_参考資料 28-20-01 

220 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0475_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業の補助対象拡充

について（周知）_参考資料 28-23-02 

221 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0476_平成 30 年 7 月豪雨により半壊以上の判定を受けた家屋の解体費

用の国庫補助について（別紙）_参考資料 28-23-03 

222 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0477_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（周知）_参考資料 28-23-04 

223 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0478_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項_参考資料 28-23-05 

224 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0479_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に

所有者等によって全壊家屋等や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の

費用償還に関する手続きについて（注意事項の改定）_参考資料 28-23-06 

225 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0480_全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去費用等申請書の利用

に当たっての注意事項（改定版）_参考資料 28-23-07 

226 費用返還 市町村への通知 愛媛県 0481_平成 30 年 7 月豪雨に係る災害廃棄物処理事業において、被災市

町村が損壊家屋等の解体・撤去を行う場合の留意事項について（周知）_参考資

料 28-23-08 

227 費用返還 申請書類 広島市 0401_(家屋)費用償還申請書_様式 1 

228 費用返還 申請書類 広島市 0402_(家屋)委任状_様式 2 

229 費用返還 申請書類 広島市 0403_(家屋)自費撤去に係る償還申請同意書_様式 3 

230 費用返還 申請書類 広島市 0404_(家屋)償還金交付決定通知書_様式 4 

231 費用返還 申請書類 広島市 0405_(家屋)償還金不交付決定通知書_様式 5 

232 費用返還 申請書類 広島市 0406_(家屋)償還金交付請求書_様式 6 

233 費用返還 申請書類 広島市 0407_(家屋)償還金交付確定通知書_様式 7 

234 費用返還 申請書類 広島市 0408_(土砂)費用償還申請書_様式 8 

235 費用返還 申請書類 広島市 0409_(土砂)委任状_様式 9 

236 費用返還 申請書類 広島市 0410_(土砂)償還金交付決定通知書_様式 10 

237 費用返還 申請書類 広島市 0411_(土砂)償還金不交付決定通知書_様式 11 

238 費用返還 申請書類 広島市 0412_(土砂)償還金交付請求書_様式 12 

239 費用返還 申請書類 広島市 0413_(土砂)償還金交付確定通知書_様式 13 

240 費用返還 申請書類 広島市 0414_(家屋)現場確認用シート_様式 14 

241 費用返還 申請書類 広島市 0415_(土砂)現場確認用シート_様式 15 

242 費用返還 申請書類 広島市 0416_(家屋及び土砂)費用償還申請書_様式 16 

243 費用返還 申請書類 広島市 0417_(家屋及び土砂)償還金交付決定通知書_様式 17 

244 費用返還 申請書類 広島市 0418_(家屋及び土砂)償還金交付請求書_様式 18 

245 費用返還 申請書類 広島市 0419_(家屋及び土砂)償還金交付確定通知書_様式 19 

246 費用返還 申請書類 広島市 0420_委任状_家屋（参考） 

247 費用返還 申請書類 広島市 0421_委任状_土砂（参考） 

248 費用返還 申請書類 広島市 0422_参考.被災状況図 

249 被災者生活

支援 

市町村への通知 愛媛県 0424_大規模災害により被災した自動車の処理について_参考資料 28-

03-02 

250 被災者生活

支援 

市町村への通知 愛媛県 0469_特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律第 3 条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に

関する措置の適用について_参考資料 28-21-01 

251 被災者生活

支援 

市町村への通知 愛媛県 0470_特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措

置に関する法律第 3 条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に

関する措置の適用について_参考資料 28-21-02 

252 その他 市民への広報 宇和島市 0400_広報文_消毒液の使用方法について 

253 その他 市町村への通知 愛媛県 0401_平成 30 年７月豪雨における通知等_参考資料 28 

254 その他 市町村への通知 愛媛県 0471_特定非常災害特措法の概要（別紙）_参考資料 28-21-03 
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No. 大項目 小項目 書類名 

255 その他 市町アンケート調査 愛媛県 0500_調査編 

256 その他 マニュアル 愛媛県 0100_災害廃棄物処理対策マニュアル 市町策定用モデル 

イ 災害等廃棄物処理事業費補助金報告書ツールキット 

災害廃棄物処理事業報告および被災家屋等解体・土砂混じりがれき撤去報告を上げるにあた

り必要な書類一式の様式フォーム化を行い，以下のとおり一覧表としてとりまとめた。 

これらの資料は，全てWord又はExcelファイルで作成しており，当該ファイルでそのまま活用

できるものである。 

 

図表25 災害廃棄物処理事業報告 必要書類一覧 

No. 書類名 

1 報告書 0100_表紙 

2 報告書 0101_災害廃棄物処理事業報告 

3 報告書 0102_地域の概要 

4 報告書 0103_気象データ 

5 報告書 0104_行政区域図 

6 報告書 0105_行政区域図・写真 

7 報告書 0106_行政区域図・写真_仮置場 

8 報告書 0107_災害廃棄物発生量 

9 報告書 0108_災害廃棄物発生量_推計根拠 

10 報告書 0109_事業費根拠資料-01（運搬費_災害廃棄物運搬） 

11 報告書 0110_事業費根拠資料-02（運搬費_仮置場分別） 

12 報告書 0111_事業費根拠資料-03（運搬費_一次仮置場→二次仮置場運搬） 

13 報告書 0112_事業費根拠資料-04（運搬費_仮置場分別→運搬） 

14 報告書 0113_事業費根拠資料-05（運搬費_仮置場，二次仮置場積込） 

15 報告書 0114_事業費根拠資料-06（処理・処分費_家電リサイクル料金） 

16 報告書 0115_事業費根拠資料-07（処理・処分費_廃タイヤ処分） 

17 報告書 0116_事業費根拠資料-08（処理・処分費_災害廃棄物処分） 

18 報告書 0117_事業費根拠資料-09（処理・処分費_適正処理困難物処理） 

19 報告書 0118_事業費根拠資料-10（借上料_重機借上） 

20 
報告書 0119_事業費根拠資料-11（委託料_被災家屋等解体・土砂混じりがれき

撤去業務） 

21 報告書 0120_事業費根拠資料-12（控除（事業収入）_鉄くず売却収入) 

 

図表26 被災家屋等解体・土砂混じりがれき撤去報告 必要書類一覧 

No. 書類名 

1 報告書 0200_表紙 

2 報告書 0201_被災家屋等解体・土砂混じりがれき撤去報告 

3 報告書 0202_自費解体予定一覧 

4 報告書 0203_自費解体位置図_写真_設計書_計算シート 

5 報告書 0204_公費解体予定一覧 

6 報告書 0205_公費解体位置図_写真_設計書_計算シート 

7 報告書 0206_土砂混じりがれき撤去予定一覧 

8 報告書 0207_土砂混じりがれき撤去位置図_写真_計算シート 
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第4. 過年度実施した災害廃棄物対策各種モデル業務のフォローアップ 

1.「大規模災害発生時における処理困難物適正処理モデル事業」の効果

検証等 

(1)大規模災害発生時における処理困難物適正処理モデル事業について 

ア 目的 

国土強靱化基本計画（平成26年6月3日閣議決定）において，自治体による災害廃棄物処理計

画の策定を推進することが政府の目標として定められた。 

「大規模災害時における処理困難物適正処理モデル事業」（以下，「本モデル事業」という。）

は，自治体における災害時の廃棄物処理課題に着目した実効性の高い計画の策定（改定）を推

進するため，モデル事業の対象となる地域の課題に応じた災害廃棄物処理対策の手法を検討し，

計画の効率的な策定に資することを目的とする。 

イ 対象 

本モデル事業は，平成28年度及び29年度に実施され，各年度１市，合計２市を対象に実施さ

れた。 

図表 27 モデル事業の対象自治体 

実施年度 実施対象 
平成28年度 愛媛県宇和島市 
平成29年度 愛媛県松山市 
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ウ 概要 

(ｱ)平成28年度 

愛媛県宇和島市をモデル自治体に選定し，以下の事業を実施した。 

○発生する災害廃棄物・処理困難物の想定 

○処理方法・利活用フローの検討 

○現有処理施設の活用・広域処理の検討 

○仮置場・最終処分地等の検討 
モデル自治体内で発生する処理困難物として，特に漁港由来の処理困難物に着目し，その処

理方法等を検討した。実施概要は次頁のとおり。 

(ｲ)平成29年度 

愛媛県松山市をモデル自治体に選定し，以下の事業を実施した。 

○発生する災害廃棄物・処理困難物の想定 

○処理方法・利活用フローの検討 

○現有処理施設の活用・広域処理の検討 

○仮置場・最終処分地等の検討 

○災害時処理困難物対応マニュアルの作成 
モデル自治体内で発生する処理困難物について，有害性・危険性がある，もしくは再利用に

ついて困難性があるものに分類し，ぞれぞれの処理方法を整理した「災害時処理困難物対応マ

ニュアル」を作成した。実施概要は次々頁のとおり。 
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図表 28 平成28年度モデル事業の概要 

 

 
（出典）環境省「モデル事業を通じた自治体の災害廃棄物処理対策の充実」 

http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/  
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図表 29 平成29年度モデル事業の概要 

 

 
（出典）環境省「モデル事業を通じた自治体の災害廃棄物処理対策の充実」 

http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/  
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(2)調査概要 

ア 調査目的 

環境省中国四国地方環境事務所では，災害廃棄物の適性円滑な処理のため，各自治体の災害

廃棄物処理計画の策定支援を進めている。 
本調査は，近年大規模な災害が多発していることを踏まえ，過年度実施した「「大規模災害発

生時における処理困難物適正処理モデル事業」に関し，事業効果の検証や事業内容の改善等を

行うために実施するものである。 

イ 調査方法 

本調査は過年度「大規模災害発生時における処理困難物適正処理モデル事業」の採択を受け

た自治体の現在の担当者宛に電子メールにて送付し，電子メールで回答を得た。 

２自治体を対象として実施し，２自治体から回答があった（回答率100％）。 

ウ 設問概要 

以下の各項目について，回答を得た（「Ｎ」は当該設問の回答者数）。 

 

図表 30 設問概要（設問フロー） 

 

 

  

問１ 回答者について

問２ モデル事業の進め方について

問３－１ 処理計画の策定状況について

問３－２
計画の策定時期／
モデル事業を実施してよかったこと等

問３－３
計画の策定予定時期／
今後サポートを求めること等

問４ 平成３０年７月豪雨の対応について

問５ 平成３０年７月豪雨を踏まえたモデル事業の工夫すべき点

N=2

処理計画の策定の有無

平成３０年７月豪雨の
対応の有無

N=2

N=0

N=2

有 無

有

無

N=0
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(3)調査結果 

ア 回答者について（問１） 

◆２市とも，回答者はモデル事業実施時の担当者であった。 
◆また，２市とも「平成30年７月豪雨時に災害廃棄物処理を実施した」と回答した。 

イ モデル事業の進め方について（問２） 

(ｱ)モデル事業の進め方全般について感じられた点（問２－１） 
◆「計画策定に必要な情報の収集分析結果はわかりやすいものだったか」という質問に対し，

１市は「そう思う」と回答し，もう１市は「ややそう思う」と回答した。 
◆その他の設問については，２市とも，「ややそう思う」と回答した。 
 

図表 31 モデル事業の進め方全般について，感じられた点 

（問２－１） 

項目 そう思う 
ややそう 
思う 

ややそう 
思わない 

そう 
思わない 

(ア)計画策定に必要な情報の収集分析結

果はわかりやすいものだった 
１ １   

(イ)スケジュール（支援の開始時期，終了

時期，期間の長さ）は適切だった 
 ２   

(ウ)打合せの頻度は適切だった  ２   

(エ)現地調査の実施内容は適切だった（役

に立った） 
 

２ 
  

(オ)意見交換会の実施内容は適切だった  ２   

※数字は市（回答）の数 

(ｲ)改善点及び改善方法について（問２－２） 

２市とも，特に回答はなかった。 

(ｳ)その他モデル事業の進め方や内容についての意見・要望（問２－３） 
◆モデル事業の適用範囲の拡大と財政負担軽減 

・本市では，モデル事業と並行して，災害廃棄物処理計画の策定作業を進めたが，その際，

処理困難物の処理に関する調査に要した費用は，補助の対象となったが，その他の費用は

市の負担であった。昨今，全国各地で大規模災害が頻発し，計画の必要性・重要性が見直

されてはいるものの，地方自治体が独自に計画策定のための十分な予算を確保することは

財政的に困難な状況となっている。そのため，モデル事業の適用範囲を拡大し，市町の負

担をさらに軽減し，計画策定を支援して欲しい。また，計画策定後，実効性確保のために

実施する改定作業などに要する費用についても補助の対象として欲しい。 
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ウ モデル事業実施後の災害廃棄物処理計画の策定状況について（問３） 

(ｱ)災害廃棄物処理計画の策定状況について（問３－１） 
◆２市とも，「策定済」と回答した。 

(ｲ)災害廃棄物処理計画策定済みの自治体の策定状況（問３－２） 

1)計画を策定した時期（問３－２－（１）） 
２市の自治体の策定時期は以下のとおりである。 
・2019（H31）年３月 

・2018（H30）年３月 

2)モデル事業を実施したことで計画策定上よかった点（問３－２－（２）） 
◆「担当者・担当部局の災害廃棄物処理に関する理解が進んだか」という項目については，２

市とも該当すると回答した。 
◆１市は「計画策定に必要な予算を確保しやすくなったか」及び「その他」についても，該当

すると回答した。 
 

図表 32 モデル事業を実施したことで計画策定上よかった点 

（問３－２－（２）） 

項 目 回答自治体 

１．担当者・担当部局の災害廃棄物処理に関する理解が進んだ。 ２ 

２．関係部局の災害廃棄物処理に関する理解が進んだ。 ０ 

３．計画策定に必要な予算を確保しやすくなった。 １ 

４．計画策定に必要な人員を確保しやすくなった。 ０ 

５．その他 １ 

※数字は市（回答）の数 

 

◆その他の内容 
・災害廃棄物処理計画の内容を充実させることができた。 
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3)計画を策定するうえで苦労した点（自由回答）（問３－２－（３）） 
・実効性の高い計画となるよう，検討会を設置し，各部局との意見交換や意見の取りまとめ

を行ったが，その調整が困難だった。 

 

4)モデル事業実施後，策定までの間に県や国のサポートがあるとよかったと思う点（問３－２

－（４）） 
・国や県が策定している指針や計画と整合を取るため，計画策定にオブザーバーとして参加

するなど，職員の派遣などのサポートがあればいいと思う。 
 

5)計画の今後の見直し予定（問３－２－（５）） 
◆２市とも，今後の見直し予定は「あり」と回答した。 

 

6)今後の具体的な見直し予定について（問３－２－（６）） 
◆２市とも，「定期的」に「関連計画の修正にあわせて」見直しをすると回答した。 

 

図表 33 計画の今後の具体的な見直し予定 

（問３－２－（６）） 

項 目 回答 

見直し予定時期 回答なし 

見直し予定時期設定の

考え方 

定期的に更新する 
《具体的な頻度》 

・毎年度（２） 

関連計画の修正に

あわせて更新する 

《具体的な関連計画》 
・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（１） 
・地域防災計画（１） 
・随時（１） 

その他 
《具体的な内容》 

・仮置場候補地の変更等による更新（１） 
※数字は市（回答）の数 
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エ 平成30年７月豪雨の対応について（問４） 

(ｱ)「処理困難物の所在，発生量の把握」について（問４－１） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－１－（１）） 
 
◆「発生する処理困難物等の種類について具体的にイメージすることができたか」の設問につ

いては，２市とも「ややそう思う」と回答した。 
◆以降の設問について，１市はいずれも「ややそう思う」と回答した。もう１市はいずれも「実

施していない」と回答した。 
 

図表 34 モデル事業の実施効果（処理困難物の所在，発生量の把握） 

（問４－１－（１）） 

項目 そう思う 
やや 

そう思う 
ややそう 
思わない 

そう 
思わない 

その他 

(ア)発生する処理困難物等の種類につい

て具体的にイメージすることができた 
 ２    

(イ)処理困難物等の発生状況を確認するた

め，情報の収集先（処理困難物等の発生場

所）を具体的にイメージすることができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(ウ)処理困難物等の発生状況を確認する

ため，収集する情報の内容を具体的にイ

メージすることができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(エ)処理困難物等の発生状況を確認する

ため，情報収集を適切に行うことができ

た 

 １   
１ 

（実施していない）

(オ)処理困難物等に係る収集した情報の

整理方法を具体的にイメージすることが

できた（種類別の整理等） 

 １   
１ 

（実施していない）

(カ)処理困難物等に係る収集した情報の

整理を適切に行うことができた（種類別

の整理等） 

 １   
１ 

（実施していない）

(キ)処理困難物等の発生量を種類別に具体

的にイメージすることができた 
 １   

１ 
（実施していない）

(ク)処理困難物等の発生量の推計を種類

別に適切に行うことができた 
 １   

１ 
（実施していない）

※数字は市（回答）の数 

 

2) 問４－１－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由回答）（問４－１－（２）） 
◆仮置場候補地や公費解体手順の事前検討の効果があった 

・平成30年3月に，南海トラフ巨大地震など家屋の倒壊件数が1万棟を超える規模の大規模災

害の発生を想定した「災害廃棄物処理計画」を策定し，平成30年度計画に基づく訓練を実

施することとしていた。しかし，訓練実施前の7月に豪雨災害が発生したことに加え，想定

していた災害と性質の異なる土砂災害であったことなどから，計画を十分に生かすことが

できなかった。そうした中，仮置場については，事前に候補地を選定していたことで，ス

ムーズに設置することができた。また，倒壊家屋等の公費解体についても，計画で整理が

なされていたため，迅速に受付を開始することができた。 
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(ｲ)「漏洩，拡散防止」について（問４－２） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－２－（１）） 
 
◆「生命及び健康へのリスクに関する災害廃棄物の種類について具体的にイメージすることが

できたか」という設問については，２市とも「ややそう思う」と回答した。 
◆以降の設問について，１市はいずれも「ややそう思う」と回答した。もう１市はいずれも「実

施していない」と回答した。 
 

図表 35 モデル事業の実施効果（漏洩，拡散防止） 

（問４－２－（１）） 

項目 そう思う 
ややそう 
思う 

ややそう 
思わない 

そう 
思わない 

その他 

(ア)生命及び健康へのリスクに
関する災害廃棄物の種類につい
て具体的にイメージすることが
できた 

 ２    

(イ)生命及び健康へのリスクに
関する災害廃棄物の発生状況を
把握する方法を具体的にイメー
ジすることができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(ウ)生命及び健康へのリスクに
関する災害廃棄物の発生状況に
ついて，適切に把握することが
できた（場所，種類，量等） 

 １   
１ 

（実施していない）

(エ)生命及び健康へのリスクに
関する災害廃棄物について，漏
洩，拡散防止方法を具体的にイ
メージすることができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(オ)生命及び健康へのリスクに
関する災害廃棄物について，適
切に漏洩，拡散防止を行うこと
ができた 

 １   
１ 

（実施していない）

※数字は市（回答）の数 

 

2) 問４－２－（１）のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時の対応

に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－２－（２）） 
 問４－１（２）に同じ 
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(ｳ)「腐敗性廃棄物等の優先的回収」について（問４－３） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－３（１）） 
◆「早期の対応が求められる腐敗性廃棄物の種類について具体的にイメージすることができた

か」という設問については，２市とも「ややそう思う」と回答した。 
◆以降の設問について，１市はいずれも「ややそう思う」と回答した。もう１市はいずれも「実

施していない」と回答した。 
 

図表 36 モデル事業の実施効果（腐敗性廃棄物等の優先的回収） 

（問４―３―（１）） 

項目 そう思う 
ややそう 
思う 

ややそう 
思わない 

そう 
思わない 

その他 

(ア)早期の対応が求められる腐
敗性廃棄物の種類について具体
的にイメージすることができた 

 ２    

(イ)早期の対応が求められる腐
敗性廃棄物の発生状況を把握す
る方法を具体的にイメージする
ことができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(ウ)早期の対応が求められる腐
敗性廃棄物について適切に発生
状況を把握することができた 

 １   
１ 

（実施していない）

(エ)早期の対応が求められる腐
敗性廃棄物について回収方法を
具体的にイメージすることがで
きた 

 １   
１ 

（実施していない）

(オ)早期の対応が求められる腐
敗性廃棄物について適切に回収
することができた 

 １   
１ 

（実施していない）

※数字は市（回答）の数 

 

2) 問４－３－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－３（２）） 
 問４－１（２）に同じ 
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(ｴ)「処理先の確定（処理の実施）」について（問４－４） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－４（１）） 
◆いずれの設問に対しても，２市とも「ややそう思う」と回答した。 

 

図表 37 モデル事業の実施効果（処理先の確定（処理の実施） 

（問４―４―（１）） 

項目 そう思う 
ややそう 
思う 

ややそう 
思わない 

そう 
思わない 

その他 

(ア)処理フロー（廃棄物処理・
リサイクル業者の活用等）につ
いて具体的にイメージすること
ができた 

 ２    

(イ)処理フロー（廃棄物処理・
リサイクル業者の活用等）の構
築を適切に行うことができた 

 ２    

(ウ)処理困難物等の受け入れ先
を具体的にイメージすることが
できた 

 ２    

(エ)処理困難物等の受け入れ先
の確保を適切に行うことができ
た（業者等にすぐに連絡がで
き，依頼できた 

 ２    

(オ)仮置場の必要面積について
具体的にイメージすることがで
きた 

 ２    

 (カ)仮置場の必要面積の算定
を適切に行うことができた 

 ２    

(キ)仮置場の候補（場所）につ
いて具体的にイメージすること
ができた 

 ２    

(ク)仮置場の確保を適切に行う
ことができた（すぐに具体的な
場所を確保できた） 

 ２    

(ケ)仮置場の運営について具体
的にイメージすることができた 

 ２    

(コ)仮置場の運営を適切に行う
ことができた 

 ２    

(サ)最終処分地の候補（場所）
について具体的にイメージする
ことができた 

 ２    

(シ)最終処分地の確保を適切に
行うことができた（すぐに具体
的な場所を確保できた） 

 ２    

※数字は市（回答）の数 

 

2) 問４－４－（１）の内容のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時

の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－４－（２）） 
 問４－１（２）に同じ 
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オ 平成30年７月豪雨を踏まえ，今後モデル事業として工夫すべきことについて（問５） 

(ｱ)平成30年７月豪雨災害時の対応を踏まえ，今後モデル事業として工夫すべきこと，改善点，

要望等（自由記述） 
◆計画の実効性確保に重点を置いた事業の実施 

○策定自治体内に検討会を設置する。 

検討会には，既存計画との整合や広域処理に関する連携体制確保のため，国・県・必要に

応じて周辺自治体の職員を招聘する。 

○南海トラフ巨大地震など，大規模な地震災害のみを想定した計画にならないよう，小規模

地震や風水害など様々な規模・性質の災害に関する記載についても十分検討すること。 

土砂災害と地震災害，大規模災害と小規模災害では，処理の流れや初動が異なる他，必要

となる仮置場などにも違いが生じることから事前の検証が必要。 

○実効性の高い計画となるよう，処理を担う部局についてある程度明確に規定すること。 

策定した計画が十分に機能するためには，関係部局の理解を得ながら策定する必要がある。 
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(4)考察とまとめ 

ア モデル事業の進め方 

(ｱ)各自治体の評価 

・「計画策定に必要な情報の収集分析結果はわかりやすいものだった」，「スケジュール（支援の

開始時期，終了時期，期間の長さ）・打合せの頻度・現地調査の実施内容は適切だった」,「意

見交換会の実施内容は適切だった」と評価している。 

(ｲ)今後の方向性 

・進め方全般については，概ね評価がよいことから，引き続きモデル事業を継続し，処理困難

物の適正処理を推進することが望ましい。 

・モデル事業を継続する場合，災害の種類によって，発生する処理困難物の種類も異なること

から，地震災害だけでなく，豪雨災害等についても対象とすることが望ましい。 

 

イ 処理計画の策定状況 

(ｱ)各自治体の状況 

・１市はモデル事業実施後に処理計画が策定されており，もう１市はモデル事業実施後に処理

計画が改定されている。モデル事業を実施したことで処理計画の策定・改定が進んだと評価

することができる。 

(ｲ)今後の方向性 

・引き続きモデル事業を継続し，計画策定を推進することが望ましい。 

 

ウ 平成30年７月豪雨時の効果 

(ｱ)各自治体の評価 

・各対応事項とも，モデル事業の実施効果があったと評価されている。 

(ｲ)今後の方向性 

・引き続きモデル事業を継続し，災害時の適切な対応に資することが望ましい。 
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2.「大規模災害時における災害廃棄物処理計画策定モデル事業」の効果

検証等 

(1)大規模災害時における災害廃棄物処理計画策定モデル事業について 

ア 目的 

国土強靱化基本計画（平成26年６月３日閣議決定）において，自治体による災害廃棄物処理

計画の策定を推進することが政府の目標として定められた。 

大規模災害時における災害廃棄物処理計画策定モデル事業（以下，「本モデル事業」という。）

は，自治体における災害時の廃棄物処理課題に着目した実効性の高い計画の策定（改定）を推

進するため，主に災害廃棄物処理対策への予算や人員が限られている中小規模の自治体におい

て，計画策定にあたっての課題に対応するとともに，必要な情報の収集・分析を実施すること

により当該自治体の計画の策定（改定）を支援するものである。 
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イ 対象 

本モデル事業は，平成29年度及び30年度の２か年度あわせて51の市町村（一部事務組合含む）

を対象に実施された。対象市町村（一部事務組合含む）は，下表のとおり。 

 

図表 38 モデル事業の対象自治体 

 

 

ウ 概要 

本モデル事業では，主に地震災害を想定し，災害廃棄物発生量の推計や仮置場必要面積の推

計等の計画策定に必要な基礎検討を行ったほか，ヒアリング等を通じて廃棄物処理実施上の課

題の整理等も実施した。実施概要は，次頁のとおり。（※資料は平成30年度の概要） 

  

年度 県 市区町村（※） 年度 県 市区町村（※）
川本町 山口県 周南地区衛生施設組合
美郷町 丸亀市
邑南町 善通寺市
邑智郡総合事務組合 琴平町
笠岡市 多度津町
井原市 まんのう町
浅口市 中讃広域行政事務組合
里庄町 八幡浜市
矢掛町 新居浜市
岡山県西部衛生施設組合 西条市
岡山県西部環境整備施設組合 西予市
岡山県井原地区清掃施設組合 伊方町
三原市 南国市
尾道市 香南市
福山市 香美市
府中市 香南清掃組合
安芸高田市 玉野市
北広島町 真庭市
世羅町 新庄村
神石高原町 岡山県中部環境施設組合
芸北広域環境施設組合 砥部町
下松市 松野町
岩国市 鬼北町
光市 愛南町
周南市 宇和島地区広域事務組合
和木町

※一部事務組合含む

島根県

山口県

平成29年
高知県

愛媛県

香川県

広島県

岡山県

平成30年

岡山県

愛媛県

平成29年
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図表 39 モデル事業の概要（平成30年度のもの） 

 

 
（出典）環境省「モデル事業を通じた自治体の災害廃棄物処理対策の充実」 

http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/  
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(2)調査概要 

ア 調査目的 

環境省中国四国地方環境事務所では，災害廃棄物の適性円滑な処理のため，各自治体の災害

廃棄物処理計画の策定支援を進めている。 
本調査は，近年大規模な災害が多発していることを踏まえ，過年度実施した「大規模災害時

における災害廃棄物処理計画策定モデル事業」に関し，事業効果の検証や事業内容の改善等を

行うために実施するものである。 

イ 調査方法 

本調査は過年度「大規模災害時における災害廃棄物処理計画策定モデル事業」の採択を受け

た自治体の現在の担当者宛に電子メールにて送付し，電子メールで回答を得た。 

51自治体を対象として実施し，51自治体から回答があった（回答率100％）。 

なお，特殊な事情のある場合は郵送またはFAXにて実施した。 

ウ 設問概要 

以下の各項目について，回答を得た（「Ｎ」は当該設問の回答者数） 

 

図表 40 設問概要（設問フロー） 

 

問１ 回答者について

問２ モデル事業の進め方について

問３－１ 処理計画の策定状況について

問３－２
計画の策定時期／
モデル事業を実施してよかったこと等

問３－３
計画の策定予定時期／
今後サポートを求めること等

問４ 平成３０年７月豪雨の初動対応について

問５ 平成３０年７月豪雨の復旧・復興対応について

問６ 平成３０年７月豪雨を踏まえたモデル事業の工夫すべき点

N=51

処理計画の策定の有無

平成３０年７月豪雨の
対応の有無

N=21 N=20

N=16

N=35

有 無

有

無

一部事務組合N=10
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(3)調査結果 

ア 回答者について（問１） 

・51％が「モデル事業実施当時の担当者である」と回答した。 

・69％が「平成30年7月豪雨時に災害廃棄物処理を実施した」と回答した。 

 

図表 41 モデル事業実施当時の担当者か 

（問１－１） 

 
 

図表 42 平成30年７月豪雨時に災害廃棄物処理を実施したか 

（問１－２） 

 
 

 

  

はい

51.0%いいえ

49.0%

不明（無回答）

0.0%

（N=51）

実施した

68.6%

実施しなかった

31.4%

不明（無回答）

0.0%

30

（N=51）
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イ モデル事業の進め方について（問２） 

(ｱ)複数の自治体を対象に同時並行で実施したことについて（問２－１） 
・77％が「今後の対策の参考になった」と回答した。 

 

図表 43 複数の自治体を対象に同時並行でモデル事業を実施した感想 

（問２－１） 

 

 

◆その他の内容 
・災害時における市町村・組合の対応や役割が確認できたので，計画を作成する上で参考に

なった。 

・自費解体だったため検証が困難である。 

・モデル事業に携わっていなかったため不明 

・お互いの状況（仮置場）等がよく分かった。 

・同時並行のメリットは特になかった 

 

 

  

9.8%

35.3%

33.3%

76.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

複数の自治体で一緒に取り組んだことにより、

災害発生時に連携しやすくなった

複数の自治体で一緒に取り組んだことにより、

互いに災害時の対応について具体的な話がで

き、計画の内容のイメージがしやすくなった

一緒に取り組んだ自治体の廃棄物対策の状況

がわかり、今後の対策の参考になった

（N=51）
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(ｲ)モデル事業の進め方全般について感じられた点（問２－２） 
・各設問について，約90％が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

 

図表 44 モデル事業の進め方全般について，感じられた点 

 

  

15.7%

13.7%

9.8%

21.6%

19.6%

72.5%

70.6%

80.4%

66.7%

68.6%

9.8%

9.8%

5.9%

9.8%

9.8%

3.9%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

0% 50% 100%

(ア)計画策定に必要な情報の収集分

析結果はわかりやすいものだった

(イ)スケジュール（支援の開始時期、

終了時期、期間の長さ）は適切だった

(ウ)打合せの頻度は適切だった

(エ)現地調査の実施内容は適切だっ

た（役に立った）

(オ)意見交換会の実施内容は適切

だった

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない 不明（無回答）

（N=51）
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図表 45 モデル事業の進め方全般について，感じられた点 

（問２－２ 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 46 モデル事業の進め方全般について，感じられた点 

（問２－２ 回答者が当時の担当者でない場合） 

 

23.1%

11.5%

7.7%

26.9%

23.1%

61.5%

69.2%

80.8%

57.7%

61.5%

15.4%

15.4%

7.7%

15.4%

15.4%

3.8%

3.8%

0% 50% 100%

(ア)計画策定に必要な情報の収集分

析結果はわかりやすいものだった

(イ)スケジュール（支援の開始時期、

終了時期、期間の長さ）は適切だった

(ウ)打合せの頻度は適切だった

(エ)現地調査の実施内容は適切だっ

た（役に立った）

(オ)意見交換会の実施内容は適切

だった

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=26）

8.0%

16.0%

12.0%

16.0%

16.0%

84.0%

72.0%

80.0%

76.0%

76.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

0% 50% 100%

(ア)計画策定に必要な情報の収集分

析結果はわかりやすいものだった

(イ)スケジュール（支援の開始時期、

終了時期、期間の長さ）は適切だった

(ウ)打合せの頻度は適切だった

(エ)現地調査の実施内容は適切だっ

た（役に立った）

(オ)意見交換会の実施内容は適切

だった

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=25）
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(ｳ)改善点及び改善方法について（問２－３） 

モデル事業の進め方に関する各設問（問２－２）について「そう思わない」または「ややそ

う思わない」と回答した回答者から，それぞれの具体的な改善点及び改善方法として以下の内

容が挙げられた。 

1)計画策定に必要な情報の収集分析結果 
・南海トラフ巨大地震以外の災害についての検討がなく，情報が不足していた。 

・実際には平成30年７月豪雨で大きな被害がなく，実働できなかったため必要な情報収集が

できていない。 

・市町担当者との打ち合わせを綿密に行う必要性があると思いました。 

・合併後の市全体のものであったため，旧町単位の計画も必要。 

2)スケジュール（支援の開始時期，終了時期，期間の長さ） 
・かなり広範囲の自治体を調査されており，請負事業者の方も調査に長期間を要するのでは

ないかと思いました。 

・開始時期の早期化もしくは期間の長期化。 

・町では平成30年度中に計画策定を目指していたので，モデル事業と同時期となり，支援開

始時期を前年度にしていればよかった。 

・短期間であった。 

3)打合せの頻度 
・市町担当者との打ち合わせがもっと出来ていれば，意見交換会のテーマや仮置場の調査も

充実したものになっていたかもしれません。 

・少ない。 

・災害対応で少なかった。 

4)現地調査の実施内容 
・こちらで調査した場所へ案内しただけですが，外部の調査で仮置場として提案していただ

ける場所があれば，参考になったと思います。 

・災害対応で調査については仮置場候補地のみとなった。 

・現地調査をもっとするべき。 

5)意見交換会の実施内容 
・メンバーや連絡方法について，市町担当者と十分な打ち合わせがあれば，会議のトラブル

も少なかったのではないかと思います。 

・県の応援体制が不十分。 
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(ｴ)その他モデル事業の進め方や内容についての意見・要望（自由記述）（問２－４） 
◆対象とする災害の選定について 

・南海トラフ巨大地震に対する検討は必要だが，もっと身近に起こりうる災害を想定したモ

デル事業もあれば良かったのではないか。 

・モデル事業の進め方については，支援もしていただきながら，また他の市町の情報を受け

ながら進めていければと思う。特に北広島町はH30.7豪雨災害の被害がなく，計画策定に遅

れが生じているのではないかと懸念している。他の市町の皆様は災害対応が大変だったと

思うが，その教訓等アドバイスいただければと思う。 

◆各市町の実態に合わせた検討 

・モデル地域の特性を十分把握し，その特性に応じた災害廃棄物処理の考え方が必要と感じ

ました。他地域と比べた状況については，外部の方からの意見が有効だと思います。一般

論で進めていくことが基本だと思いますが，せっかくのモデル事業ですので，もっと踏み

込んだ提案が出来ればよかったと思っています。それには，市町担当者との打ち合わせ時

間や現地調査の時間がかなり必要となりますが，委託費用や委託期間の問題も予想されま

す。 

・地域内の関係機関で具体的な連携の話まで出来るとよいと思う。 

・香川県が作成した災害廃棄物処理計画のひな型に沿って，作成していただきたかった。 

・当施設において，災害発生時には設備の総点検後，ごみピットの残量および法定検査（焼

却炉の整備状況含む）などの状況から年間操業計画の見直しと，２炉運転で焼却処理可能

である最大ごみ焼却量を算出し，構成３市から搬入される災害廃棄物（可燃ごみに限る。）

の量をコントロールしていく必要があると考えますが，そのような意見交換をする時期は，

今の進捗状況を考察するとまだ先のように思えます。災害発生前にイメージを共有してお

く必要があると考えます。 

・自治体の財政事情もあるためモデル事業は今後も実施していただきたい。 

◆モデル事業としての支援内容の更新 

・東日本，熊本等人命に損害を与える災害事例から，最近は台風や豪雨等生活再建に主眼が

置かれる災害が頻発していることから，市町村，住民の災害廃棄物に対する考え方も平成

29年度のモデル事業策定時期より変わってきていると感じています。 

・災害ごみに対する市町村や住民の意識が変わってきているこの時期に，住民を巻き込んだ

災害ごみの仮置場計画等具体的な対策を広域的な視点で検討出来ればより実効性の高い計

画が策定できると思います。 

◆その他 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明 
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ウ モデル事業実施後の災害廃棄物処理計画の策定状況について（問３） 

(ｱ)災害廃棄物処理計画の策定状況について（問３－１） 
・51%が「策定済み」と回答した。 

 

図表 47 災害廃棄物処理計画の策定状況 

（問３－１） 

 
 

◆その他の内容 

・災害廃棄物等処理計画を含めて地域防災計画を策定しているが，別に災害廃棄物処理マ

ニュアルを策定予定。 

・今回策定していただいた処理計画を町の災害廃棄物処理計画とした。 

・策定に向けて関係部署と協議中（予算等） 

・モデル事業を実施しているため。 

 

 

 

  

策定済

51.2%策定中

39.0%

その他

9.8%

不明（無回答）

0.0%

（N=41）
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(ｲ)災害廃棄物処理計画策定済みの自治体について（問３－２） 

1)計画を策定した時期（問３－２－（１）） 
・平成30年度に策定したと回答した自治体が最も多かった。 

計画の策定時期とそれらの件数は以下のとおりである。 

◆令和元年度 

2019（R1）年 9月：1 件 

◆平成30年度 

2019（H31）年 3 月：14件 

◆平成29年度 

2018（H30）年 3 月：2件 

2017（H29）年 12 月：1件 

◆平成28年度 

2017（H29）年 3 月：2件 

 

2)モデル事業を実施したことで計画策定上よかった点（問３－２－（２）） 
・91％が「担当者・担当部局の災害廃棄物処理に関する理解が進んだ」と回答した。 

 

図表 48 モデル事業を実施した感想モデル事業を実施したことで計画策定上よかった点 

（問３－２－（２）） 

 
 

  

0.0%

0.0%

4.8%

33.3%

90.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

計画策定に必要な人員を確保しやすくなった

計画策定に必要な予算を確保しやすくなった

関係部局の災害廃棄物処理に関する理解が

進んだ

担当者・担当部局の災害廃棄物処理に関する

理解が進んだ

【モデル事業を実施したことで計画策定上、よかった点】

（N=21）
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3)計画を策定するうえで苦労した点（自由記述）（問３－２－（３）） 
・計画策定業務に着手した直後に平成30年７月豪雨により被災したため，災害廃棄物の処理

に追われ，計画策定に必要な検討の時間が十分確保できなかった。 

・災害対応しながらの策定となったため体制的に不備があった。 

・県の市町災害廃棄物策定ガイドラインを参考に策定した。南海トラフ巨大地震による災害

廃棄物の発生量を想定して策定したが，町内で確保できる仮置場が少なく，仮置場の選定

確保等に苦慮した。 

・仮置場候補地の選定。 

・業者選定。 

・作業の手間がかかり仕事量は増えるが，人員は増やしてくれない。 

・他部局との細かい調整。 

 

4)モデル事業実施後，策定までの間に県や国のサポートがあるとよかったと思う点（自由記

述）（問３－２－（４）） 
・きめ細かいサポートなり助言があると進めやすいのでは。 

・本町の処理計画策定に必要な発生量の推計および中間処理施設のデータ等を成果品から抜

粋できたため効率的に策定できた。 

・モデル事業実施と町計画策定時期が同時期であったため，モデル事業を町計画策定の１年

前に実施しておけばモデル事業成果品を参考に余裕を持って策定できた。 

 

5)計画の今後の見直し予定（問３－２－（５）） 
・62％が今後の見直し計画が「あり」と回答した。 

 

図表 49 計画の今後の見直し予定 

（問３－２－（５）） 

 
  

あり

61.9%

なし

38.1%

不明（無回答）

0.0%

（N=21）
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※以下は「5）計画の今後の見直し予定」で見直し予定が「あり」と回答した自治体の回答 

6)今後の具体的な見直し予定について（問３－２－（６）） 
・56%が「定期的」もしくは「関連計画の修正にあわせて」見直しをすると回答した。 

 

図表 50 計画の見直し予定時期設定の考え方 

（問３－２－（６）） 

 

◆具体的な内容 

①  定期的に更新（具体的な頻度） 

・３～４年に１回程度定期的に更新 

・２年１回程度定期的に更新 

②  関連計画の修正にあわせて更新（具体的な関連計画） 

・県・市・町地域防災計画 

・県災害廃棄物処理計画 

・法令，国の関連指針，  

・一般廃棄物処理基本計画 

③  その他（具体的な内容） 

・内容等の精査修正 

・計画が対象としている大規模災害の被害想定の見直し等の前提条件に変更があった場合 

・前提条件（被害想定等）の変更，改善すべき点が見つかったとき 

・策定後期間が経過していないため確定ではないが見直しは行う予定 

・必要が生じたとき見直しする 

・未定 

◆見直しの予定時期 

・2021年３月 

・2023年３月 

・未定 

  

定期的に更新

する
12.5%

関連計画の修

正にあわせて

更新する

43.8%

その他

43.8%

（N=13）
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※以下は「３．（1）災害廃棄物処理計画の策定状況」で「策定中」または「その他」と回答した

自治体の回答 

(ｳ)災害廃棄物処理計画が未策定の自治体について（問３－３） 

1)計画策定予定時期（問３－３－（１）） 
・75％が「計画策定予定時期が決まっている」と回答した。 

 

図表 51 計画の策定予定時期 

（問３－３－（１）） 

 
 

2)計画を策定するうえで苦労している点（自由記述）（問３－３－（２）） 
◆仮置場の選定について 

・仮置場の設定（そもそも該当する土地が無い，などの理由から）。 

◆計画の実効性について 

・仮置場等，具体例を出しているが実際には利用できない（避難所になる）など懸念される。

モデル事業でどこまで計画が定められるのかわからない。 

・実効性のある計画とできるのかどうか。 

・環境省の災害廃棄物処理指針や県の災害廃棄物処理計画に整合しているか。 

・組織体制をどうするか。 

・関係部署や業者等との連携についてどこまで協議を進めていくか。 

・計画策定にあたっては，民間委託事業者の協力を得て，平成30年度に「資料編」（発生量推

計，必要資機材の備蓄等）を策定し，今年度は「本計画」の素案が出来上がったところで

す。本計画に盛り込んでいる初動体制や処理対応等は，基本・原則にとどめており，今後，

庁内でコンセンサスを得た後，住民へ広く周知をしていく予定です。一方で，平成30年７

月豪雨災害の経験を踏まえると，災害廃棄物処理への迅速な処理など，住民からの関心も

高まっている中，実効性のある計画策定を見据えた場合，特に仮置場への対応や，処理フ

ロー等は，より具体的な事項が求められるのではないだろうか，必要ではないだろうか，

といった懸念も抱いているところであり，計画策定の意義やスタンスをどう位置付けてい

くことが必要なのか，思案している最中です。 

◆策定のきっかけについて 

・勉強した担当が異動となり，一から始めなければならないこと。繰越事業で公費解体を行

うなど計画はしているがほとんど手が付けられていない状況。 

決まっている

75.0%

決まっていない

25.0%

不明（無回答）

0.0%

（N=20）
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・委託先の選定や協定を進めていかなければならないが，平成30年７月豪雨で実働がないこ

とにより手探り状態である。 

・事務組合の構成市町の事例を参考に策定することになると思うが，進まないのが現状であ

る。 

・本市では，地域防災計画の中で仮置場の設定し，災害廃棄物の排出量等はモデル事業等で

推計できていることから，災害廃棄物処理マニュアルを策定することとしているが，現時

点で策定できていない。 

 

3)モデル事業実施後，策定までの間に県や国のサポートがあるとよいと思う点（自由記述）

（問３－３－（３）） 
・今年度，県においては，市町村等を対象に，災害廃棄物処理対策に係る研修会を定期的に

開催していただいています。全国的に，大規模な自然災害が多発している中，次年度以降

も継続して年複数回し，国の助言，他自治体の多様な事例など，情報共有できる機会の場

を設定していただくことが必要であると痛感しています。 

・災害廃棄物処理の初動マニュアルでは，県等の方のサポートが一度あった。アドバイスも

あり，未稿部分を埋めることができる。災害廃棄物処理計画も一緒に読み通していただき，

他の市町の事例や情報も教えていただければ非常に助かると思う。 

・県域を越えた自治体間の協定の策定まで支援を頂きたい。 

・自治体職員が少ないことから，応援体制が迅速に行われれば，専門的な観点から災害への

対応ができるのでは。 

・雛形を示してほしい。 

・策定について，県より補助があり，策定に向けて準備がしやすい環境であった。 

・処理困難物について（具体的な処理方法，処理委託先等）。 
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エ 平成30年７月豪雨の初動対応について（問４） 

(ｱ)「対応組織と役割分担」について（問４－１） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－１－（１）） 
 

◆「廃棄物担当部局のなかでの役割分担」について 

・「具体的にイメージすることができたか」または「適切に実施することができたか」という

設問に対し，いずれも約50%以上が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

◆「庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役割分担」について 

・「具体的にイメージすることができたか」または「適切に実施することができたか」という

設問に対し，いずれも約40％が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

◆「関係機関への応援依頼」について 

・「関係機関を具体的にイメージすることができたか」または「関係機関へ依頼する内容を具

体的にイメージすることができたか」という設問に対し，いずれも約40％が「そう思う」

または「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約45％が「そう思う」または「やや

そう思う」と回答した。 

 

 

図表 52 モデル事業の実施効果（対応組織と役割分担） 

（問４－１－（１）） 
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40.0%
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31.4%

42.9%

17.1%
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28.6%
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22.9%
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11.4%

8.6%
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11.4%
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0% 50% 100%

(ア)廃棄物担当部局のなかでの役割分担につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)廃棄物担当部局のなかでの役割分担を適

切に行うことができた

(ウ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を具体的にイメージすることができた

(エ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を適切に行うことができた

(オ)応援を依頼する関係機関について具体的

にイメージすることができた

(カ)関係機関へ応援を依頼する内容について

具体的にイメージすることができた

(キ)関係機関への応援依頼を適切に行うこと

ができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 53 モデル事業の実施効果（対応組織と役割分担） 

（問４－１－（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 54 モデル事業の実施効果（対応組織と役割分担） 

（問４－１－（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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0% 50% 100%

(ア)廃棄物担当部局のなかでの役割分担につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)廃棄物担当部局のなかでの役割分担を適

切に行うことができた

(ウ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を具体的にイメージすることができた

(エ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を適切に行うことができた

(オ)応援を依頼する関係機関について具体的

にイメージすることができた

(カ)関係機関へ応援を依頼する内容について

具体的にイメージすることができた

(キ)関係機関への応援依頼を適切に行うこと

ができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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0% 50% 100%

(ア)廃棄物担当部局のなかでの役割分担につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)廃棄物担当部局のなかでの役割分担を適

切に行うことができた

(ウ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を具体的にイメージすることができた

(エ)庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役

割分担を適切に行うことができた

(オ)応援を依頼する関係機関について具体的

にイメージすることができた

(カ)関係機関へ応援を依頼する内容について

具体的にイメージすることができた

(キ)関係機関への応援依頼を適切に行うこと

ができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・役割分担について，曖昧なまま進めたものもあった。 

・少量であったため，担当部局で対応した。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 
 

2) 問４－１－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－１－（２）） 
・平成30年７月豪雨時には本市の災害廃棄物処理計画は未策定であったが，モデル事業を参

考にして計画策定業務委託の仕様書を作成済みであったため，大まかな手順をイメージす

ることは非常に容易だった。 

・仮置場を事前に設定していたことから，速やかに仮置場を設定し，分別等の作業を庁内で

分担し，実施することができた。 

・仮置場内の廃棄物分別・管理について応用ができた。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｲ)「情報収集整理」について（問４－２） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－２－（１）） 
 

◆情報収集について 

・「発生する災害廃棄物の種類・情報の内容」に関する「具体的にイメージすることができた

か」という設問に対し，約70％が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

・「情報の収集先」に関する「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約

50％が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

・「収集する情報の内容」に関する「具体的にイメージすることができたか」という設問に対

し，約50％が「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約45％が「ややそう思う」と回答し

た。 

◆収集した情報の整理について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約45％が「ややそう思う」と

回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約45％が「そう思う」または「やや

そう思う」と回答した。 

 

 

図表 55 モデル事業の実施効果（情報収集整理） 

（問４―２―（１）） 
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11.4%

11.4%
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11.4%

11.4%

0% 50% 100%

(ア)情報収集に際し，発生する災害廃棄物の

種類について具体的にイメージすることができ
た

(イ)情報の収集先について具体的にイメージす

ることができた

(ウ)収集する情報の内容について具体的にイ

メージすることができた

(エ)情報収集を適切に行うことができた

(オ)収集した情報の整理方法について具体的

にイメージすることができた（発生量推計のた

めの整理等）

(カ)収集した情報の整理を適切に行うことがで

きた（発生量推計のための整理等）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 56 モデル事業の実施効果（情報収集整理） 

（問４―２―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 57 モデル事業の実施効果（情報収集整理） 

（問４－２－（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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0% 50% 100%

(ア)情報収集に際し，発生する災害廃棄物の

種類について具体的にイメージすることができ

た

(イ)情報の収集先について具体的にイメージ

することができた

(ウ)収集する情報の内容について具体的にイ

メージすることができた

(エ)情報収集を適切に行うことができた

(オ)収集した情報の整理方法について具体的

にイメージすることができた（発生量推計のた

めの整理等）

(カ)収集した情報の整理を適切に行うことがで

きた（発生量推計のための整理等）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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0% 50% 100%

(ア)情報収集に際し，発生する災害廃棄物の

種類について具体的にイメージすることができ

た

(イ)情報の収集先について具体的にイメージ

することができた

(ウ)収集する情報の内容について具体的にイ

メージすることができた

(エ)情報収集を適切に行うことができた

(オ)収集した情報の整理方法について具体的

にイメージすることができた（発生量推計のた

めの整理等）

(カ)収集した情報の整理を適切に行うことがで

きた（発生量推計のための整理等）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問４－２－（１）の内容のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時

の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－２－（２）） 
・平成30年７月豪雨時には本市の災害廃棄物処理計画は未策定であったが，モデル事業を参

考にして計画策定業務委託の仕様書を作成済みであったため，大まかな手順をイメージす

ることは非常に容易だった。 

・仮置場を事前に設定していたことから，速やかに仮置場を設定し，分別等の作業を庁内で

分担し，実施することができた。 

・仮置場内の廃棄物分別・管理について応用ができた。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｳ)「避難所ごみ・し尿の収集」について（問４－３） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－３（１）） 
 
◆「発生量・収集量」について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約20％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「推計を適切に行うことができたか」という設問に対し，約15％が「ややそう思う」と回答

した。 

◆「収集ルート」について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約25％が「ややそう思う」と

回答した。 

・「適切に設定することができたか」という設問に対し，約15％が「ややそう思う」と回答し

た。 

◆「運搬先」について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約30％が「ややそう思う」と

回答した。 

・「適切に確保することができたか」という設問に対し，20％が「ややそう思う」と回答した。 

 

 

図表 58 モデル事業の実施効果（避難所ごみ・し尿の収集） 

（問４―３―（１）） 
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(ア)発生量・収集量について具体的にイメージ

することができた

(イ)発生量・収集量の推計を適切に行うことが

できた

(ウ)収集ルートについて具体的にイメージする

ことができた

(エ)収集ルートの設定を適切に行うことができ

た

(オ)運搬先（処理施設）について具体的にイ

メージすることができた

(カ)運搬先（処理施設）の確保を適切に行うこと

ができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 59 モデル事業の実施効果（避難所ごみ・し尿の収集） 

（問４―３―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 60 モデル事業の実施効果（避難所ごみ・し尿の収集） 

（問４－３－（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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(ア)発生量・収集量について具体的にイメージ

することができた

(イ)発生量・収集量の推計を適切に行うことが

できた

(ウ)収集ルートについて具体的にイメージする

ことができた

(エ)収集ルートの設定を適切に行うことができ

た

(オ)運搬先（処理施設）について具体的にイ

メージすることができた

(カ)運搬先（処理施設）の確保を適切に行うこ

とができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施時の担当者 N=18）
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0% 50% 100%

(ア)発生量・収集量について具体的にイメージ

することができた

(イ)発生量・収集量の推計を適切に行うことが

できた

(ウ)収集ルートについて具体的にイメージする

ことができた

(エ)収集ルートの設定を適切に行うことができ

た

(オ)運搬先（処理施設）について具体的にイ

メージすることができた

(カ)運搬先（処理施設）の確保を適切に行うこ

とができた（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・避難所は短期間で閉鎖されたため実施せず。 

・避難所未設置のため，未実施。 

・避難所ごみについては，短期のものしか開設しておらず，運営担当で持ち帰る程度で問題

なかった。仮設トイレの設置は行っていない。 

・通常どおりの処理が可能であった。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 
 

2) 問４－３－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－３（２）） 
・対策本部との連携によるごみの発生量の推計はできたと思う。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｴ)「排出ルール等の広報」について（問４－４） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問４－４（１）） 
 

◆住民への周知について 

・内容について，「具体的にイメージできたか」という設問に対し，約45％が「そう思う」ま

たは「ややそう思う」と回答した。 

・方法について，「具体的にイメージできたか」という設問に対し，約50％が「ややそう思う」

と回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約35％が「ややそう思う」と回答し

た。 

◆ボランティアへの周知について 

・内容について，「具体的にイメージできたか」という設問に対し，約25％が「そう思う」ま

たは「ややそう思う」と回答した。 

・方法について，「具体的にイメージできたか」という設問に対し，約25％が「ややそう思う」

と回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約15％が「ややそう思う」と回答し

た。 

 

 

図表 61 モデル事業の実施効果（排出ルール等の広報） 

（問４―４―（１）） 
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(ア)住民へ周知する内容について具体的

にイメージすることができた

(イ)住民へ周知する方法について具体的

にイメージすることができた

(ウ)住民への周知を適切に行うことができ

た

(エ)ボランティアへ周知する内容について

具体的にイメージすることができた

(オ)ボランティアへ周知する方法について

具体的にイメージすることができた

(カ)ボランティアへの周知を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 62 モデル事業の実施効果（排出ルール等の広報） 

（問４―４―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 63 モデル事業の実施効果（排出ルール等の広報） 

（問４－４－（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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5.6%

11.1%

11.1%

11.1%

16.7%

16.7%

16.7%

38.9%

38.9%

44.4%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

(ア)住民へ周知する内容について具体的

にイメージすることができた

(イ)住民へ周知する方法について具体的

にイメージすることができた

(ウ)住民への周知を適切に行うことができ

た

(エ)ボランティアへ周知する内容について

具体的にイメージすることができた

(オ)ボランティアへ周知する方法について

具体的にイメージすることができた

(カ)ボランティアへの周知を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施時の担当者 N=18）

41.2%

41.2%

35.3%

29.4%

29.4%

29.4%

23.5%

23.5%

29.4%

17.6%

17.6%

17.6%

5.9%

5.9%

5.9%

17.6%

17.6%

17.6%

29.4%

29.4%

35.3%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

11.8%

0% 50% 100%

(ア)住民へ周知する内容について具体的

にイメージすることができた

(イ)住民へ周知する方法について具体的

にイメージすることができた

(ウ)住民への周知を適切に行うことができ

た

(エ)ボランティアへ周知する内容について

具体的にイメージすることができた

(オ)ボランティアへ周知する方法について

具体的にイメージすることができた

(カ)ボランティアへの周知を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・ボランティア担当（社会福祉協議会）と連携が取れなかった。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問４－４－（１）の内容のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時

の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問４－４－（２）） 
・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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オ 平成30年７月豪雨の復旧・復興対応について（問５） 

(ｱ)「処理フローの構築」について（問５－１） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問５－１（１）） 
 
◆「処理フロー（一般廃棄物処理施設，廃棄物処理，リサイクル業者の活用等）」について 

・「具体的にイメージすることができたか」または「適切に構築することができたか」という

設問に対し，いずれも約55%以上が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

◆「発生量の推計」について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約45％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約35％が「ややそう思う」と回答し

た。 

◆「処理期間の整理」について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約35％が「ややそう思う」と

回答した。 

・「適切に実施することができたか」という設問に対し，約35％が「そう思う」または「やや

そう思う」と回答した。 

 

 

図表 64 モデル事業の実施効果（処理フローの構築） 

（問５―１―（１）） 

 

  

11.4%

5.7%

2.9%

5.7%

54.3%

51.4%

42.9%

34.3%

34.3%

31.4%

11.4%

20.0%

28.6%

37.1%

37.1%

31.4%
2.9%

11.4%

11.4%

14.3%

17.1%

17.1%

17.1%

11.4%

11.4%

11.4%

11.4%

11.4%

11.4%

0% 50% 100%

(ア)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）について具体
的にイメージすることができた

(イ)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）の構築を適切

に行うことができた

(ウ)災害廃棄物発生量の推計について具体的

にイメージすることができた

(エ)災害廃棄物発生量の推計を適切に行うこ

とができた

(オ)処理期間の整理について具体的にイメー

ジすることができた

(カ)処理期間の整理を適切に行うことができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 65 モデル事業の実施効果（処理フローの構築） 

（問５―１―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 66 モデル事業の実施効果（処理フローの構築） 

（問５－１―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 

 

16.7%

5.6%

5.6%

5.6%

61.1%

50.0%

50.0%

38.9%

38.9%

38.9%

5.6%

27.8%

22.2%

38.9%

38.9%

27.8%
5.6%

11.1%

11.1%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

(ア)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）について具体

的にイメージすることができた

(イ)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）の構築を適切
に行うことができた

(ウ)災害廃棄物発生量の推計について具体的

にイメージすることができた

(エ)災害廃棄物発生量の推計を適切に行うこ

とができた

(オ)処理期間の整理について具体的にイメー

ジすることができた

(カ)処理期間の整理を適切に行うことができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）

5.9%

5.9%

5.9%

47.1%

52.9%

35.3%

29.4%

29.4%

23.5%

17.6%

11.8%

35.3%

35.3%

35.3%

35.3%

11.8%

11.8%

11.8%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

0% 50% 100%

(ア)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）について具体

的にイメージすることができた

(イ)処理フロー（一般廃棄物処理施設、廃棄物

処理・リサイクル業者の活用等）の構築を適切
に行うことができた

(ウ)災害廃棄物発生量の推計について具体的

にイメージすることができた

(エ)災害廃棄物発生量の推計を適切に行うこ

とができた

(オ)処理期間の整理について具体的にイメー

ジすることができた

(カ)処理期間の整理を適切に行うことができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・役割分担について，曖昧なまま進めたものもあった。 

・少量であったため，担当部局で対応した。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問５－１－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－１－（２）） 
・処理施設の確保に早期に着手することができた。 

・発生量の推計や災害査定時の様式があればよいと思います。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｲ)「がれきの収集運搬体制の構築」について（問５－２） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問５－２－（１）） 
 

◆がれきの収集運搬に必要な資機材と体制（産廃処理事業者や建設業者との連携等）について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約35％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に構築することができたか」という設問に対し，約30％が「そう思う」または「やや

そう思う」と回答した。 

◆がれきの収集ルートについて 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約30％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に設定することができたか」という設問に対し，約30％が「そう思う」または「やや

そう思う」と回答した。 

 

 

図表 67 モデル事業の実施効果（がれきの収集運搬体制の構築） 

（問５－２－（１）） 

 

  

2.9%

2.9%

2.9%

2.9%

34.3%

28.6%

28.6%

25.7%

22.9%

22.9%

22.9%

22.9%

2.9%

2.9%

2.9%

34.3%

34.3%

34.3%

37.1%

5.7%

8.6%

8.6%

8.6%

0% 50% 100%

(ア)がれきの収集運搬に必要な資機材と体制

（産廃処理事業者や建設業者との連携等）につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)がれきの収集運搬に必要な資機材の確保

と体制（産廃処理事業者や建設業者との連携
等）の構築を適切に行うことができた（業者等

にすぐに連絡、依頼できた）

(ウ)がれきの収集ルートについて具体的にイ

メージすることができた

(エ)がれきの収集ルートの設定を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 68 モデル事業の実施効果（がれきの収集運搬体制の構築） 

（問５－２－（１）回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 69 モデル事業の実施効果（がれきの収集運搬体制の構築） 

（問５－２―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 

 

 

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

33.3%

22.2%

27.8%

16.7%

22.2%

22.2%

16.7%

22.2%

5.6%

5.6%

5.6%

33.3%

38.9%

38.9%

44.4%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

(ア)がれきの収集運搬に必要な資機材と体制

（産廃処理事業者や建設業者との連携等）に

ついて具体的にイメージすることができた

(イ)がれきの収集運搬に必要な資機材の確保

と体制（産廃処理事業者や建設業者との連携
等）の構築を適切に行うことができた（業者等

にすぐに連絡、依頼できた）

(ウ)がれきの収集ルートについて具体的にイ

メージすることができた

(エ)がれきの収集ルートの設定を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）

35.3%

35.3%

29.4%

35.3%

23.5%

23.5%

29.4%

23.5%

35.3%

29.4%

29.4%

29.4%

5.9%

11.8%

11.8%

11.8%

0% 50% 100%

(ア)がれきの収集運搬に必要な資機材と体制

（産廃処理事業者や建設業者との連携等）に

ついて具体的にイメージすることができた

(イ)がれきの収集運搬に必要な資機材の確保

と体制（産廃処理事業者や建設業者との連携

等）の構築を適切に行うことができた（業者等

にすぐに連絡、依頼できた）

(ウ)がれきの収集ルートについて具体的にイ

メージすることができた

(エ)がれきの収集ルートの設定を適切に行うこ

とができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問５－２－（１）の内容のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時

の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－２－（２）） 
・がれき土砂については，市内に安定型処分場があるため，覆土等に再利用できれば処理費

の削減ができたと考える。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｳ)「仮置場の運営管理」について（問５－３） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問５－３－（１）） 
 
◆１次仮置場について 

○必要面積について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約40％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に算定できたか」という設問に対し，約25％が「ややそう思う」と回答した。 

○候補（場所）について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約50％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に確保できたか」という設問に対し，約35％が「そう思う」または「ややそう思う」

と回答した。 

○運営について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約45％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に運営できたか」という設問に対し，40％が「ややそう思う」と回答した。 

◆２次仮置場について 
○必要面積について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約25％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に算定できたか」という設問に対し，20％が「ややそう思う」と回答した。 

○候補（場所）について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約25％が「そう思う」または

「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に確保できたか」という設問に対し，20％が「そう思う」または「ややそう思う」と

回答した。 

○運営について 

・「具体的にイメージすることができたか」または「適切に運営できたか」という設問に対し，

いずれも約30％が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 
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図表 70 モデル事業の実施効果（仮置場の運営管理） 

（問５―３―（１）） 
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11.4%

11.4%

5.7%

11.4%

11.4%

11.4%

11.4%

11.4%

0% 50% 100%

(ア)一次仮置場の必要面積について具体

的にイメージすることができた

(イ)一次仮置場の必要面積の算定を適切

に行うことができた

(ウ)一次仮置場の候補（場所）について具

体的にイメージすることができた

(エ)一次仮置場の確保を適切に行うことが

できた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(オ)一次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(カ)一次仮置場の運営を適切に行うことが

できた

(キ)二次仮置場の必要面積について具体

的にイメージすることができた

(ク)二次仮置場の必要面積の算定を適切

に行うことができた

(ケ)二次仮置場の候補（場所）について具

体的にイメージすることができた

(コ)二次仮置場の確保を適切に行うことが

できた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(サ)二次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(シ)二次仮置場の運営を適切に行うことが

できた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 71 モデル事業の実施効果（仮置場の運営管理） 

（問５―３―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 
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0% 50% 100%

(ア)一次仮置場の必要面積について具体的

にイメージすることができた

(イ)一次仮置場の必要面積の算定を適切に

行うことができた

(ウ)一次仮置場の候補（場所）について具体

的にイメージすることができた

(エ)一次仮置場の確保を適切に行うことが

できた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(オ)一次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(カ)一次仮置場の運営を適切に行うことがで

きた

(キ)二次仮置場の必要面積について具体的

にイメージすることができた

(ク)二次仮置場の必要面積の算定を適切に

行うことができた

(ケ)二次仮置場の候補（場所）について具体

的にイメージすることができた

(コ)二次仮置場の確保を適切に行うことがで

きた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(サ)二次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(シ)二次仮置場の運営を適切に行うことが

できた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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図表 72 モデル事業の実施効果（仮置場の運営管理） 

（問５－３―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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11.8%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

0% 50% 100%

(ア)一次仮置場の必要面積について具体

的にイメージすることができた

(イ)一次仮置場の必要面積の算定を適切

に行うことができた

(ウ)一次仮置場の候補（場所）について具

体的にイメージすることができた

(エ)一次仮置場の確保を適切に行うことが

できた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(オ)一次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(カ)一次仮置場の運営を適切に行うことが

できた

(キ)二次仮置場の必要面積について具体

的にイメージすることができた

(ク)二次仮置場の必要面積の算定を適切

に行うことができた

(ケ)二次仮置場の候補（場所）について具

体的にイメージすることができた

(コ)二次仮置場の確保を適切に行うことが

できた（すぐに具体的な場所を確保できた）

(サ)二次仮置場の運営について具体的にイ

メージすることができた

(シ)二次仮置場の運営を適切に行うことが

できた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

・０次仮置場を排出場所としたため，一次仮置場なし。 

・少量であったため，担当部局で対応した。 

・町内会を通じて必要な仮置場を設定したが，面積のイメージができてはいなかった。 

※特に２次仮置場については，対応していない自治体が多い。 

 

2) 問５－３－（１）の内容のほかにモデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害時

の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－３－（２）） 
・事前に仮置場を検討していたため，発災時にスムーズな適地選定が実施できた。ただし，

事前のリストにない仮置場については，その後の処理に問題が生じ，仮置場の要件につい

て，事前の調査が大変役立ちました。 

・モデル事業によりあらかじめ仮置場のレイアウトについてのイメージができたため，ス

ムーズな管理運営ができた。 

・２次仮置場は，県国主導で広域処理としてほしい。１次仮置場だけでも確保が難しい状況

にある。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｴ)「地域特性のある廃棄物対策」について（問５－４） 

1) 「モデル事業を実施したことの効果（問５－４－（１）） 
 

◆特別な性状の廃棄物等の発生量等について 

・種類や発生量について「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約25％

が「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に発生量を推計することができたか」という設問に対し，約15％が「ややそう思う」

と回答した。 

◆特別な性状の廃棄物等の処理について 

・「具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約15％が「ややそう思う」と

回答した。 

・「適切に処理することができたか」という設問に対し，約25％が「ややそう思う」と回答し

た。 

 

 

図表 73 モデル事業の実施効果（地域特性のある廃棄物対策） 

（問５―４―（１）） 
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22.9%

25.7%

28.6%

28.6%
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40.0%

42.9%

42.9%

42.9%

5.7%

8.6%

8.6%

8.6%

8.6%

0% 50% 100%

(ア)特別な性状の廃棄物等の種類につい

て具体的にイメージすることができた

(イ)特別な性状の廃棄物等の発生量につ

いて具体的にイメージすることができた

(ウ)特別な性状の廃棄物等について発生

量の推計を適切に行うことができた

(エ)特別な性状の廃棄物等の処理方法に

ついて具体的にイメージすることができた

(オ)特別な性状の廃棄物等について処理

を適切に行うことができた（業者等にすぐ

に連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 74 モデル事業の実施効果（地域特性のある廃棄物対策） 

（問５―４―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 
図表 75 モデル事業の実施効果（地域特性のある廃棄物対策） 

（問５－４―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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5.6%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

(ア)特別な性状の廃棄物等の種類につい

て具体的にイメージすることができた

(イ)特別な性状の廃棄物等の発生量につ

いて具体的にイメージすることができた

(ウ)特別な性状の廃棄物等について発生

量の推計を適切に行うことができた

(エ)特別な性状の廃棄物等の処理方法に

ついて具体的にイメージすることができた

(オ)特別な性状の廃棄物等について処理

を適切に行うことができた（業者等にすぐ

に連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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17.6%

23.5%

29.4%
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17.6%

5.9%
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47.1%

41.2%

41.2%

41.2%

41.2%

5.9%

11.8%

11.8%

11.8%

11.8%

0% 50% 100%

(ア)特別な性状の廃棄物等の種類につい

て具体的にイメージすることができた

(イ)特別な性状の廃棄物等の発生量につ

いて具体的にイメージすることができた

(ウ)特別な性状の廃棄物等について発生

量の推計を適切に行うことができた

(エ)特別な性状の廃棄物等の処理方法に

ついて具体的にイメージすることができた

(オ)特別な性状の廃棄物等について処理

を適切に行うことができた（業者等にすぐ

に連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・地域特性のある廃棄物は発生していない。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問５－４－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－４－（２）） 
・危険物の中には，引取義務があるものもあり問い合わせで初めて確認できた。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 

 

 

  



109 

(ｵ)「リサイクルの促進」について（問５－５） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問５－５－（１）） 
 
◆災害廃棄物のリサイクルについて 

・「種類や受け入れ先について具体的にイメージすることができたか」または「適切に受け入

れ先を確保できたか」という設問に対し，いずれも約45%が「そう思う」または「ややそう

思う」と回答した。 

 

図表 76 モデル事業の実施効果（リサイクルの促進） 

（問５―５―（１）） 

 
  

42.9%

42.9%

42.9%

17.1%

17.1%

20.0%

25.7%

25.7%

28.6%

11.4%

11.4%

8.6%

0% 50% 100%

(ア)リサイクル可能な廃棄物の種類につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)災害廃棄物のリサイクルについて受

け入れ先を具体的にイメージすることがで

きた

(ウ)災害廃棄物のリサイクルについて適

切に受け入れ先を確保することができた。

（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 77 モデル事業の実施効果（リサイクルの促進） 

（問５―５―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 
 

 

図表 78 モデル事業の施効果（リサイクルの促進） 

（問５－５―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 

 
  

5.6%

5.6%

50.0%

50.0%

44.4%

11.1%

11.1%

22.2%

27.8%

27.8%

27.8%

5.6%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

(ア)リサイクル可能な廃棄物の種類につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)災害廃棄物のリサイクルについて受

け入れ先を具体的にイメージすることが

できた

(ウ)災害廃棄物のリサイクルについて適

切に受け入れ先を確保することができ

た。（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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17.6%

23.5%

23.5%

29.4%

17.6%

17.6%

11.8%

0% 50% 100%

(ア)リサイクル可能な廃棄物の種類につ

いて具体的にイメージすることができた

(イ)災害廃棄物のリサイクルについて受

け入れ先を具体的にイメージすることが

できた

(ウ)災害廃棄物のリサイクルについて適

切に受け入れ先を確保することができ

た。（業者等にすぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 

 

2) 問５－５－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－５－（２）） 
・仮置場での受け入れ品目を設定する際に参考になった。 

・市内にリサイクル施設があることで処理対応できた廃棄物もある。 

・地元の業者との連携はうまく機能した。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｶ)「自区域内処理のできない廃棄物対策」について（問５－６） 

1)モデル事業を実施したことの効果（問５－６－（１）） 
 

◆自区域内処理のできない廃棄物について 

・「種類を具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約40％が「そう思う」

または「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に受け入れ先を具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約30％が

「そう思う」または「ややそう思う」と回答した。 

・「適切に受け入れ先を確保することができたか」という設問に対し，約30％が「そう思う」

または「ややそう思う」と回答した。 

 

図表 79 モデル事業の実施効果（自区域内で処理のできない廃棄物対策） 

（問５―６―（１）） 
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8.6%

28.6%

25.7%
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2.9%

2.9%

28.6%

31.4%
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11.4%

11.4%

8.6%

0% 50% 100%

(ア)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物の種類について具体的にイ

メージすることができた

(イ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先を具

体的にイメージすることができた

(ウ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先の確

保を適切に行うことができた（業者等にす

ぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 80 モデル事業の実施効果（自区域内で処理のできない廃棄物対策） 

（問５―６―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 
 

 

図表 81 モデル事業の実施効果（自区域内処理のできない廃棄物対策） 

（問５－６―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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27.8%
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5.6%

0% 50% 100%

(ア)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物の種類について具体的に

イメージすることができた

(イ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先を具

体的にイメージすることができた

(ウ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先の確

保を適切に行うことができた（業者等にす

ぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）

29.4%

17.6%

23.5%

17.6%

29.4%

23.5%

35.3%

35.3%

41.2%

17.6%

17.6%

11.8%

0% 50% 100%

(ア)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物の種類について具体的に

イメージすることができた

(イ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先を具

体的にイメージすることができた

(ウ)自区域内の処理施設では処理できな

い災害廃棄物について受け入れ先の確

保を適切に行うことができた（業者等にす

ぐに連絡、依頼できた）

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・自区域内で処理ができた。 

・実施していない。／非該当。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない。 
 

2) 問５－６－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－６－（２）） 
・処理が難しいほどの量は出なかった。 

・最終処分場が少ないと考える。 

・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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(ｷ)「要管理物・有害物質対策」について（問５－７） 

1) モデル事業を実施したことの効果（問５－７－（１）） 
 

◆PCB含有物，危険物，毒劇物等の有害物質について 

・「管理方法を具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約30％が「そう思

う」または「ややそう思う」と回答した。 

・「管理を適切に行うことができたか」という設問に対し，約25％が「ややそう思う」と回答

した。 

◆思い出の品について 

・「管理方法を具体的にイメージすることができたか」という設問に対し，約25％が「ややそ

う思う」と回答した。 

・「管理を適切に行うことができたか」という設問に対し，約10％が「ややそう思う」と回答

した。 

 

図表 82 モデル事業の実施効果（要管理物・有害物質対策） 

（問５―７―（１）） 
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11.4%

8.6%

11.4%

2.9%

0% 50% 100%

(ア)PCB含有物、危険物、毒劇物等につい

て管理方法を具体的にイメージすること

ができた

(イ)PCB含有物、危険物、毒劇物等の管理

を適切に行うことができた（すぐに具体的

な場所を確保できた）

(ウ)思い出の品について管理方法を具体

的にイメージすることができた

(エ)思い出の品の管理を適切に行うこと

ができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（N=35）
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図表 83 モデル事業の実施効果（要管理物・有害物質対策） 

（問５―７―（１） 回答者がモデル事業実施当時の担当者の場合） 

 

 

図表 84 モデル事業の実施効果（要管理物・有害物質対策） 

（問５－７―（１） 回答者が当時の担当者でない場合） 
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(イ)PCB含有物、危険物、毒劇物等の管理

を適切に行うことができた（すぐに具体的

な場所を確保できた）

(ウ)思い出の品について管理方法を具体

的にイメージすることができた

(エ)思い出の品の管理を適切に行うこと

ができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（モデル事業実施当時の担当者 N=18）
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(ウ)思い出の品について管理方法を具体

的にイメージすることができた

(エ)思い出の品の管理を適切に行うこと

ができた

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない その他 不明（無回答）

（当時の担当者でない N=17）
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◆（参考）「その他」の内容 
・実施していない。／非該当。 

・危険物等は発生しなかった。 

・思い出の品について，整理ができなかった。 

・被災後にモデル事業に取り組んだため，評価できない 

 

2) 問５－７－（１）の内容のほかに，モデル事業を実施したことで平成30年７月の豪雨災害

時の対応に生かすことのできた事項（自由記述）（問５－７－（２）） 
・モデル事業に携わっていなかったため，不明。 
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カ 平成30年７月豪雨を踏まえ，今後モデル事業として工夫すべきことについて（問６） 

(ｱ)平成30年７月豪雨災害時の対応を踏まえ，今後モデル事業として工夫すべきこと，改善点，

要望等（自由記述） 

 
◆多様な災害の考慮 

・地域防災計画等で想定されている災害ごとにモデル事業で検証できていれば，災害廃棄物

処理計画の策定の際に非常に有用であると考える。 

◆災害実例における課題等の反映 

・現在，構成市町で計画策定を進めていますが，事前の計画策定が大変重要なことを今回の

災害で痛感しました。モデル事業で，実際に仮置場候補地を実地調査しながら，種々のご

提案をいただいたことは，今回の災害時においても大変参考になりました。各地で大規模

災害が頻発しており，災害廃棄物処理の事例（問題点，改善点など）をまとめたものがあ

れば，計画策定に参考になるのではないかと思います。実際には，想像できない事象も発

生していると思われるので，そうした調査も必要かと思います。また，計画策定だけでな

く，その後の見直し・訓練など，計画のフォローアップも今後の課題ではないかと思いま

す。 

・過去災害に伴う事例集の掲載（仮置場のレイアウト，運営方法，収集運搬内容等） 

・廃棄物混入土砂の処理基準や具体的で現実的な手法を検討できれば良い。 

・災害等廃棄物処理費の処分費について，合理的な額の算定が困難であった。域内で標準的

な算定ができる方法を検討できればと思う。 

・災害廃棄物の推計発生量等については今回の７月豪雨での実績を踏まえた算出根拠を示し

ていただきたい。 

◆広域連携の必要性 

・大規模災害時には，焼却・資源化施設等の広域で受入処理をする施設と体制が必要と考え

ます。大手プラントメーカーとの協定も必要と考える。海岸地域は船舶での搬出が必要に

なることで海運会社とも連携が必要と思います。 

・中間処理施設の稼働停止により，広域的に処理した場合の連携や具体的な事前協定などに

ついて，検討できれば良い。 

・処理困難物の処理については，全国的に処理できるところが限られている物があるため，

予め想定される処理業者についてまとめておく。 

・可燃ごみは管外の処理も請け負ったようですが，モデル事業の地区ではなく，県内の被災

地からの受入だったように聞いています。 

・県境を越えてのモデル事業は革新的ですが，やはり県単位での縛りは強いので，モデル事

業が活きることは困難ではないかと感じます。 

◆他分野との連携，庁内連携の必要性 

・災害発生後にできることは限界があります。処理方法，仮置場選定，人員配置等。災害廃

棄物処理計画での策定においても，何処の市町村でも，上級機関の指導や他の計画書を参

考にしたマニュアル策定ができています。内容を検証してみたとき，計画書とは役所職員

を対象とした「虎の巻」に過ぎず，住民啓発ができているかどうかは疑問に思います。台

風19号等での東日本の災害廃棄物処理においても，同じ国内での先進事例が活かされてい

るでしょうか。国費投入とか民間主導とかで一応処理はされていくとは思いますが，これ

だけ毎年どこかで災害が発生している日本において，強靭化政策の基本を見直すべきでは

ないでしょうか。道路や河川改良などのハード面の強靭化とともに，災害発生時に置ける

環境対策のモデル事業に役所職員のみならず，様々な分野からの指導，意見が反映できる

よう再考を願いたい。 

・現在当市では，災害廃棄物処理計画を策定中ではありますが，モデル事業を実施後に，速

やかに各自治体が災害廃棄物処理計画を主体的に策定することで，実効性のあるものにな

るのではないかと思います。また，災害廃棄物処理の実感を多くの職員にもってもらうた

め廃棄物部局だけではなく，庁内連携をしながら策定することが，必要ではないかと感じ

ています。 
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◆その他 

・廃棄物収集業者との連絡不備，施設処理能力の差（可燃ごみと粗大ごみ），仮置場の不足，

処理困難物，処理不適物の持込，人員不足，熱中症対策，処理負荷の増加で不測の不具合

発生等を経て，日常処理に戻ったのは災害発生からかなりの時間がたってからでした。 

・実際の災害では，管内の廃棄物処理に追われ，それぞれが手一杯だったと思う。 

・対応当時，モデル事業の内容について，見返すことができなかったため，活用できたとは

いえない状況でした。個別の事象に対して，落とし込みができている内容でもなかったた

め，活用が難しいものでした。 

・組合としては管内の担当廃棄物はすべて，援助無く処理しました。 

・広域で行ったモデル事業であったので，研修時の情報交換という意味では有益であった。 

・モデル事業の成果を災害廃棄物処理計画の策定に活かしていきたい。 

・平成30年度７月豪雨では，環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用し，山崩れによ

る倒壊家屋１件を処理したものであり，大規模災害ではないため，問４以降は回答してお

りません。 
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(4)考察とまとめ 

ア モデル事業の進め方 

(ｱ)各自治体の評価 

1)複数の自治体を対象に同時並行で実施したこと 
・多くが「今後の対策の参考になった」等，評価している。 

2)進め方全般 
・多くが「計画策定に必要な情報の収集分析結果はわかりやすいものだった」，「スケジュール

（支援の開始時期，終了時期，期間の長さ）・打合せの頻度・現地調査の実施内容は適切だっ

た」と評価している。 

・「南海トラフ巨大地震以外の災害も対象とするべき」，「モデル事業の期間を長くとるべき」，

「打合せの頻度を確保するべき」，「現地調査を増やすべき」などの意見も見られた。 

(ｲ)今後の方向性 

・進め方全般については，概ね評価がよいことから，引き続きモデル事業を継続し，計画策定

を推進することが望ましい。 

・モデルとなる自治体の地域特性も考慮し，処理計画の対象とする災害種別について豪雨災害

等も含めるほか，現地調査や打合せの実施頻度等もモデル事業全体のスケジュールも考慮し

ながら適切に確保することが望ましい。 

 

イ 処理計画の策定状況 

(ｱ)各自治体の状況 

・モデル事業実施後に処理計画を策定した自治体が多くみられ（20自治体），モデル事業を実施

したことで処理計画の策定が進んだと評価することができる。 

(ｲ)今後の方向性 

・引き続きモデル事業を継続し，計画策定を推進することが望ましい。 
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ウ 平成30年７月豪雨時の効果 

(ｱ)各自治体の評価 

1)災害時に「適切な行動ができたか」 
・初動対応及び復旧・復興対応とも，モデル事業の実施効果があったと評価する回答が多い（「そ

う思う」及び「ややそう思う」の合計が「ややそう思わない」及び「そう思わない」の合計を

上回っている）。 

・特に，「廃棄物担当部局のなかでの役割分担」や「処理フローの構築」については，モデル事

業を実施したことで適切に行うことができたとする回答が多い（「そう思う」及び「ややそう

思う」の合計が「ややそう思わない」及び「そう思わない」の合計を特に上回っている）。 

・一方で，一部の内容について，モデル事業を実施したことが必ずしも適切な対応につながら

なかったとする回答が多いものもある（「そう思う」及び「ややそう思う」の合計が「ややそ

う思わない」及び「そう思わない」の合計を下回っている）。具体的には以下のとおり。詳細

は次頁の表参照。 

 
◆「そう思う」及び「ややそう思う」の合計が「ややそう思わない」及び「そう思わない」の

合計を下回った項目 

○避難所ごみ・し尿の収集 

・発生量・収集量の推計を適切に行うことができた 

・収集ルートの設定を適切に行うことができた 

・運搬先（処理施設）の確保を適切に行うことができた（業者等にすぐに連絡，依頼でき

た） 

○排出ルール等の広報 

・ボランティアへの周知を適切に行うことができた 

○がれきの収集運搬体制の構築 

・災害廃棄物発生量の推計を適切に行うことができた 

○仮置場の運営管理 

・一次仮置場の必要面積の算定を適切に行うことができた 

・二次仮置場の必要面積の算定を適切に行うことができた 

・二次仮置場の確保を適切に行うことができた（すぐに具体的な場所を確保できた） 

○地域特性のある廃棄物対策 

・特別な性状の廃棄物等について発生量の推計を適切に行うことができた 

○要管理物・有害物質対策 

・PCB含有物，危険物，毒劇物等の管理を適切に行うことができた（すぐに具体的な場所を

確保できた） 

・思い出の品の管理を適切に行うことができた 

 

・アンケートの自由回答では，災害廃棄物処理の事例（問題点，改善点など）をまとめたもの

や，処理費に関する実績を踏まえた算出根拠の提示などを求める意見が見られた。また，大

規模災害の発生を見据え，広域処理の際に連携する可能性のある事業者との協定の締結の必

要性等の意見も見られた。 
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図表 85 モデル事業の実施効果（災害時の各対応項目） 
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（N=35，ただし「無回答」及び「その他」を除く）

◆対応組織と役割分担

◆情報収集整理
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◆がれきの収集運搬体制

の構築

◆仮置場の運営管理

◆地域特性のある廃棄物対策

◆リサイクルの促進

◆自区域内処理の

できない廃棄物対策

◆要管理物・有害物質対策
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2)「災害時の対応がイメージできたか」と「災害時において適切に対応できたか」の比較 
・「災害時の対応がイメージできたか」（図表 86）と「災害時において適切に対応できたか」（図

表 87）の回答結果の比較については以下の通り。 

 

・ほぼすべての設問で「そう思う」「ややそう思う」「ややそう思わない」「そう思わな

い」の内訳は同じような傾向がみられた。 

・ただし，「災害廃棄物発生量の推計」，「一次仮置場の必要面積の算定」及び「PCB含有

物，危険物，毒劇物等の管理」については「対応がイメージできたか」よりも「適切

に対応できたか」の方が「ややそう思わない」，「そう思わない」という回答が多かっ

た。 
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図表 86 災害時の対応がイメージできたか 

 

図表 87 災害時において適切に対応できたか 
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廃棄物担当部局のなかでの役割分担

庁内（廃棄物担当部局以外も含めて）の役割分担

関係機関への応援依頼

情報収集

収集した情報の整理（発生量推計のための整理等）

発生量・収集量の推計

収集ルートの設定

運搬先（処理施設）の確保

住民への周知

ボランティアへの周知

処理フロー

災害廃棄物発生量の推計

処理期間の整理

必要な資機材の確保と体制の構築

がれきの収集ルートの設定

一次仮置場の必要面積の算定

一次仮置場の確保

一次仮置場の運営

二次仮置場の必要面積の算定

二次仮置場の確保

二次仮置場の運営

特別な性状の廃棄物等の発生量推計

特別な性状の廃棄物等の処理

災害廃棄物のリサイクル受入先の確保

処理できない災害廃棄物の受入先の確保

PCB含有物、危険物、毒劇物等の管理

思い出の品の管理

そう思う ややそう思う ややそう思わない そう思わない

（N=35，ただし「無回答」及び「その他」を除く）

◆対応組織と役割分担

◆情報収集整理

◆避難所ごみ・し尿の収集

◆排出ルール等の広報

◆処理フローの構築

◆がれきの収集運搬

体制の構築

◆仮置場の運営管理

◆地域特性のある

廃棄物対策

◆リサイクルの促進

◆自区域内処理の

できない廃棄物対策

◆要管理物・

有害物質対策
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(ｲ)今後の方向性 

引き続きモデル事業を継続し，災害時の適切な対応に資することが望ましい。加えて，アンケー

ト調査結果を踏まえ，実施することが望ましい点は以下のとおり。 

1)災害発生時の実務支援 
・特に発生量の推計等，具体的な作業を伴う内容については，実務支援が必要であり，災害時の実

務者の支援体制の構築が必要である。 

2)研修等を通じた平時からの支援 
・発生量の推計等，具体的な作業を伴う内容について，自治体担当者向けの学習会・研修を実施す

ることで，当該作業への理解を深めることも検討できるとよい。 

・また，策定された計画に基づく訓練の実施等，計画策定後のフォローアップも実施できるとよ

い。 

3)災害実例を踏まえた基礎情報の充実 
・モデル自治体の計画策定に資する災害廃棄物処理の事例（問題点，改善点など）をまとめたもの

を基礎資料として提供できるとよい。特に，災害査定等においてもポイントとなる廃棄物処理

費について，実績を踏まえた算出根拠を整理し，提示できるとよい。また，災害発生時には土木

部門等との連携も必要になることから，庁内外の体制の構築に関して情報提供できることが望

ましい。 

・広域災害の発生を見据え，特に処理困難物等については，過去事例も踏まえ受入れ可能な民間

事業者等のリストを基礎資料として提供できるとよい。 
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第5. 「仮置場の開設・運営マニュアル」の作成 

1.作成の趣旨と作成方法 

地方自治体等における災害対応強化のため，仮置場の選定・開設・管理・閉鎖におけるマニュアル

を作成する。マニュアル作成にあたっては，環境省の災害廃棄物対策指針や技術指針，その他既往資

料を参照するとともに，先行事例ヒアリング調査の結果，ブロック協議会での有識者の指摘等を踏

まえて，作成している。 
検討の方法としては，原案を作成後，各ブロックの協議会・幹事会で原案を報告し，修正等意見を

ふまえて，作成している。 
 

2.先行事例・ヒアリング調査 

過去の先行事例を参考に，民間用地の活用，外部委託，原状復帰や返却時の留意事項等について整

理するため，３自治体に対するヒアリング調査を行った。 
 
〇ヒアリング対象と実施日 

実施日 ヒアリング対象 選定理由 

2019年10月４日 熊本県益城町 
被害記録の報告が比較的最近であるこ

と，小規模自治体の対応事例であるこ

と，地震被害であること等から選定。 

2019年11月12日 岡山県倉敷市 

学校（真備中学校）のグランドを仮置場

として活用した事例で原状復帰がポイ

ントになること，大規模水害であること

等から選定。 

2019年12月16日 広島県三原市 
民地を仮置場として活用した事例で原

状復帰がポイントになること，大規模水

害であること等から選定。 
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(1)熊本県益城町のヒアリング結果 

ア 苦労した事象や，苦労が少なかった事象について 

・ 仮置場管理において，最も苦労した事象は２点あり，仮置場のレイアウトと廃棄物の分別で

ある。 
・ レイアウトについては，仮置場内の道幅が狭く，搬入作業と搬出作業を同時に行えないため

に搬入待ちの渋滞が発生し，住民から苦情も出た。レイアウトを変更した際に，木くず周辺

に２経路を確保することで，渋滞が解消した。当初から搬入と搬出を同時に行えるようなレ

イアウトにするべきである。 
・ 分別については，当初分別をほとんど行っていなかったために，可燃性のごみや処理困難物

が混合した状態の混廃化を招いてしまった。環境省の助言により，６品目（可燃物，不燃物，

瓦，コンクリート，木材，家電類）に分別を実施した。 
・ 太陽光パネルの保管・処分先にも苦労した。県内は設置率が比較的高いため，太陽光パネル

が多く発生した。外で保管すると発電や炎上の恐れがあったため，支援物資のコンテナ内で

保管していた。 
・ 仮置場の場所については，発災時には明確な候補があったわけではない。幸いにも，交通の

便のいい場所に使途未定の町有地があり，仮置場の場所として確保できた。 
・ 管理については，熊本県が熊本県産業廃棄物協会と締結していた協定により，早い段階で町

内の産業廃棄物処理業者に委託することができた。 

イ 仮置場の開設当初の管理・住民への周知 

・ 仮置場は地震発災の翌日，４月15日に開設した。 
・ 当初は，４～５名程度での管理を実施していた。協定により，４月25日からは産廃業者に管

理を委託することができ，町の職員は１名が常駐するのみとなった。 
・ １名の常駐職員は，主に業者の管理監督を行っており，処理困難物など，委託業者では判断

できない案件への対応も担っていた。また，仮置場で作業を行うボランティアへの説明も行っ

ていた。 
・ 住民への周知は，防災無線やインターネットも使えない状況だったため，広報車で町内を回

ることで実施した。避難所での広報も実施していた。 

ウ 収集・運搬，暫定置き場（住民仮置場）の設置・管理状況 

・ 平成30年７月豪雨のような，住民仮置場が発生したとは聞いていない。ごみステーションに

出されていたものもあったが，４月19日には，全国都市清掃会議や全国清掃事業連合会にも

お手伝いいただきながら，回収に回ることができていた。 

エ 受入，管理方法について 

・ 受入や管理は委託業者に一任していた。およそ20名前後で管理をしていた。人員については，

主に曲がり角と，搬入量が多く人手が必要になる木くずやコンクリートの周辺に配置してい

た。また、仮置場の入り口と搬入待ちの列の最後尾にも配置をしていた。 
・ 開設時間は，９時から16時までとしており，16時からは搬出作業のみを行っていた。搬出先
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の処理施設の受入時間に間に合うように，16時からは搬出作業のみを行っていた。 
・ もともと小学校の敷地であったため，出入口には門が設置されており，夜間や休日は門を閉

めることで対応した。 
・ 警備業法の制限により，異なる会社から派遣された警備員同士の会話ができず，コミュニケー

ションを取れなかったことが課題として挙げられる。 
・ 仮置場には冷暖房設備を備えたプレハブを設営していた。 
・ 雨が降った際には，仮置場内（もともとグラウンド）がぬかるみ，泥が外の道路まで及ぶこ

ともあった。散水車で定期的な清掃を行っていた。 
・ 仮置場の周辺の住宅には，土埃が舞うため外で洗濯物を干すことが困難であることを説明し

た。 

オ 原状復帰について 

・ 地盤強化に廃瓦を活用していたため，その部分をそぎ取って混合廃棄物として二次仮置場に

搬出し，原状復帰とした。 

カ その他 

・ 仮置場の場所・レイアウトだけでも先に決めておくのが望ましい。レイアウトを決める場合

は，搬出と搬入が同時に行えるように工夫をしておくべきである。 
・ 処理に困った廃棄物として，太陽光パネルを挙げたが，燃料電池などの普及が広がることな

ども想定され，新しく排出が予想される廃棄物の処理方法について，議論しておくことが重

要である。 
・ 従来の処理困難物に加え，処理に困る可能性のある廃棄物については，先に分別しておくこ

とが後の作業を減らすことなる。 
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(2)岡山県倉敷市のヒアリング結果 

ア 発災時の対応について 

(ｱ)当時の担当者の体制 

・ 7/5時点で災害対策本部が設置され，河川決壊が7/7未明であった。この期間は職場待機してお

り，６～７日にかけてはごみの出し方などは考え始めていた。災害廃棄物の出し方について

事前に作成までは至らなかったが，検討はしていた。 
・ 7/9にごみの出し方をHPに掲載し，チラシで広報を開始した。決壊してからの対応になった。 
・ 車を所有していない方などもみえることを踏まえると，災害廃棄物を家の前に出すことは防

ぐことはできないことと感じている。今後も排出された場合の対処方法について事前に検討

しておく必要があると考えている。 

(ｲ)被災状況の情報収集の方法について 

・ 災害対策本部に定期的に訪問して情報を得ていた。 
・ 現地に出向いて情報収集する体制にはなっていなかった。今後は現地に職員派遣が必要と感

じており，処理計画等にも反映したい。 
・ 災害対策本部では，被災情報を把握するのだけでも苦労するため，廃棄物に関する情報は入っ

てこない。担当課で収集・整理する体制構築が必要である。 
・ H16年の高潮被害のときは，規模は小さかったので把握できたが，平成30年７月豪雨規模と

なると難しい。 

イ 仮置場の開設について 

(ｱ)場所及び開設日の決定について 

・ HPの災害廃棄物処理実行計画の改訂版に，当時の仮置場の名称・開設日が記載されている。 
・ 仮置場候補地の内部資料はあるが，災害廃棄物処理計画には記載していない。処理計画とし

て仮置場候補地としていた場所は，災害対策本部の防災拠点として使用された。 
・ 7/9に吉備路クリーンセンターを仮置場として開設した。7/10にマービーふれあいセンターを

仮置場として開設した。 
・ 市で使用した仮置場はすべて市有施設である。 
・ ４ヶ所目以降は小中学校のグラウンドも使用した。使用後は，７月中に撤去し，８月からは

復旧作業に取り掛かった。夏休み中に復旧できたため学校再開に支障は出なかった。 
・ 真備町は中山間地域で平地が少ないため仮置場候補地の選定も難しい。また，搬出手段とし

て車が中心となる。発災直後２～３日は仮置場への車でのごみの持ち込みが困難であったこ

と，また，高齢世帯の対応（搬出の補助）も課題である。 
・ 市有施設以外の仮置場候補地の選定は難しいため，候補地が使用できない場合の代替策など

も合わせて検討しておく必要がある。 

(ｲ)仮置場候補地のバックデータについて 

・ 真備町で民地を含め10ヶ所選定しているが了解を得ていなかったため，廃棄物処理計画に取

り込めなかった。 
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・ 仮置場の必要面積としては１ヶ所では足りないため，数ヶ所あわせて必要面積を確保する。 
・ 今回の水害は河川の決壊のため，土砂が多く想定より重量が多くなっている。 

(ｳ)住民への周知の方法・周知内容について 

・ 吉備路クリーンセンターは開設と平行して周知を開始している。 
・ 平行して複数ヶ所の仮置場を設置したが，狭い仮置場は搬出するために搬入を一時的に止め

る対応もしており，搬入可能場所が変わることから日々アナウンスしていた。 
・ 搬入にあわせて搬出の仕組みを作っておくこと。そうしないと仮置場の寿命が短くなる（す

ぐに埋まってしまう）。常時搬出していかないと，すぐに一杯になってしまう。 
・ 周知の方法は，HP以外に，避難所等へ日刊「倉敷市のお知らせ」のチラシを作成配布，日々

広報車の走行，ヘリコプター・飛行機からのスピーカーアナウンス，TV（NHK）のテロップ，

新聞，SNS（ツイッター，フェイスブック）を利用した。多くの対応について，情報発信部と

連携して実施した。 
・ 避難していない各家庭へのチラシを配布できなかったことが課題である。自主避難の方に向

けて公民館（避難所ではないが物資拠点になることが多い）への貼紙が有効だと感じた。 

(ｴ)室内の体制 

・ 7/9-10は通常の人数が待機しており，途中から応援職員（教育委員会の職員）を派遣してもら

い電話対応を依頼した。１ヶ月間は庁内での応援職員で対応した。 
・ 公費解体が始まった8/6からは専用のコールセンターを設けた。 
・ 市外からの応援はなかった。地域防災計画において災害廃棄物処理に関しては，リサイクル

推進部で対応するようになっている（現業除き50人程度）。一般廃棄物対策課だけでなく，環

境施設室，産業廃棄物対策課でも電話対応をしていた。 

(ｵ)資機材，受入の準備について 

・ 車両は発災直後不足していた。市の直営は通常の家庭ごみの収集を行い，災害用に数台確保

し，委託業者にも依頼した。 
・ ９日に建設業協会，13日に自衛隊，その後，産廃協会からの応援も含め，ピーク時には１日

400台程度が稼動した。 
・ 倉敷市の最終処分場の重機を仮置場に配置して使った。台数不足分はリースで対応した。事

前に協定は締結していないが，普段からリースを利用していたので，通常の契約の中で台数

を増やす形で依頼した。 
・ 当時は重機・誘導員ともに不足して取り合いとなり確保が難しかった。 
・ 仮置場の誘導人員13-15人ほどが，ローテーションを組んで対応した。夏季の猛暑の時期で

あったため，熱中症などにならないよう30分程度で休憩するようにした。そのため，控え室

が必要で，コンテナハウスやクーラー，仮設トイレをリースし，最低限体力回復できるよう

な施設は整えた。 
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ウ 収集・運搬について，暫定置場（住民仮置場）の設置状況・管理状況 

(ｱ)ごみステーションの状況・収集について 

・ ごみステーションの周辺を中心に災害ごみを出してもらった（結果的に国道沿いなど，家の

前にも出してもらうことになった）。 

(ｲ)暫定置場の状況・回収について 

・ 暫定（勝手）仮置場の管理はできていなかった。家屋の前の空いたスペースへの排出を案内

した。道路に飛び出すことはなかったが，歩道が埋まるほどの量だった。 
・ 勝手置場での分別は，ごみが重なるうちに混廃化していった。 
・ 当初は可燃物と不燃物の分別してもらっていたが，住民による可燃物の分別は限界がある。

結局，可燃物は仮置場に搬送された。処理につながる可燃物の分別をどうしたらよいかとい

うのが課題である。 
・ 畳，木製家具（中身を出してもらう）を優先して分別したほうが有効である。 
・ 倉敷市の勝手仮置場は国道沿いなどの沿道であった。 
・ 平成30年7月豪雨における収集は自衛隊に依頼したために，冷蔵庫などリサイクルできる状態

での収集ができなかったものもあった（爪でつかむ重機であったためリサイクルできる状態

ではなかった）。 

エ 受入，管理方法について 

(ｱ)受入体制について 

・ 仮置場の場所が決まってから，レイアウトを決めた。最初２～３日は直営で行い，その後他

市の派遣職員（応援部隊）に誘導を依頼した。 

(ｲ)保管・管理方法について 

・ 吉備路クリーンセンターと，マービーふれあいセンターでは，日々15人以上が配置できたた

め，当初から10種類以上分別できた。 
・ その後の仮置場（小中学校）は基本的に混廃になった。仮置場に５人ほどしか人員派遣でき

なかったところは，３～４種類しか分別できなかった。確保できる人員によって分別できる

種類数が変わってくるため，いかに人員を確保できるかが適正分別につながると感じた。 

オ 原状復帰について 

・ 仮置場として使用した学校のグラウンドは全て土を入れ替え，環境調査を行った。 

カ 仮置場運営に関して県との連携（事務委託）において市町村が留意する点について 

・ 県との連携ができていなかった。県の職員が常駐していないので連携が取りにくかった。全

体調整，情報共有については，県が主導してくれるとありがたい。 
・ 二次仮置場の県への事務委託は大変助かった。市は被災地から早期にごみを二次仮置場に搬

出することが重要だと考えており，地域集積場（勝手仮置場）ができてしまった後の対応に

ついても議論し，処理計画を改定していきたい。 
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(3)広島県三原市のヒアリング結果 

ア 仮置場の状況  

・ 設置個所数は，13箇所 
・ ８箇所が環境部門の仮置場で，４箇所が国土交通省の土砂用仮置場。 
・ 追加１箇所は公費解体用の受け皿として利用。 

イ 民地の活用について 

・ 大規模災害時に災害廃棄物の受け入れ実績があり，今回もその経験から，支援できることが

ないか，また，廃棄物の受入支援について連絡を受けた。 

ウ 民地の使用状況について 

・ 使用貸借契約を締結。 
・ 土砂，有害物等の受け入れは行わない。原状復帰での返却。 
・ 使用前に両者で写真撮影し，従前状況を共有。 
・ 事後は，立ち合いのもと，返却。 

エ 住民への広報内容 

・ ホームページ（等）で広報した。 
・ 公表内容はホームページの記録を参照。 
・ 可燃物，不燃物，廃家電，畳，木くずのみ受け入れ。 

オ 民地の管理について 

・ ４人以上の人員を配置させる。 
・ 重機等は使用しない。基本的に，手作業で対応。 
・ 受け入れするごみを公表しているため，それ以外の廃棄物は受け入れないよう徹底した。 
・ 出入口は１箇所，目が行き届く車両数のみ，進入させていた。 
・ 返却時に，清掃事業者にて清掃後，返却。 

カ 民地の使用時の苦労点 

・ 職員の配置は他の仮置場よりも人員配置し，職員は常駐させた。 
・ 受け入れられないごみは，職員にて徹底して受け入れを拒否した。災害時，被災者はストレ

スを抱えており，受入出来ない旨の説明は必ず押し問答となるため，職員でなければ食い止

められない。 
・ 民地の使用・契約を守るには，管理の徹底が必要不可欠であるため，この管理ができないの

であれば，民地の活用は難しい。 
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キ 民地の活用のメリット 

・ 三原市の被災状況は，市の西部がひどかったが，東部エリアでも土砂災害などが発生し，被

災箇所は市全域で生じていた。 
・ 東部エリアには，仮置場を確保できるスペースが乏しく，民地の提供協力は，ありがたかっ

た。 
・ 開設当初は，市西部で受け入れきれない片付けごみを搬入できた。仮置場の面積としては小

さく，受け入れ量も少ないが，東部エリアをカバーする分散確保は，効果があった。 

ク 継承について 

・ 災害廃棄物処理計画は，当時作成していなかった。 
・ 一次仮置場候補地リストは作成しているが，公表はしない。リストの内容は，市有地で設定。 
・ 公表しない理由は，公表することで，間違って記憶されてしまうリスクを回避するため。水

害時は，片付けごみが早期に発生する。仮置場を市で選定して，開設・公表する前に，リス

トの場所は，廃棄物を放置されてしまうリスクがある。 
・ 初動マニュアルを作成する際に，今回の災害時に民地を活用した記録は残すと思う。用いた

賃貸借契約書，写真撮影・現場立ち合いによる返却などの記録は，今後の継承事項になるだ

ろう。 

ケ 仮置場として使用できた箇所の特徴 

・ ７月豪雨災害時に，仮置場として活用できた場所は，被災現場だったところが多い。 
・ 総合公園は，浸水被害を受けて，公園利用できる状況ではなく，水が引いた後，仮置場とし

て活用した。 
・ 周辺には，住宅・商業施設・病院等がある場所であるため，長期利用する２次仮置場として

は，管理者の了解が得られず使用できなかった。 
・ 南海トラフ地震を想定した場合，総合公園は，津波被害を受けない北西部に位置する。地震

時には，防災拠点などに活用することが予想され，廃棄物の仮置場としては活用できないは

ず。 
・ 総合公園を一次仮置場候補リストに選定することは，管理者の理解が得られない。 
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3.成果：マニュアルの作成 

(1)参考文献資料の整理 

 マニュアルを作成するにあたり，既報の参考文献を確認した。 
 
〇参考とした主な参考文献 

 
・環境省「災害廃棄物対策情報サイト 災害廃棄物対策指針 技術資料・参考資料ダウンロード」 

http://kouikishori.env.go.jp/guidance/download/ 

 

・国立研究開発法人国立環境研究所「災害廃棄物情報プラットフォーム」 

 https://dwasteinfo.nies.go.jp/index.html 

 

・一般社団法人廃棄物資源循環学会「災害廃棄物分別・処理 実務マニュアル―東日本大震災を

踏まえて」 
 

 

(2)第１案の作成 

 参考文献や過去の調査成果，ヒアリング調査結果をふまえて，マニュアル（第１案）を作成した。 
第１案の構成を下記に示す。 

 
〇幹事会検討時の第１案の目次構成 

第１編 手引きの構成 

 
第１章 手引きの構成 

第１ 作成目的 
第２ 手引きの構成 

第２編 一次仮置場の設置・運営編 

 

第２章 災害廃棄物処理について 
第１ 災害廃棄物処理計画の作成目的とその構造 
第２ 災害廃棄物の分類と処理フロー 

第３章 初動時の対応 
第１ 体制確保 
第２ 早期対応が必要な廃棄物への対応「対象とする災害廃棄物」 
第３ 仮置場確保の流れ 
第４ 集積所の管理 
第５ 住民周知 

第４章 開設段階 
第１ 発生量の想定 
第２ 一次仮置場の選定 
第３ レイアウト設定 
第４ 受入準備 

第５章 収集・運搬段階 
第１ 収集運搬方法の戦略構築 
第２ 収集・運搬手配 

第６章 管理・処理・原状復帰 
第１ モニタリング 
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第２ 後処理工程（二次仮置場以降の処理フロー） 
第３ 再資源化 
第４ 最終処分 
第５ 原状復帰 

第３編 参考資料編 

 

第１ 仮置場への受入れ時の広報（例） 
第２ 仮置場候補地の選定方法 
第３ 仮置場のレイアウト設定の留意点 
第４ 仮置場の確保に関する協定 
第５ 災害等廃棄物処理事業費補助金 補助対象内外早見表 
第６ 非常災害時における市町村の手続きのポイント 
第７ 環境省令「民間の安定型処分場の活用の省令 
第８ 災害廃棄物処理の事務委託手続き（例） 

 

(3)幹事会等での指摘事項とその対応 

 マニュアル（第１案）を幹事会にて報告するとともに，協議会メンバーに対する意見照会を行うこ

とで，マニュアルのブラッシュアップを行った。 
 指摘事項とその対応については，次ページのとおり。 
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〇幹事会等での指摘事項とその対応 

 

 
  

1

標題は一時仮置場運営の手引きだが、内容的には災害廃棄物
処理計画策定の必要性や収集運搬戦略の話、二次仮置場とリ
サイクル戦略の話まで盛り込まれており、欲張りすぎているの
ではないか。「手引き」とされているが、これはマニュアルなの
か解説書なのかはっきりしない作りとなっている。
読み物のような部分と指針の引用が混在しており、自治体職員
にとって使いやすいものとは思えない。

指針の抜粋については番号やページを示すことで引用を少なく
する工夫が必要。実務のポイントを押さえるべきなので記述にメ
リハリをつけてほしい。
基本的にはp26の表に従った解説さえあれば「手引き」としては
十分なのではないかと考える。

メリハリを最優先とすために、「事前対策編」（処理
計画の法体系など）を資料編に移動し、廃棄物処
理の業務概要と仮置場の定義のみ序章として記
述後、マニュアルの中身を示す構成に変更した。
手引きの中身は、p26の仮置場開設前後の初動・
収集運搬・後工程まで理解してもらう、現構成を活
かす形とした。

2 誤字と思われる
修正前：○災害対策物対策指針の改定について
修正後：○災害廃棄物対策指針の改定について

修正対応

3
本手引きを参考に各自治体の実情に応じて対応することを明確
にしていただきたいため。

「柔軟な対応が必要であるため、各自治体の実情に応じて、本
手引きを参考にしつつ、」

指摘のとおり追記

4 文章と図の表現を統一した方がよいと思われる。
修正前：「一次仮置場の開設・運営編」
修正後：「一次仮置場の設置・運営編」

修正対応

5
手引きの構成では「事前対策編」と称しているが、述べられてい
る内容は災害廃棄物処理計画に関する一般論に過ぎない

第1章第2の後に1節追加して、仮置場候補地の事前選定や仮
置場用の資機材備蓄、管理運営方法の検討、市民広報の案
の作成など平常時（災害発生前）に準備しておくべきことを述べ
ておくべきである

意見１の対応をふまえた構成変更を行いつつ、「災
害廃棄物処理の内容」と「災害廃棄物処理の流
れ」を示して処理業務全体を理解してもらう構成と
した。
加えて、処理の内容と流れの間に、事前準備事項
を追加記述した。

6

手引きは仮置場候補地が選定されていることを前提としている
ので、平時の仮置場候補地選定が重要であることは本編の第
１章にも記載してはどうか。
もしくは、発災後に本手引きを参考とすることを重視しているの
であれば、候補地の選定方法は不要ではないか。

（意見のとおり）

「求められる事前準備事項」として仮置場候補地の
事前選定が必要という点を記述した。
資料編の選定方法は、選定できていない自治体が
多数ある状況のため掲載。

7

災害廃棄物処理について、自ら処理できる量を把握し、処理で
きないものについては広域処理や民間委託で処理するため自
ら処理できないものについて処分先を予め検討しておくことが必
要。

指摘をふまえ追記

8
処理可能量の推計にあたって、自ら処理できる量を把握してお
くことが必要

指摘をふまえ追記

9 資料の画質向上 指摘をふまえ作成

10

「集積所」もしくは「集積場所」という表現は、市町村において
は、従来から、通常の生活ごみのごみステーションで使われる
表現です。（各市町村で定めている設置要綱とかで使われる。
本市では、ごみ集積場所という。）

市町村担当者が実務を行う際、「集積所」、「集積場所」が通常
のごみステーションのことを言うのか、災害廃棄物用のことを言
うのか混同してしまうのではないかと思います。

実務担当者としては、仮置場というキーワードは災害廃棄物の
分野ということであることが認識しやすいので、従来通り仮置場
としてほしい。

勝手仮置場はそのままの表現で、例えば、指定仮置場（管理
されている）と表現を使うなど。一次仮置場は、3,000㎡以上の
比較的大きな面積の仮置場で整理できないかと思います。

環境省から発信するレポートであるため「言葉・定
義の統一」が必要。
技術資料で「集積所・一次仮置場」としている表記
方法と整合させている。

11
「勝手集積場所」という表現は、集積所の枠内であるので表現
として分かり辛いのではないか。

修正前：勝手集積場所
修正後：勝手集積所

全編を勝手集積場所で統一表記

12
・各チェックリストの使い分け方がわかりにくい。（「1.初動時の
確認内容」，「2.一時仮置場の～」，「3.災害廃棄物の～」で一
部内容がかぶっているようにも見えるので）

・各チェックリストの使用方法（いつ，どのように使うのか）を記
載する。

指摘をふまえてチェックリストの冒頭に注意事項を
記載した。

13
災害廃棄物処理業務の委託に係る事務・連絡調整が必要では
ないか。

総務の役割に当該内容を追加してはどうか。 指摘をふまえ追記

14
一次仮置場の運営マニュアルに二次仮置場を含むが入ってい
るのは不適当

仮置場担当は、一次仮置場だけでなく、前後の管
理集積所・二次を含めた全体の対応が求められる
ため削除せずそのままとした。

15

発災直後発生量の推計を行う場合、その方法については、指
針でも示していません。具体的な方法を尋ねられても回答でき
る人はいないのが現状だと思いますので、仮置場の必要面積
を算出して確保する手順は、現実には特殊な場合に限られるの
ではないでしょうか。
しかし、建前として表記することは必要かもしれませんが。

左記のような現実がありますので、実際は被災の範囲、規模
(広さ)に対応して被災地近くの空地を選んで確保しているように
思います。そのような対応が現実であるということをコメントする
とよいと思います。

指摘をふまえ発生量推計が難しい場合は仮置場
の確保を先行確保する点を追記した。

16 仮置場には不適切な事例を記載出来ませんでしょうか。 設置後、不具合が生じた箇所を例示
混廃化・勝手集積場所の問題事例を記載してい
る。
ｐ25にも開設後の問題事項の記載もある。

17
・緊急時のやむを得ない場合に限ることを前提として，混廃を大
規模事業者へ一括搬出した事例等についても記載してはどう
か。

・混廃を大規模事業者へ一括搬出した事例等についても記載
する。

指摘事項は回避すべき事項のため意見としてとど
める（反映はしない）。

18
勝手集積場所の撤去・閉鎖はどのように行ったか参考になる資
料はありませんでしょうか。

過去の対策事例を記載
早期発見・速やかな閉鎖を示す内容で整理するこ
ととした。

19
事前調整できていない場合に、自治会長と連携して・・・とあり
ますが、初動の混乱期に管理が十分にできるとは考えにくく、
混合廃棄物化する可能性が高いと考えます。

管理集積場所は事前調整できている場合に限る必要があると
考えます。
よって、「事前調整できていない場合・・・・・」のコメントは削除

指摘のとおり削除

20

管理集積場所の確保が混廃を防ぐ切り札のような表現は、前
述のように特別な場合だと考えますので、全市町村を対象とし
たこのような手引きとしては、相応しくないのではないでしょう
か。

22行目以降の管理集積場所についてのコメントは、「管理集積
場所」という別枠の項目を設け、そこに一括して述べる形にする
とよいと思います。。
混廃を防ぐ本筋の対策としては、一次仮置場を適正に設けて管
理すること、開設前に十分な準備をすることだと思います。

管理集積所を別枠の項目として構成を変更した。

意見番号 意見 修正案（意見） 対応
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21

・「事前に計画しておくことが有効である」との記述については、
発災後地域住民と協議する時間はないと考えられますので、事
前計画は必須だと思います。
・また、事前に管理運営、回収計画などが具体的に細部まで作
成されていなければ、勝手集積場所になる可能性は高いと考
えられます。

・事前に計画しておく必要があるとしてはどうでしょうか。
・また、管理集積場所を設置できるのは特別な場合に限らると
いう認識を持っていただく必要があると思います。そこで、管理
集積場所を設置できるのは、仮置場の候補地が少ないあるい
は確保できない等の事情のある自治体であることが前提で、加
えて事前に住民と管理人員の確保、分別品目、管理方法等に
ついて協議の上、了解が得られ、且つ、回収運搬計画が事前
に作成されている場合に限られるといった記載が必要。

指摘の内容を追記

22

『「可燃物、不燃物、家電、その他がれき」の最低４分類での分
別』という表記について、４分類で大丈夫のように受け止められ
かねない。また、本文中にあいまいな表現は使わない方がいい
旨の記載もあることから。

家電については、家電全般で特定４品目も含むのか、特定４品
目のみを指すのか明確ではないため、明確にする必要があると
思いますが、もともとの趣旨は特定４品目を指すものと思いまし
た。

『管理集積所への災害廃棄物の持ち込みには、「可燃物、不燃
物、家電、その他がれき」の最低４分類での分別を徹底して搬
入するよう周知することが必要である。』
↓
『管理集積所への災害廃棄物の持ち込みには、「可燃物、不燃
物、特定家庭用機器４品目、その他がれき」の大きく４分類を
基本として市町村が適正処理を進めるうえで指示する必要な分
別を徹底して搬入するように周知することが必要である。』

指摘をふまえて修正

23 便乗ごみ対策の記載は出来ませんでしょうか。 過去の対策事例を記載
受入品目・分別の徹底、適切な管理を行う内容を
記載（上記対応を通して）

24
事前復興の観点から，平時から住民に対して，災害廃棄物につ
いても，「分別の徹底・指定箇所以外の排出は不可である」こと
について，周知を図る必要がある。

住民周知のポイントなどにその旨記載していただきたい。 指摘の内容を追記

25 過去に推計した事例（方法）を記載出来ませんでしょうか。 推計式及びその他の推計方法を記載
推計方法は被災内容や地域条件で異なり事例等
の掲載はミスリードになる可能性が高い。詳細は
技術指針を参照することとして整理。

26

自ら処理できる量を把握し、処理できないものについて広域処
理や民間委託で処理することとなるのでそのことを念頭におい
て、分別項目及び一次仮置場のレイアウトの設定をすることが
必要

指摘をふまえ追記

27
被災者へのごみの分別排出の説明で、成功例や失敗例があ
れば、記載すると参考になると考える。

事例があれば記載する。
「十分な準備ができないまま開設した仮置場で発
生した問題事項」は、「有識者等からの指摘」とし
て、既往調査で把握した事例も組み込んでいる。

28
そのまま～処理コスト増大　は、標題にある「実際に発生した問
題」ではないのではないでしょうか。

削除 削除対応

29
受入可能量を超えたことで、渋滞が発生し、産廃、便乗ごみが
発生した事例があるのでしょうか。

要確認 渋滞と不法投棄を別項目の扱いとして修正

30 これも「実際に起きた問題」ではないのではないでしょうか。 削除 削除対応

31 内容が断片的です。全体像がどこかに必要。
全体像が見えませんが、本表作成の意図に照らして対応下さ
い。

次頁（リスト）を参照するよう修正

32
トラックスケールで搬入車を全て計量しては渋滞が発生します
ので、活用の仕方について詳しく記述する必要があるのではな
いでしょうか。

・冒頭に「必要な場合」を追記
・活用の前に、「渋滞発生に注意して」とのコメントを追記

指摘のとおり修正

33
重機の活用を有効としていますが、重機は必須の機材ではな
いでしょうか。

重機は削除 削除対応

34

農地等における仮設道路の記述がありますが、農地等を仮置
場にすることはできるだけ控えるべきとの東日本大震災の経験
知としてあると思いますので、レアケースと考えるべきではない
でしょうか。

農地は削除 ぬかるみ防止用に修正

35 作業スペースとは何の作業でしょうか。 〇〇作業スペース 指摘をふまえ修正

36
離間距離2m以上は、個人的には感覚的に同感ですが、しっか
りした根拠はないのではないでしょうか。

削除 削除対応

37
予告広報とは指針にはない言葉ですが、どういう目的で行うも
のでしょうか。また、いつの時点で行うものでしょうか。

説明を追記する。 指摘をふまえ修正

38
即時広報という言葉は指針にない言葉ですので、説明が必要
ではないでしょうか。また、予告広報と即時広報とのタイミング
の違いが分からないと思います。

・○○の時点で次のような内容を広報する。
即時広報との表記は削除し、広報で一本化。仮置
場の開設前後を意図して２段階の広報を表記

39

数量管理で、搬入量の計測が難しくても・・との記述があります
が、通常、搬入量の計測は難しいのではないでしょうか。
また、搬入台数だけしか記述がなく、数量管理の全体像が見え
ませんが、よろしいのでしょうか。

「搬入量の計測が難しくても」は削除。
全体像が見えませんが、本表作成の意図に照らして対応下さ
い。

数量管理の項目を削除

40
回収戦略を検討することは重要であるが、その前提として、被
災地域におけるごみの集積状況等の的確に把握する必要があ
ると考える。

・・・、被災地域におけるごみの集積状況等を把握した上で、市
町村は片付けごみの回収戦略を検討することが必要である。

指摘の文言を追記

41
市町村は、自ら処理できる量を把握し、処理できないものにつ
いて広域処理や民間委託で処理することとなるのでこのことを
明記する必要がある。

指摘事項を確認。同種の表現がるため修正対応せ
ず

42
市町村は、自ら処理できる量を把握し、処理できないものにつ
いて広域処理や民間委託で処理することとなるのでこのことを
明記する必要がある。

他で同種の修正指摘を対応。当該部分は技術資
料からの転記のため修正対応しない

43

平成26年6月のマニュアルから引用されているため、現状と異
なる点がある。
例えば、「37.諸経費　×」になっているが、H31.4の要領改正に
より諸経費も限定的に補助対象とされている。

早見表の見直し、又は引用するのであれば補足説明を入れ
る。

令和元年7月の説明会資料をともに時点修正

44

諸経費率や国交省等他省庁との連携事業など、平成２６年時
点から補助金の要件や対象範囲は変化しており、また実際の
災害時には協議等により認められているような項目もあることか
ら、早見表全体の見直しを行った方がよい。

早見表全体の時点修正を行う。 同上

45

非常災害時の特例の中で、解説のない条項がある
・法第15条の2の5第2項
・令第4条第3号

上記条項は、実際の災害廃棄物の処理において適用事例が多
いため、解説が必要と考える。

解説を入れる。 指摘の特例措置を追記

46
仮置場の面積が限られている場合に最低限の分別項目も記載
が出来ないでしょうか。（限定する品目や兼務出来るものが分
かるよう）

最低限の分別項目、指針による望ましい分別項目を表へ図示
災害廃棄物の分別項目と分別配置の例を示し、関
係者との事前協議での設定が望ましい点について
記載あり

意見番号 意見 修正案（意見） 対応
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(4)マニュアルのとりまとめ 

修正指摘をふまえ，一次仮置場運営の手引きをとりまとめた。 
最終の目次構成を下記に示す。 
詳細は，別冊の手引きを参照のこと。 

 
〇一次仮置場設置運営の手引きの目次構成 

第１編 一次仮置場の設置・運営編 

 

序 章 手引きの作成目的と定義 
第１ 作成目的 
第２ 手引きの構成 
第３ 災害廃棄物の対応業務全体について 
第４ 仮置場の定義について 

第１章 初動時の対応 
第１ 体制確保 
第２ 対象とする災害廃棄物 
第３ 仮置場確保の流れ 
第４ 集積所の管理 
第５ 住民周知 

第２章 開設段階 
第１ 発生量の想定 
第２ 一次仮置場の選定 
第３ レイアウト設定 
第４ 受入準備 

第３章 収集・運搬段階 
第１ 収集運搬方法の戦略構築 
第２ 収集・運搬手配 

第４章 管理・処理・原状復帰 
第１ モニタリング 
第２ 後処理工程（二次仮置場以降の処理フロー） 
第３ 再資源化 
第４ 最終処分 
第５ 原状復帰 

第２編 参考資料編 

 

第１ 災害廃棄物処理計画の作成目的とその位置づけ 
第２ 災害廃棄物の種類 
第３ 仮置場への受入れ時の広報（例） 
第４ 仮置場候補地の選定方法 
第５ 仮置場のレイアウト設定の留意点 
第６ 仮置場の確保に関する協定 
第７ 災害等廃棄物処理事業費補助金 補助対象内外早見表 
第８ 非常災害時における市町村の手続きのポイント 
第９ 環境省令「民間の安定型処分場の活用の省令」 
第１０ 災害廃棄物処理の事務委託手続き（例） 
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第6. 訓練関連 

1.実施概要 

災害発生時の災害廃棄物処理に関して，過年度業務により実施した図上訓練を参考とし，協議会

構成員を対象に図上訓練を実施し，その結果等から災害廃棄物の処理に必要な事項を検討する。 
本年度はブロック行動計画において訓練について記載された内容をふまえ，３年サイクルで実施

する図上訓練の１年目に位置づけて実施した。しかし，昨年度，平成30年７月豪雨災害が中国四国ブ

ロックで発生したため，その教訓と継承を盛り込んだ内容とした。 
本年度は２回に分けて実施し，１回目はワークショップ形式，２回目は手順確認型図上演習とし

た。なお，この２回の組合せは平成27年度実施方法と類似のものである。 

2.第１回訓練 

(1)目的 

 大規模豪雨災害時の広域連携体制の全体像を確認し，共有すること 
 広域連携体制の構築にあたり留意すべき事項を協議し，一定の方向性を得ること 
 第２回訓練に行う図上訓練の土台となる「災害廃棄物処理の手順」の完成度を高めること 

(2)訓練の進め方 

第１回訓練は，第２回訓練で使用する訓練シナリオをもとにワークショップ形式の訓練を行い，

シナリオの改善点，シナリオの元となった広域連携体制の構築の問題点を検証した。 
１日の流れは，下記のとおりである。 

時間 項目 概要 

13:20 ワーク１ 
〇「タイムラインを念頭においた図上訓練シナリオ検討」 
 ・災害廃棄物処理手順の確認 
 ・特に協議・確認すべきテーマ 

14:05 発表 （ワールドカフェ方式） 
14:35 休憩 休憩 
14:45 ワーク２ 〇「してほしいことリスト」の検討 
15:20 発表 （各班からの発表） 
15:35 講評 

ア ワーク１：タイムラインを念頭に置いた図上訓練シナリオ検討 

(ｱ)検討の進め方 

幹事会で検討した広域連携体制案をふまえて作成した図上訓練シナリオ（Ａ１判）について，班

に分かれて時間軸順に手順を追いながら意見を出した。進行役（ファシリテータ）は，受託会社社

員が行った。 
出された意見は，シナリオに直接書き込んだり，付箋紙に書いて貼り付けたりした。 
今回の訓練ワーキングの前提となった広域連携体制の全体像は，中国ブロック及び四国ブロッ

クにおける平成30年７月豪雨災害時の災害廃棄物処理に関する広域連携の問題点を洗い出した昨

年度の協議会の調査結果をふまえ，新しい広域連携体制の仮説を幹事会で検討し，その仮説を訓
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練シナリオに落とし込んだものである。 
第１回訓練で仮説としてとりまとめた広域連携体制の全体像は，次のとおりである。 

ブロック内の連携体制は，時間軸で３つのフェーズに分けて整理する 

 

 

 

【第１段階】
発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か、判断できていない状況）

被災市町村

環境省本省

中国四国地方
環境事務所

②先発隊の派遣

③情報共有
④自治体先発隊の派遣依頼

①被害状況
報告

災害対策
チーム

災害対策本部

環境部局

ブロックの
司令塔として
応援・受援
調整

情報収集 報告

①被害状況報告
（応援要請）

①被害状況報告
（応援要請）

ブロック
構成員

応援県A

応援市B

災害対応
経験職員

災害対応
経験職員

被災県

災害対策本部

環境部局

情報収集 報告

水害発生
(詳細不明)

⑤自治体先発
隊派遣

先発隊

助言

⑤自治体先発
隊派遣

※先発隊の派遣実施時

【第２段階】
発災直後から1週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明した段階）

被災市町村

環境省本省

中国四国地方
環境事務所 災害対策本部

環境部局

ブロックの司令塔と
して応援・受援調整

ブロック内自治体や
本省との情報共有

D.Waste-Net

ブロック
構成員

応援県A

応援市B

災害対応
経験職員

災害対応
経験職員

③必要支援
内容報告

②⑥職員派遣

①支援チーム
派遣

状況報告応援・
助言

情報収集 報告

災害対策
チーム

被災県

災害対策本部

環境部局

支援チーム

情報収集 報告

リエゾン職員

④追加の応援依頼
⑤情報共有

②⑥職員派遣

大規模風
水害発生

※職員派遣の要請後の状況

【第３段階】
発災後約１週間～１か月程度以内の連携体制

被災県

被災市町村

環境省本省

中国四国地方
環境事務所

③ブロック内情報共有

④応援職員の
派遣

災害対策本部

環境部局

ブロックの司令塔と
して応援・受援調整

ブロック内自治体や
本省との情報共有

D.Waste-Net

知事会等

全国都市
清掃会議

災害対策本部

環境部局
ブロック
構成員

応援県A

応援市B

災害対応
経験職員

災害対応
経験職員

②現地情報
共有

人員・資機材等派遣

支援チーム

状況報告応援・
助言

情報収集 報告

情報収集 報告

災害対策
チーム

①支援チーム
派遣

リエゾン職員

自治体応援職員
（助言等）

自治体応援職員
（仮置場等）

④応援職員の
派遣

車両等派遣
市長会等

人員・資機材等派遣

※追加応援職員の派遣要請後の状況
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(ｲ)発表：ワールドカフェ方式 

検討結果の発表方法は，ワールドカフェ方式に準じた方法で行った。通常の模造紙を前に出し

て発表するものではなく，他班に移動をして当該班での検討結果の詳細を聞き，それに対する意

見を他班メンバーが行うことにより，それぞれの班の検討結果を十分に理解するだけでなく，そ

の班の検討結果をより充実したものにすることができる。その進め方の概要は下記のとおり。 
◆各班員は，自分の班以外の班に自由に移動（人数の多少が出た場合は調整） 

◆各テーブルのファシリテータが他班から移動してきた班員に対して，ワーク１の結果を説明 

◆説明後，班員の元所属の班での議論も参考にしながら意見交換 

◆出された意見は，ファシリテータの記録及び発言者の付箋紙で記録 

 （※通常は，この後，元所属の班に戻り，出された意見を共有するが，今回は省略） 
 

 

イ ワーク２：「してほしいことリスト」の検討 

昨年度の協議会の調査で，今後の対策の１つとして提案された応援職員に「してほしいことリ

スト」をあらかじめ作成しておくというものがあった。「してほしいことリスト」とは，大規模災

害発生時に受援可能性のある項目をあらかじめ整理しておき，応援職員に直ちに要請を出せるよ

うなリストのことである。 
検討にあたっては，県職員の班２班，市職員の班２班の計４班に分かれて，大規模な災害が発生

した時に時間軸によって変化する支援ニーズについて検討を行った。時間軸としては，広域連携

の３つの段階を念頭に置いて，①発災直後，②１週間以内，③１～４週間，④１～３ヶ月，⑤３ヶ

月以降に分けて検討した。 
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(3)訓練ワーキングの結果 

ア 訓練シナリオの検討ワークの結果 

ワーク１で使用した訓練シナリオ（災害廃棄物対策の広域連携手順）とワークで出された意見（赤字）は，下記のとおりである。シナリオの青色の網掛け部分は，今回検討している広域連携体制の部分である。 
これらの検討結果のまとめは，前述の広域連携体制の検討に記載している。 
また，第１段階～第３段階で出された意見をふまえ，シナリオを修正し，第２回の訓練に使用した。 

 

 

被災市 被災県 被災地域関係先 国（環境事務所、本省等） 応援県 応援市 全国支援団体

１．広域連携体制の確立

第１段階＝「発災直後（被害は大きい模様であるが広域支援が必要か、判断できていない状況時）」
（１）災害廃棄物処理体制の確立

12時間
以内

①災害廃棄物処理組織
体制の確立

1
・災害廃棄物総括者を決定する ・災害廃棄物総括者を決定する

○災害廃棄物総括者を決定しようと動き始めるトリガーは何か？（災害対策本部立上げと共に自動的に？）

2

・災害廃棄物各担当者の決定
　総務班（総合調整、国・県・市町村、支
援団体担当、市民広報・市民対応担当）
　災害廃棄物処理計画管理班（処理計画管
理担当、経理担当、環境保全担当）
　災害廃棄物処理実行班（家屋解体撤去管
理担当、災害廃棄物処理施設担当、仮置場
担当、適正排出指導担当、生活ごみ担当、
し尿処理担当、仮設トイレ担当、がれき等
収集運搬担当）

・災害廃棄物各担当者の決定
　総務担当（関係団体との調整、現場の広
域支援）
　処理担当（処理実行計画作成）
　初動対応担当（処理施設被災状況確認）
　家屋解体撤去管理担当
　仮置場担当
　経理担当

〇水害の場合、体制確立は早い段階でできるのではないか。（四国３班）

3 ・市役所内部の連絡手段の確保 ・県庁内部の連絡手段の確保

4
・市保有処理施設等との連絡手段の確保 ・県保有処理施設等との連絡手段の確保

5

・外部との連絡手段の確保
　同一県内県市町村、協定締結自治体、協
定締結団体・事業者等

・外部との連絡手段の確保
　国、県内市町村、協定締結自治体、協定
締結団体・事業者等

・協定締結団体における連絡手段の確保
　協定先県市等との連絡体制構築と団体事
業者の状況確認の実施

・被災地との連絡手段の確保
　被災地（県、市町）との連絡体制の構築
と状況確認実施 ○支援側のリスト（関係者のリスト）が必要（中国3）

③災害廃棄物相談窓口
の開設準備

6
・住民向け相談窓口の開設（関連部署と連
携）

○Ｑ＆Ａができる頃でなければ難しい（四国2）

7

・ボランティア向け窓口の開設（ボラン
ティアセンター担当部署との連携）

（２） 被災状況の把握と広域連携体制の充実

12時間
～

24時間
以内

①県内の廃棄物処理施
設等の被害状況の収集

9

・防災部局より市の災害概要情報の入手 ・防災部局より県内の災害概要情報の入手 ・防災部局より県内の災害概要情報の入手 ・防災部局より市の災害概要情報の入手

○情報が入らない可能性高い－ある程度は入るのでは？（四国2）

10
・市の廃棄物処理施設の被害状況の収集 ・県の廃棄物処理施設の被害状況の収集 ・県内市町の廃棄物処理施設の収集、整理 ・自市の廃棄物処理施設の収集・整理、県

への報告
〇所管施設に関する被災有無の確認は12時間より前に実施するのではないか。庁内の連絡網ができていて、各施設から本部（環境部局）へ報告が
入ってくることが一般的だと思う。（四国3）

11
・仮置場等の候補地の被害状況の収集（防
災部局より）

・仮置場等の候補地の被害状況の収集（防
災部局より）

○仮置場の候補地リストは必須（中国3）

12

・廃棄物処理施設、協定締結団体、事業者
の被災状況と協力可否確認
（特に建設業協会や産廃協会等の会員企業
の被害状況）

・協定締結団体、事業者の被災状況と協力
可否確認
（特に建設業協会や産廃協会等の会員企業
の被害状況）

・締結団体における組合員の被害状況の確
認

13
・災害廃棄物処理関係の被害状況を防災部
局に報告

・災害廃棄物処理関係の被害状況を防災部
局に報告

○被害状況の実態を把握したいができない状況（中国3）

14
・防災部局は市の被害状況を県に報告 ・防災部局は県内市町村の被害状況を収集

する

15
・被災した市の廃棄物処理施設の応急修
理、復旧作業を発注する。

・防災部局は収集した情報から県内の状況
をとりまとめる

16

・とりまとめた情報から、県全域で甚大な
被害があることを県内市町村に伝達する

②仮置場候補地、周辺
道路等の被災状況の収
集

17

・仮置場候補地及びその周辺道路等の被災
状況の収集

・仮置場候補地及びその周辺道路等の被災
状況の収集

③民間事業者の被災状
況の収集・整理

18

□協定締結団体、事業者の被災状況の把
握、整理
・他部署の協定締結団体（所管部署から入
手）
・廃掃法上の政令市に立地する事業者に
は、当該市に被災状況を報告するように周
知

19

□協定事業者の被害状況の収集、とりまと
め
・以後、継続して収集し、随時情報を更新

20

□建設業者の土砂除去作業、道路啓開作業
の進行状況の確認
・災害廃棄物搬送への協力可能性の把握

21

□県内の廃棄物処理施設、仮置場候補地、
協定事業者の被害状況をとりまとめ、県災
対本部に報告
・以後、継続して収集し、随時情報を更新

④処理困難廃棄物関連
の被害の収集

22
□処理困難廃棄物関連の被害状況の収集、
整理

災害時
目安時間

手順大項目
手順詳細

意見整理

②被災県、被災市町村
の連絡体制の確立

被災県、被災市とも、これら
の情報収集活動を行うが、
必ずしも情報が入手できる
とは限らず、大きな被害が
発生していると想定されるだ
けの場合もある
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⑤先発隊の派遣

23

・環境部門の被害状況報告（応援要請）
　環境部局は、国（環境事務所）に被害状
況を伝達する（先発隊の派遣要請の実施）

・被災状況の収集
　ブロック内県環境部局への被害状況の問
合せを行う。
被害が大きいと想定される県に対しては、
要請がなくとも先発隊のプッシュ型派遣を
検討する。

・状況報告
　被害が小さい場合でも国（地方環境事務
所）に被害状況を報告する。

〇すでにあるブロック協定とこの行動計画の位置づけ・役割を明確にしたほうがよい。（中国2）

〇第１段階で、ブロック協議会の構成員以外の市町村と環境事務所が直接連絡をすることはなかなか難しいのではないか。ブロック協議会の構成員
以外の市町村の調整はやはり県の役割だと思う。（四国3）

〇環境事務所からの要請の手段は決めておいたほうがよい。先に電話等で連絡し、その後正式に文書を送るなど。（中国2）

○先発隊はプッシュ型で派遣された方が良いが、派遣する際の基準を検討する必要がある。（中国4）

24

・被災状況の共有
　協議会構成員全員に対してブロック全体
の被害状況を共有するとともに、本省へ報
告する。

25

・先発隊の受入準備
　環境部局は、先発隊にしてほしいこと
（市内被害状況の把握等）、来てほしい人
材を明確にしておく

・先発隊の受入準備
　環境部局は、先発隊にしてほしいこと
（県内被害状況の把握等）、来てほしい人
材を明確にしておく

・先発隊の派遣要請対応着手
　地方環境事務所から先発隊を派遣要請。
　あわせて応援県、応援市を選定（過去災
害廃棄物処理経験のある県、人材リストを
活用）し、自治体先発隊の派遣要請。派遣
（出張）期間は数日～５日程度まで。

・自治体先発隊の派遣要請対応可否と対応
　自県が派遣（出張）が可能な状況である
ことを確認し、自治体先発隊を組成し、被
災県に派遣（出張）。（所属課長判断で可
能な期間・内容を前提）

・自治体先発隊の派遣要請対応可否と対応
　自県が派遣（出張）が可能な状況である
ことを確認し、自治体先発隊を組成し、被
災市に派遣（出張）。（所属課長判断で可
能な期間・内容を前提）

〇ブロック協議会として環境事務所の要請のもと先遣隊を派遣するスキームをオーソライズできるのであれば、そのスキームのもと動くということ
を、応援市側で、庁内で説明しやすい。（四国３班）
○先発隊は「派遣」という言葉を使うと、人事部を通した手続きが求められると解釈される。（四国4）
○国からの要請があった上で、担当課長による「出張命令」であれば、先発隊の要請対応が行いやすい。（四国4）
○応援県市の選定は環境事務所で判断してもらうのが良い（四国2）

〇応援市が先遣隊を派遣する際、どのルートを通れば被災市へたどり着けるのか、派遣要請とあわせて環境事務所から応援市に情報提供してほし
い。（四国３班）

○応援市の選定の際には、自治体規模も考慮してもらいたい。同程度の規模であれば業務内容が近いため、被災市から業務を依頼しやすい。（中国
4）

○先発隊の受入が難しい場合に、遠隔での支援がどの程度可能か事前に検討すべき（Skype会議の実施など）。（中国4）

○先発隊に何をしてもらえばよいか分からないため、「してほしいことリスト」を事前に準備しておくべき。（中国4）
○「してほしいリスト」の内容に見合った人材が応援職員とは限らないため、「人材リスト（被災・支援の経験内容）」と合わせて、事前に準備し
ておくべき。（中国4）
○被災経験のない自治体では、何から始めて良いか分からない。仮置場の調整（設置、管理等）、発生量推計を任せられるのであれば最もありがた
い（これらで躓く可能性が大きい）。（中国4）
○先発隊にしてほしいことは明確にしにくい（中国3）
○先発隊が入って情報収集することが重要（中国3）
○県の立場からすると先発隊に市町村に入ってもらいリエゾン役をしてもらいたい（中国3）

○先発隊でも、廃棄物処理経験者が望ましく、人材リストの作成・活用が重要。環境事務所にて要請するため、環境事務所にて人材リストを管理・
共有することが望ましい。（四国4）
○経験者がベター（四国2）
○未経験者だと応援しにくい（四国2）

○受入側の準備は平時の受入れに近いもので良い（中国3）
○第1段階、2段階ともどこまでが所属長判断でできるか？各自治体内部であらかじめ調整しておくことが望ましい（四国2）

26

・先発隊による活動
　被災県において自治体先発隊と合流し、
被災県のしてほしいこと（県内被害状況の
把握等）に対応する

・自治体先発隊による活動
　被災県において環境事務所の先発隊と合
流し、被災県のしてほしいこと（県内被害
状況の把握等）に対応する

・自治体先発隊による活動
　被災市のしてほしいこと（市内被害状況
の把握等）に対応する

〇現状では人材リストは整理できていない。（四国３班）

〇先遣隊の派遣はよいが、被災側と応援側で被災状況に関する認識が合わないことがある。情報が独り歩きしないように、必ず応援側と被災側の関
係部局でミーティングの機会をもってほしい。（中国２班）

○経験人材リストは必要。
○先発隊であっても処理経験者で、指揮・アドバイスができる人材が望ましい。
○情報収集をして被害が大きいと判明した時点で支援に切り替える（中国3）

27

・先発隊からの報告受領
　先発隊の活動結果の報告を受ける。（市
内の被害状況等の概略が把握できる。）

・先発隊からの報告受領
　先発隊の活動結果の報告を受ける。（県
内の被害状況等の概略が把握できる。）

・活動結果の報告
　先発隊による活動の結果、把握した情報
を被災県に報告する

・活動結果の報告
　先発隊による活動の結果、把握した情報
を被災県に報告する

・活動結果の報告
　先発隊による活動の結果、把握した情報
を被災市に報告する 〇ICT技術が発達しているので、先遣隊の役割はテレビ会議の導入などで代替できるのではないか。（四国３班ワールドカフェ）

・被災県、先発隊と協議し、広域連携の必
要性を判断
　県に被害概況を報告するとともに外部か
らの支援の必要性を県、先発隊と協議

・被災市、先発隊と協議し、広域連携の必
要性を判断
　県内市町村の状況も勘案して判断

・被災県、被災市と協議し、広域連携の必
要性を判断

29

・被害状況報告
　先発隊からの報告をふまえ、被害状況を
被災県に報告する

・被害状況報告
　先発隊からの報告及び被災市からの報告
をふまえ、県内の被害状況をとりまとめ、
環境事務所へ報告する

・本省へ報告
　先発隊による情報収集結果を本省に報告
する
　被害が大きい場合、本省支援チーム
（D.Waste-net含む）の派遣を要請する

災害時
目安時間

手順大項目
手順詳細

意見整理
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第２段階＝「発災直後から１週間程度の連携体制（災害廃棄物が多量に発生することが判明した段階時）」
（３）広域連携体制の充実

①本省支援チームの派
遣

32

・支援チームの受入
　支援チームの活動スペースを確保する
（最小限の受け入れ体制とする）
　宿泊施設の確保などについては、応援職
員自身の対応可否を事前に確認する。

・支援チーム派遣
　本省はD.Waste-netを含む支援チームを
被災県に派遣する

〇第２段階になったということをだれが判断するのか。議論が必要である。（四国３班）
○先発隊の宿舎の確保は、被災側と応援側のどちらが実施すべきか。（中国4）

33

・支援チームによる助言等活動
　被災県を中心に助言を行う
　被災市町村への巡回、助言等を行う

34

・環境事務所職員による支援
　支援チームと役割分担をしたうえで、災
害査定までを見すえた中長期的な視点で被
災県等を支援する

35

・支援チームの引継ぎ
　支援チームのメンバーが交代する際に
は、引継ぎは支援チーム内で行う（被災県
に余分な作業負担をかけない）

○引継ぎを被災自治体に負担をかけないことは重要（四国2）

②リエゾン職員の派遣 36

・リエゾン職員の派遣
　被災県災対本部にリエゾン職員を派遣す
る

37

・リエゾン職員の活動
　リエゾン職員は災対本部で得られた情報
を本省、地方環境事務所に報告する
　状況に応じて必要となる支援内容を環境
事務所に報告する

○リエゾン職員は場合によっては市長に提言することも（四国2）

③被害状況の情報共有 38

・被害状況の情報共有
　被災市は、先発隊・応援職員などの活動
で得られる情報を、逐次、担当者間で情報
共有する。
　応援職員が交代する際は、できるだけ応
援職員同士が直接引継ぎし、応援職員間で
の情報共有を円滑に実施する。

・被害状況の情報共有
　被災市県、先発隊・本省支援チーム・応
援職員などの活動で得られる情報を、逐
次、担当者間で情報共有する。
　応援職員が交代する際は、できるだけ応
援職員同士が直接引継ぎし、応援職員間で
の情報共有を円滑に実施する。

・被害状況の情報共有
　地方環境事務所はリエゾン職員からの報
告や各県からの報告をとりまとめ、協議会
構成員全員に対して被災自治体の被害状況
の情報共有を行う（以後、定期的に継続実
施）

④応援自治体からの職
員派遣

39

・応援職員の派遣
　先発隊から職員派遣を継続する（職員の
交代は可）

・応援職員の派遣
　先発隊から職員派遣を継続する（職員の
交代は可）

○第一段階と同じ自治体に継続してもらう方が良い（中国3）
○長期にわたる派遣は所属課長判断ではなく人事課判断となるため、応援職員の派遣は環境部局以外の職員の派遣の検討も必要。（中国4）

○市→県→国への要請の段階から派遣期間を明記した方がよい（市の人員の選定・配置にも影響するため）。（中国4）

○応援市の選定の際には、自治体規模も考慮してもらいたい。同程度の規模であれば業務内容が近いため、被災市から業務を依頼しやすい。（中国
4）　※第1段階でも記載。

○職員にも被災経験、支援経験など経験値に差異があるため、予め、人材リストを準備しておくべき。（中国4）
○経験職員でも何を経験したかの整理。支援メニューがある方が良い（中国3）

〇廃棄物担当の職員は、１自治体だけだとそれほど多くはない。複数の自治体で調整することが必要ではないか。（四国３班、中国２班）
○応援側の職員も少なく（担当2名など）、同一自治体の継続は難しい。（四国2）

○当初は被害情報収集が中心だが、土地勘がないと困る。1回目は職員も帯同し、2回目からは応援職員のみで。被害状況、仮置場の状況をみる。
（四国2）
○応援側が何をするかイメージできない（中国3）
○廃棄物を推計できる人が重要（中国3）

40

・応援市の職員の受入れ
　応援職員の執務スペースを確保する
　してほしいことリストをもとに応援職員
に支援活動を要請する

・応援県の職員の受入れ
　応援職員の執務スペースを確保する
　してほしいことリストをもとに応援職員
に支援活動を要請する

・被災県環境部局の支援
　派遣職員のうち１名は方針や実施すべき
事項などの助言を行う
　その他の職員は被災県の要請のもと必要
な支援活動を行う

・被災市環境部局の支援
　派遣職員のうち１名は方針や実施すべき
事項などの助言を行う
　その他の職員は被災市の要請のもと必要
な支援活動を行う

〇マニュアルや計画書はつくっていたが、昨年の７月豪雨で全く役に立たなかった。経験者が応援にきてくれて、指示をしてくれたのがありがた
かった。（四国３班）
〇第２段階では、できればベテラン・経験者といった判断ができる職員による応援があるとよい。（四国３班）
○次にどのような対応が必要かなど、全体的なコーディネートができる職員を派遣してもらいたい。（中国4）
○できるだけ災害廃棄物処理経験者が望ましい。（特に町村レベルでは）

〇経験者は１自治体だけでは限られている。経験者のリストをつくり、派遣先を調整することこそが、国の役割ではないか。（四国３班）
〇経験者について、「発生量推計の経験者」なのか「仮置場管理の経験者」なのか「査定の経験者」なのか、被災側も応援側も明確にすることが必
要ではないか。（中国２班）

○応援に行く際には、事前に「やること（やってほしいこと）」が決められていた方が準備ができて良い。（中国4）
○経験上、早々に仮置場が混廃となるため、仮置場の管理ができる職員を派遣してほしい。（中国4）

○応援側はどれぐらいの人数が必要なのか？一人でも良いのか？（中国3）
○複数の自治体からの応援でも良い（中国3）
○応援側の規模によっては受入れスペース、宿泊場所の確保が受入側が準備する必要←応援側の準備で良いのではないか（中国3）

41

・応援職員の交代
　派遣職員は短期間で交代派遣する（人事
部門との調整が不要な短期派遣を想定）
　また、十分な引継ぎ期間を設け、被災県
や被災市の負担軽減を図る

・応援職員の交代
　派遣職員は短期間で交代派遣する（人事
部門との調整が不要な短期派遣を想定）
　また、十分な引継ぎ期間を設け、被災県
や被災市の負担軽減を図る

〇第２段階では、できればベテラン・経験者といった判断ができる職員による応援があるとよい。（四国３班）

〇マニュアルや計画書はつくっていたが、昨年の７月豪雨で全く役に立たなかった。経験者が応援にきてくれて、指示をしてくれたのがありがた
かった。（四国３班ワールドカフェ）

〇長期化する場合、応援側の自立対策（バックアップ、宿の手配）なども必要ではないか。（四国３班）

○人事部門との調整が不要なのは1週間まで。（四国2）
○応援側で引継ぎをしてもらうことが重要（中国3）
○応援側の1人目が経験職員で2人目が未経験職員の場合、引継ぎ後はどうするか（中国3）

⑤追加の応援職員派遣

42

・職員派遣の継続・応援職員の追加要請
　先行の派遣職員の交代要員、その他業務
のための追加要員の必要性を検討し、県に
応援職員派遣を要請

・追加応援職員派遣の要請対応
　被災市からの追加職員の派遣要請をふま
え、県へ職員派遣を要請（支援チーム、リ
エゾン職員のアドバイス情報も考慮）

・追加応援職員派遣要請の受領
　被災県より追加職員の派遣の要請を受
領。リエゾン職員・支援チーム等との情報
交換も実施。

○可能であれば、予め、応援職員の追加可能人数を伝えておく。（中国4）

○環境事務所を経由した調整が望ましい。
○追加職員の派遣も環境事務所経由が良い（四国2）

○経験人材バンクが必要（四国2）
○協定があった方が良い（中国3）

43

・追加応援職員派遣の依頼
　応援県へ職員派遣を要請依頼（必要とす
る人材内容に応じて要請先を検討）。
　応援県だけでは限界があり、全国知事会
など全国展開も検討。
・全国支援団体（全国都市清掃会議等）へ
車両・資機材の派遣を依頼する可能性があ
る旨を予備連絡

・追加応援職員派遣の協力調整
　応援可能市と追加応援職員派遣を調整、
依頼。

・追加応援職員派遣の可否・対応
　県からの要請の可否を判断。要請の追応
援加職員を派遣実施を県に報告。

・車両・資機材の派遣の予備
連絡を受けて可否・対応の確
認・待機

○追加応援職員の要請は、必要な人材がより明確になる。応援県だけでは限界があり、全国知事会等、全国からの要請に切り替える手続きも必要。
全国知事会への要請は、環境事務所から実施するのか要協議。

○追加応援職員の時が、応援自治体を変えるタイミングか←応援側も担当が少ないことへの対応策（四国2）

44 ・追加応援職員の受入 ・追加応援職員の受入 ・被災県への応援派遣報告 ・追加応援職員の派遣実施 ・追加応援職員の派遣実施
・応援職員間での引継ぎ
　応援職員が交代する際には、引継ぎは応
援職員間で行う（被災県に余分な作業負担
をかけない）

・応援職員間での引継ぎ
　応援職員が交代する際には、引継ぎは応
援職員間で行う（被災市に余分な作業負担
をかけない）

災害時
目安時間

手順大項目
手順詳細

意見整理
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被災市 被災県 被災地域関係先 国（環境事務所、本省等） 応援県 応援市 全国支援団体

第３段階＝「発災後約１週間～１カ月程度以内の連携体制」
２．早期の対応が必要な廃棄物への対応
（１）被災ごみ（片づけごみ）の暫定置場の初期対策

①被災ごみ（片づけご
み）の暫定置場の状況
把握

49

□被災ごみ（片づけごみ）の暫定置場の利
用状況や設置状況の把握（下記のごみス
テーションと同時把握）
・職員派遣による現地調査
・パッカー車による情報収集

50

□実存する暫定置場の把握、整理
・あらかじめ設定した暫定置場
・住民が自主的に設置した暫定置場
・暫定置場における利用、分別状況等

□ 市町村の暫定置場に係る情報の集約

51

□暫定置場周辺の被災状況、道路通行可能
状況の把握、整理

②被災ごみ（片づけご
み）の暫定置場に関す
る初期対策（広報）の
実施

52

□暫定置場の分別周知等の必要性の判断
□暫定置場の分別方針の決定及び広報・周
知内容の決定

53
□暫定置場の分別方針の周知（広報）の実
施

（２）仮設トイレ等のし尿の収集運搬、処理
①仮設トイレ等の需要
の把握

55
□避難所数、避難者数の把握 □県内の避難所数、避難者数の把握 □仮設トイレ等の確保に係る調整

56

□断水状況、下水道使用状況の把握（トイ
レを使用できない被災市町村民数の把握）

57
□仮設トイレ設置箇所及び必要数の推計

②仮設トイレ等の確
保、設置、運用

58
□仮設トイレの確保（備蓄分、不足調達
分、備品類）

□保健衛生部門職員の応援派遣の検討

59 □仮設トイレの搬送・設置
③し尿の収集運搬体制
の確保

60
□仮設トイレから収集が必要な量の推計と
必要な収集車両数の推計

61

□し尿収集車両の確保 □県内被災市町村のし尿収集車両の確保要
請（協定締結事業者団体や県内の他市町村
からの確保、さらに応援県に要請）

□し尿収集に必要な収集車両等の確保に係
る調整

④し尿の処理体制の確
保

62

□市町村下水道部門と連携しながら、処理
施設の確保
・近隣市町村への協力要請（協定締結済み
の場合）
・下水道への希釈投入について被災県に要
請（協定未締結の場合）

□被災市町村からの要請に応じて、県内他
市町村でのし尿処理の協力要請（終末処理
場での処理、下水希釈投入施設での処理と
も）

⑤し尿の収集運搬ルー
トの検討

63

□既存のくみ取り等収集ルート、体制に加
えて避難所等の収集体制の検討（支援車
両・人員が来ることが前提）

（３）避難所ごみの収集運搬、処理

①避難所ごみ対策の検
討、方針決定

65
□避難所ごみの処理方針、分別方針の確認

②避難所ごみ対策の実
施

66
□避難所ごみの避難所内一時保管場所の確
保

67

□避難所ごみの収集運搬体制、処理体制の
確立（通常の収集運搬体制との連携含む）

68

□人的・物的応援が必要か検討（通常の収
集運搬体制との連携含む）

□プッシュ型支援に係る検討・調整 □現地連絡室からの連絡を受け広域支援本
部においてプッシュ型支援に係る検討・調
整

□現地連絡室からの連絡を受け広域支援本
部においてプッシュ型支援に係る検討・調
整

69
□収集車両の確保・収集実施 □収集車両の確保，派遣 □避難所ごみ収集に必要な収集車両等の確

保に係る調整
□収集車両の確保，派遣 □収集車両の確保，派遣 □全国都市清掃会議からの車

両の派遣

③収集運搬ルートの検
討

70

□生活ごみとあわせて、ごみステーション
及び避難所から破砕・焼却施設までの収集
ルートを設定

71

□（平時委託している場合）生活ごみとあ
わせて委託事業者とルート変更を調整

④避難所ごみの排出方
法等に関する広報

72
□ごみ収集の方法等について決定

73
□避難所における感染性廃棄物等への対応

（４）生活ごみの収集運搬、処理

①生活ごみ処理方針の
検討

75
□生活ごみの処理方針の確認、方針決定

②生活ごみ対策の実施 76

□ごみステーションの利用状況の把握 □D.waste-net等の協力を得てプッシュ型
支援に係る検討・調整

□ボランティア、応援自治体、国によるご
みステーションの状況の把握
□現地連絡室からの連絡を受け広域支援本
部においてプッシュ型支援に係る検討・調
整

□ボランティア、応援自治体、国によるご
みステーションの状況の把握
□現地連絡室からの連絡を受け広域支援本
部においてプッシュ型支援に係る検討・調
整

77
□ごみステーションの収集車両の確保・収
集実施

78
□生活ごみ収集に必要な収集車両等の確保
に係る調整

□収集車両の確保，派遣 □収集車両の確保，派遣

③収集運搬ルートの検
討

79

□避難所ごみとあわせて、ごみステーショ
ン及び避難所から破砕・焼却施設までの収
集ルートを設定

80

□（平時委託している場合）避難所ごみと
あわせて委託事業者とルート変更を調整

④生活ごみの排出・収
集方法に関する広報

81

□生活ごみ収集時期、ごみ出しルール（分
別等）について決定

（５）腐敗性の高い廃棄物への対応

①腐敗性の高い水産物
の被害状況の把握

83

□市町村の産業部門より水産物関連施設の
被害状況を収集

□被災市町村と連携した水産物関連施設等
の被災状況の把握

84

□被災施設について衛生的な問題の有無を
収集・確認

②有害物の混入した廃
棄物への対応

85

□被災現場や市町村の防災部門より有害物
の混入した廃棄物の発生状況を把握

□被災市町村と連携した有害物の混入した
廃棄物の発生状況の把握

86
□関係部局と協議の上，対応を検討・実施 □関係部局と協議の上，対応を検討・実施 □D.waste-net等による助言

③市町村による対策の
実施を決定

87

□腐敗性の高い廃棄物への対策を市町村が
実施することを決定

88

□悪臭・害虫対策の実施
□腐敗性の高い廃棄物対策の実施
・衛生環境保持に必要な消石灰等の確保・
散布と、海洋投棄の検討・決定
・必要な対策の実施

□必要に応じて、海洋投棄について国と調
整

□海洋投棄について調整

災害時
目安時間

手順大項目
手順詳細

意見整理
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被災市 被災県 被災地域関係先 国（環境事務所、本省等） 応援県 応援市 全国支援団体

（６）広域連携体制の充実

1～2か月
以内

①本省支援チームの派
遣

90

・支援チーム派遣
　引き続き、本省支援チームは被災県及び
被災市町村を支援する

○この時点では、ブロック行動計画の役割は終わっている（中国3）

91

・支援チームの引継ぎ
　支援チームのメンバーが交代する際に
は、引継ぎは支援チーム内で行う（被災県
に余分な作業負担をかけない）

92

・リエゾン職員の活動
　リエゾン職員は災対本部で得られた情報
を本省、地方環境事務所に報告する
　状況に応じて必要となる支援内容を環境
事務所に報告する

②被害状況の情報共有 93

・被害状況の情報共有
　地方環境事務所はリエゾン職員からの報
告や各県からの報告をとりまとめ、協議会
構成員全員に対して被災自治体の被害状況
の情報共有を行う（以後、定期的に継続実
施）

③ブロック外その他応
援

94

・職員受入 ・全国自治会等からの職員受入
　被災市との調整

・全国自治会、市長会等に基
づく応援職員の派遣

○誰に、何をやってもらうのかという役割を明確にし、発災から1ヶ月までの支援を全力でお願いしたい。（中国4）
○継続的に長期で応援していただける職員の派遣をお願いしたい（人事課を通じた対応）。（中国4）

○この時期になると、費用関係の対応も出てくるため、土木分野等の知識も有する応援職員の派遣が望ましい。（中国4）
○パッカー車の派遣は役立つが、人の派遣はどのように役立つか不明→所属県とのパイプ役や災害報告書のチェックなど（四国2）
○手足の応援要請はしにくい（中国3）
○全都清からパッカー車が派遣されてきたのは早いところで数日後（中国3）

95
・車両受入 ・全国都市清掃会議からの車両受入

　被災市との調整
・全国都市清掃会議からの車
両の派遣

96

・応援受入状況の定期報告 ・応援受入状況の状況把握・報告 ・応援受入状況の状況把握・共有（リエゾ
ンを通した情報収集、ブロック内での情報
共有）

〇この段階になると、知事会による応援など、他のスキームによる応援も始まっているので、ブロック協議会としては情報共有の役割に特化しても
よいのではないか。（中国２班）
○ブロック外からの応援は同一自治体が望ましい（四国2）

④ブロック内応援自治
体からの職員派遣

97

・ブロック内の職員派遣の受入（継続）
　受入の継続確認は、応援市-被災市間で
直接実施。

・ブロック内の職員派遣の受入（継続）
　受入の継続確認は、応援県-被災県間で
直接実施。

・職員派遣の継続実施 ・職員派遣の継続実施

○中長期の職員派遣は、応援県-被災県、応援市-被災市間が直接実施・継続することが事務手続きが簡素化されると思われる。
○追加応援職員は特定のスキルが必要となってくる。人事部門との調整が必須（四国2）

⑤関係団体への協力要
請

98

□適用できる災害廃棄物処理の補助金の内
容の確認
・国から情報収集
・県内市町村にも連絡

○災害廃棄物の処理に長けた人材だけでなく、補助金の知識など、国との調整に長けた人材の派遣が望ましい。（中国4）

99

□協定に基づき民間事業者団体への依頼業
務の整理

□協定に基づき民間事業者団体への依頼業
務の整理

100

□協定を締結している民間事業者団体への
協力依頼

□協定に基づき民間事業者団体への協力依
頼

□各事業者団体が対応可能な資機材（収集
運搬車両，重機，仮置場運営等）の提供
□収集運搬・処理・再資源化及び仮置場の
運営などの支援

□資機材確保に関する助言

101

□協力事業者との契約締結 □協力事業者との契約締結又は市町村への
紹介

102

□協力事業者への指示 □協定を締結している民間事業者団体への
指示

災害時
目安時間

手順大項目
手順詳細

意見整理
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イ 「してほしいことリスト」の検討ワークの結果 

検討にあたっては，県職員の班２班，市職員の班２班の計４班に分かれて，大規模な災害が発生

した時に時間軸によって変化する支援ニーズについて検討を行った。時間軸としては，広域連携

の３つの段階を念頭に置いて，①発災直後，②１週間以内，③１～４週間，④１～３ヶ月，⑤３ヶ

月以降に分けた。なお，検討時間が余った場合に，してほしい業務を実施するために必要な人材や

資機材を検討したが，必ずしも全ての項目について検討をしたわけではない。 
ここでは，ワーキングの結果を，中国ブロック，四国ブロック別に示す。 
また，この結果をふまえ，最終的な「してほしいことリスト」については，別資料を参照。 

(ｱ)四国ブロックのワーキングの結果 

1)県のしてほしいことリスト 

① 発災直後 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  
 方針へのアドバイス  
市町との連携・情報共有，市町への助言・支援  

 被災市町の体制の確認 
 市町からの問い合わせ対応 

 

 支援計画の策定 
被災自治体のマニュア
ル，計画 

被害状況の調査  

 現地に入って現場・被災状況の把握，確認 公用車，カメラ，パソコ
ン  被災地・被災状況の情報収集，とりまとめ 

 

② １週間以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  
 方針へのアドバイス 

 現場で指示を出せる方の派遣 
スキルのある職員 

市町との連携・情報共有，市町への助言・支援  
 市町村からの具体的支援要請を明確にしてほしい 

 各市町村へ入り仮置場・処理へのアドバイス 

 処理方法への助言 

 

被害状況の調査  

 災害廃棄物に係る被災状況の収集  

仮置場に関すること  
 仮置場の場所 

 市町の仮置場管理運営への適切な助言，指導（含む電話

対応） 

重機（バックホー），パッ

カー車，コンテナ（アー

ムロール） 

災害廃棄物の発生量推計  

 災害廃棄物発生量の推計  
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 アバウトな発生量の推計 

災害廃棄物の処理先の整理，処理費用の積算  

 処理可能な災害廃棄物リストの作成 

 災害廃棄物の処理コストの積算リスト 
 

災害廃棄物処理実行計画の作成  

 災害廃棄物処理実行計画の策定支援，補助  

広報  

 広報用資料等の作成サポート  

 

③ １か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  
 方針へのアドバイス 

 現場で指示を出せる方の派遣 

 広域処理の必要性の判断 

スキルのある職員 

市町との連携・情報共有，市町への助言・支援  
 市町村・県民からの問い合わせ対応支援（仮置場の運用

方法等） 

 県民への対応への助言 

 

被害状況の調査  

 災害廃棄物に係る被災状況の収集  

仮置場に関すること  

 仮置場の状況確認  

災害廃棄物の発生量推計  

 災害廃棄物発生量の推計  

災害廃棄物の処理先の整理，処理費用の積算  

 発注や積算事務への助言  

災害廃棄物処理実行計画の作成  

 災害廃棄物処理実行計画の策定支援，補助 

 災害廃棄物処理実行計画の作成，アドバイス 

地元自治体のマニュア

ル，計画 

罹災証明の発行に関すること  

 市町への罹災証明事務支援 
廃棄物処理施設の被災

状況の情報 

災害査定に関すること  

 災害査定に関する市町へのアドバイス（質問への回答）  
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④ ３か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  

 現場で指示を出せる方の派遣  

仮置場に関すること  

 二次仮置場を開設するにあたっての具体的な助言  

災害廃棄物処理実行計画の作成  

 災害廃棄物処理実行計画の策定支援，補助 

 災害廃棄物処理実行計画の作成，アドバイス 

地元自治体のマニュア

ル，計画 

罹災証明の発行に関すること  

 市町への罹災証明事務支援 
廃棄物処理施設の被災

状況の情報 

災害査定に関すること  

 災害査定の準備（日程調整，工程作成等）  

公費解体に関すること  

 市町への公費解体事務の応援（土木技術関係） 

 公費解体にかかるアドバイス 

土木技師 

あらかじめ単価契約を

結んでおく 

その他  

 復旧工事等にスキルを持つ職員派遣  

 

⑤ ３か月以降 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

仮置場に関すること  

 二次仮置場を開設するにあたっての具体的な助言  

災害査定に関すること  

 災害査定の準備（日程調整，工程作成等）  

公費解体に関すること  

 市町への公費解体事務の応援（土木技術関係） 

 公費解体にかかるアドバイス 

土木技師 

あらかじめ単価契約を

結んでおく 

その他  

 復旧工事等にスキルを持つ職員派遣  
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2)市のしてほしいことリスト 

① 発災直後 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  
 経験値データを持つ人材からの的確なアドバイス 経験値データを持つ人材 
国・県・他市町との連携・情報共有  

 （TV 会議等で指示を仰ぐことができる）国を主体と
したスペシャルチームとの協議 

 国・県・支援（基礎自治体）団体との情報共有 

情報共有するための共通
のツール（国主体） 

 国・県との連絡調整窓口  

被害状況の調査  

 市内の被害状況の調査，確認 
 民間事業者の被災状況の収集，整理（市は市民対応で

手いっぱい） 
 被災状況を把握できる知識を持った人材 

 

市民・被災者への対応  
 市民からの問い合わせ対応のノウハウ，対応できる人

材の派遣 
 

 市民からの問い合わせのクッション役 
 問い合わせ内容の仕分けと整理 
 被災者のケア 
仮置場の運営  

 仮置場の運営方針をアドバイスできる人材の派遣 
 仮置場の運用方針についての検討 
 仮置場の運営，市民対応 

 

その他  
 支援者同士で事前にある程度情報共有できるようにし

ておいて欲しい 
 

 
 

② １週間以内 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  
 経験値データを持つ人材からの的確なアドバイス 

 災害廃棄物処理に係る全体的なアドバイス 

経験・知識のある人（ス

キル） 
 分析に基づいた方針決定のアドバイス  

国・県・他市町との連携・情報共有  

 （TV 会議等で指示を仰ぐことができる）国を主体と

したスペシャルチームとの協議 

 国・県・支援（基礎自治体）団体との情報共有 

情報共有するための共通

のツール（国主体） 

廃棄物の排出・保管状況の把握  

 有害災害廃棄物の保管状況把握 

 勝手仮置場の状況確認 
 

現状把握結果の分析  

 現状把握した状況の分析 CAD 
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市民・被災者への対応  

 市民からの問い合わせのクッション役 
  問い合わせ内容の仕分けと整理 

仮置場の運営  

 仮置場の運営方針をアドバイスできる人材の派遣 

 仮置場の運用方針についての検討 

 仮置場設置・運用の支援 

 仮置場の運営，市民対応 

 

廃棄物の収集・運搬  

 災害廃棄物の収集に関する業務  

その他  

 支援者同士で事前にある程度情報共有できるようにし

ておいて欲しい 

 避難所の運営サポート 

 

 飲料水の支援 給水車及びその運転手 

 

③ １か月以内 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  
 経験値データを持つ人材からの的確なアドバイス 

 災害廃棄物処理に係る全体的なアドバイス 

経験・知識のある人（ス

キル） 
現状把握結果の分析  

 被害状況の集計，データ化  

仮置場の運営  

 現場の運営アドバイス 

 仮置場の交通整理 

 仮置場の運営，市民対応 

 仮置場の管理 

 二次仮置場の整備（土木系の積算事務） 

 

災害廃棄物の収集・運搬，処理  

 災害廃棄物の収集に関する業務  

 廃棄物の収集，運搬 収集車 

 車輌等の割り振り  

公費解体に関すること  

 公費解体の運用方針についての検討 
公費解体の運用に関する

経験者 

その他  

 支援チーム内での引継ぎ，フィードバック等のスキー

ムの作成 

 支援者同士で事前にある程度情報共有できるようにし

ておいて欲しい 

 避難所の物資・ごみの管理（搬入出） 
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④ ３か月以内 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  
 経験値データを持つ人材からの的確なアドバイス  
現状把握結果の分析  

 被害状況の集計，データ化  

仮置場の運営  

 仮置場の管理 

 二次仮置場の整備（土木系の積算事務） 

 仮置場の運営，市民対応 

 

公費解体に関すること  

 公費解体業務  

 公費解体の運営方針検討 

 公費解体実施のための事務 

 経理・税務関係業務

の経験者 

災害査定・補助金申請に関すること  

 補助金事務・補助金申請等へのアドバイス  

その他  

 長期の支援が可能な人材の派遣 

 長期派遣への対応（交代要員の確保） 
 

 

⑤ ３か月以降 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  
 経験値データを持つ人材からの的確なアドバイス  
現状把握結果の分析  

 被害状況の集計，データ化  

仮置場の運営  

 二次仮置場の整備（土木系の積算事務） 

 仮置場の運営，市民対応 
 

公費解体に関すること  

 公費解体業務  

災害査定・補助金申請に関すること  

 国・県への災害査定に向けた準備，指導，手引き等 被災当時の書類 見本 

その他  

 長期の支援が可能な人材の派遣  
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(ｲ)中国ブロックのワーキングの結果 

1)県のしてほしいことリスト 

① 発災直後 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
対応方針に関するアドバイス  

 人的体制の助言  
 今後の動き・必要なことへの助言  

市町との連携・情報共有，市町への助言  

 被災地でのリエゾン活動 車（ナビシステム付） 

 情報収集のため職員を派遣  

被害状況の調査  

 各市町の被災状況の確認（直接訪問等による），把

握・情報収集，被害情報等の収集 

業務用の携帯電話 

公用車 

 被災地の写真を撮影する  

 災害廃棄物発生量の推計サポート  

応援・受援に係る調整  

 不足項目のチェック  

 してほしいことリスト・できることリストのとりま

とめ 
 

災害廃棄物処理に係る事務  
 災害廃棄物処理実行計画策定支援  

 

② １週間以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  

 技術職員の派遣 災害経験者 
市町との連携・情報共有，市町への助言  
 被災市町村での電話番（ある程度関係法令を理解して

いる人） 
 

 電話による情報収集サポート→被災市町村へのヒアリ

ング 
 

被害状況の調査  

 被災状況の把握・情報収集  

応援・受援に係る調整  

 支援要請調整  

 他県の情報収集，処理先等調整  

 宿泊場所の確保 ホテル 

仮置場の設置・運営  

 各市町の一次仮置場の設置状況の確認（訪問等によ

る），開設状況・管理状況（有人・無人など）・経日

変化の報告，現地確認，助言 
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 二次仮置場設置支援  

 仮置場選定，管理  

災害廃棄物処理に係る事務  
 災害廃棄物処理実行計画策定支援  

 災害廃棄物発生量の推計サポート  

 推計，事務委託等の判断の後押し  

 

③ １か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

対応方針に関するアドバイス  

 課長クラスの人による全体指示  

市町との連携・情報共有，市町への助言  

 市町の要望のとりまとめ  

被害状況の調査  

 被災状況の把握，情報収集  

応援・受援に係る調整  

 環境部局以外の職員の支援（土木，財政等）  

 不足している資機材（パッカー車等）のとりまとめ  

仮置場の設置・運営  

 仮置場の管理運営・支援，処理の指導  

 仮置場等の現地確認，助言  

災害廃棄物処理に係る事務  

 廃棄物処理に関する民間事業者との調整  

 広域処理の調整  

 災害廃棄物発生量の推計，推計サポート 

災害廃棄物処理の指針を

読んだことがある経験

者，推計方法のノウハウ 

 災害補助金対応業務  

 推計，事務委託等の判断の後押  

 災害廃棄物処理実行計画作成支援（助言，補助等） 実行計画の策定経験 
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④ ３か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

災害廃棄物処理に係る事務  

 公費解体の支援（土木積算等）  
 土木積算，土木積算ができる人材の派遣（２次仮置場

設計） 

土木積算・設計ができる人

材 

 災害補助金対応業務  

 災害補助金対応書類作成の助言 
被災時に使用したデータ

ファイル 
 解体費用償還  

 解体等の費用計算  

 事務委託に係ること  

 災害査定に関する支援  

 

⑤ ３か月以降 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

市町との連携・情報共有，市町への助言  

 各市町の災害廃棄物処理の進捗把握  

仮置場の設置・運営  

 二次仮置場の管理監督  

災害廃棄物処理に係る事務  

 補助金の対象になるかならないかの判断（助言） 
補助金事務（国費）の経

験 

 災害報告書の作成支援（災害査定），査定資料作成の

指導，災害補助金対応書類作成の助言 

被災時に使用したデータ

ファイル 

 災害補助金対応業務  
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2)市のしてほしいことリスト 

① 発災直後 

支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 
災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  

 何をすべきかアドバイスしてくれる人（経験者）  
 どこに支援が必要かの助言  

国・県・他市町との連携・情報共有  

 被害状況の共有を確実に行う（緊急性，今後の見込

み） 

 

 近隣自治体にある宿泊施設の確保（支援隊受入）  

 周辺自治体の状況把握，被災状況  

被害状況の調査  

 現場確認・災害規模  

 被災地区の確認（土地勘），地図など  

 地区ごとの被災状況の把握（河川・浸水・道路），

情報収集，調査 

チェックリスト，車両， 

カメラ 

市民・被災者への対応  

 広報車・広報紙・広報支援（情報を住民に伝える）  

 問い合わせ（電話）対応支援  

その他  

 ごみ処理場までのルート確認，確保  

 災害廃棄物の発生量の推計方法  

 

② １週間以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

災害廃棄物対応全般に関するアドバイス  

 災害報告書に関する情報提供（被災経験あり） 
実施計画作成の経験，ス

キル 
国・県・他市町との連携・情報共有  
 災害廃棄物量を推計できる人員の派遣  
 廃棄物の見込みができる職員の派遣  
 災害廃棄物の収集運搬に詳しい人員の派遣  
被害状況の調査  

 地区ごとの被災状況の把握  

市民・被災者への対応  

 市民からの問い合わせ（電話）対応支援，窓口  

 市民へ広報（HP・広報車），広報紙，広報支援（情報

を住民に伝える） 
通信機器，ドローン撮影， 

タブレット 

 支援状況，住民の要望の把握  

災害廃棄物の収集・運搬，処理  

 ごみ・収集廃棄物の収集，運搬 
ごみ収集車両，ごみ収集員

（直営），し尿等収集車両，

仮設トイレ 
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 パッカー車等の応援車輌の手配  

 応援車輌の車両基地確保  

 仮設トイレの設置の手順，現場での準備  

 浸水した浄化槽のバキューム車での収集 
パ ッ カ ー ， ダ ン プ ， バ

キューム 

 避難所ごみの発生状況とその対応について，廃棄物処

理 
 

 ごみ・し尿等の処理  

仮置場の設置・運営  

 暫定置場の設置，仮置場の設営補助  

 片付けごみの暫定置場の把握  

 一次仮置場の管理，暫定置場の管理，分別  

 仮置場の設置手順，現場での準備  

 仮置場の管理・運営，分別指導，便乗ゴミの監視，現

場対応（待機も含む） 
 

災害廃棄物対応に係る事務  

 災害廃棄物の発生量の推計方法（試算ツール），発生

量の推計関係の支援 
 

 災害状況を確認するための人的支援（罹災証明書発行

準備，土砂崩れ等の確認） 
 

 補助金関連の事務  
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③ 1か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

被害状況の調査  

 地区ごとの被災状況の把握  

市民・被災者への対応  

 広報車・広報紙・広報支援（情報を住民に伝える）  

 問い合わせ（電話）対応支援  

災害廃棄物の収集・運搬，処理  

 車両の貸し出し  
 災害廃棄物を収集・運搬するための人員・車両の派

遣，収集廃棄物の運搬支援，車両の応援による収集，

処理対応職員 

スムーズな引継ぎによる

人的応援体制，廃棄物の収

集，運搬車両 

 生活ごみより片付けごみの運搬支援  

 ごみ・し尿等の処理 

石灰，仮置場の提供，過去

の災害で災害廃棄物の収

集・運搬を経験している人

材 
 被災自動車の処理  

仮置場の設置・運営  

 仮置場での車両誘導（積み下ろし）  

 仮置場の運営管理を任せられる人員を派遣してほしい  

 仮置場の管理，運営，分別指導，便乗ゴミの監視  

 仮置場の選定に詳しい人材の派遣  

 仮置場の管理に詳しい人材の派遣 

仮置場の管理に必要な機

材（重機，ブルーシート

など） 
災害廃棄物処理に係る事務  

 国庫補助事務の支援，補助金関連の事務  

 災害廃棄物量の推計の補助  

 災害報告書に関する情報提供（被災経験あり） 
実施計画の作成の経験，

スキル 
 実行計画策定支援  
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④ ３か月以内 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

被害状況の調査  

 地区ごとの被災状況の把握  

市民・被災者への対応  

 広報車・広報紙・広報支援（情報を住民に伝える）  

 問い合わせ（電話）対応支援  

災害廃棄物の収集・運搬，処理  

 災害廃棄物を収集・運搬するための人員・車両の派遣  

 ごみ・し尿等の処理 
仮置場の提供，過去の災害

で災害廃棄物の収集・運搬

を経験している人材 

 災害廃棄物の処理受入 運搬車両 

仮置場の設置・運営  
 仮置場の運営管理を任せられる人員の派遣  

災害廃棄物処理に係る事務  
 国庫補助事務の支援，補助金関連の事務  

 補助申請作成にあたり事務に精通した人の支援 クレーム対応力 

 費用償還，公費解体の制度の構築  

 

⑤ ３か月以降 
支援して欲しいこと 必要な資器材・人材 

被害状況の調査  

 地区ごとの被災状況の把握  

市民・被災者への対応  

 広報車・広報紙・広報支援（情報を住民に伝える）  

 問い合わせ（電話）対応支援  

災害廃棄物処理に係る事務  

 補助金関連の事務  

 補助申請作成にあたり事務に精通した人の支援 クレーム対応力 

 災害査定に関する情報提供（被災経験あり）  

 公費解体の手続き支援（受付・説明など）   
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3.第２回訓練 

(1)目的 

 大規模災害（水害）発生時におけるブロック内の広域連携体制確立の手順の確認 
 初動の情報収集から自組織の初動体制確立 
 第１～第３段階の連携体制確立 

 訓練を通じて，体制確立の問題点抽出，必要な手順，様式などの確認 
 環境事務所，非被災自治体の役割の確認 

(2)訓練の進め方 

ア タイムスケジュール 

第２回訓練は，第１回訓練をふまえて修正した訓練シナリオをふまえて，具体的に行動しなが

ら広域連携体制の構築に問題がないかを確認した。 
１日の流れは，下記のとおりである。 

時間 項目 概要 
12:30 開会 ・開会あいさつ 
12:35 訓練説明 ・訓練の進め方，文書類等の説明など 

12:50 訓練実施 ・前半／第一段階 
 途中，振り返り作業８分×２回 

13:50 休憩 休憩 

14:00 訓練実施 ・後半／第二段階，第三段階 
 途中，振り返り作業８分×２回 

15:00 整理 ・発表に向けた振り返り結果の整理 
15:10 発表 ・７班×５分 
15:45 講評 ・有識者から全体の講評 
16:00 閉会 ・閉会あいさつ 

イ 訓練中の班分け等 

訓練時の被災団体・応援団体の体制は，下記のものを想定した。 
図表 88 被災団体・応援団体の体制図（中国ブロックの場合） 
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図表 89 訓練時のレイアウト（中国ブロックの場合） 

 

ウ 訓練の対象業務 

訓練は，ブロック行動計画に示された手順をもとに，広域連携体制の構築部分を本年度検討し

たものに変更をしたものを使用して行った。そのうち，訓練で実施した部分は，下記のとおりであ

る。 
図表 90 訓練時のレイアウト（中国ブロックの場合） 
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第３段階＝「発災後約１週間～１カ月程度」
２．早期の対応が必要な廃棄物への対応
（１）被災ごみ（片づけごみ）の暫定置場の初期対策
（２）仮設トイレ等のし尿の収集運搬、処理
（３）避難所ごみの収集運搬、処理
（４）生活ごみの収集運搬、処理
（５）腐敗性の高い廃棄物への対応
（６）広域連携体制の充実

①本省支援チームの派遣
②被害状況の情報共有
③ブロック外その他応援
④ブロック内応援自治体からの職員派遣
⑤関係団体への協力要請

１．広域連携体制の確立
第１段階＝「発災直後」
（１）災害廃棄物処理体制の確立

①災害廃棄物処理組織体制の確立
②被災県、被災市町村の連絡体制の確立
③災害廃棄物相談窓口の開設準備

（２） 被災状況の把握と広域連携体制の充実
①県内の廃棄物処理施設等の被害状況の収集
②仮置場候補地、周辺道路等の被災状況の収集
③民間事業者の被災状況の収集・整理
④処理困難廃棄物関連の被害の収集
⑤先発隊の派遣

第２段階＝「発災直後から１週間程度」
（３）広域連携体制の充実

①本省支援チームの派遣
②リエゾン職員の派遣
③被害状況の情報共有
④応援自治体からの職員派遣
⑤追加の応援職員派遣

※上表の緑色の網掛け部分を対象とする
（初期の情報収集と広域連携体制構築に関わる部分のみ）
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エ 訓練中の進め方 

今回は，広域連携体制の手順を確認するための訓練であり，訓練シナリオには比較的細かな手

順を記述して実施した。下図で，黒文字の部分がブロック行動計画に記載されている手順である

が，それに加えて訓練進行の具体的な行動を水色のボックスに示している。各班に分かれたプレー

ヤーはこれらを参照しながら訓練を進めた。 
図表 91 訓練シナリオ  

 
今回の訓練の特徴は，広域連携体制構築の段階ごとに訓練を停止し，それまでの作業を振り返

り，全プレーヤーに問題点を抽出してもらい，次の段階に進むというように進めた。これにより，

各段階の広域連携体制構築の手順の修正点などがないかを点検することができる。 
また，広域連携体制の構築を摸擬的に実現するため，応援自治体から支援自治体に実際に人が

移動し，そのなかで応援職員として業務を遂行してもらった。さらに，応援職員の交代も摸擬実演

し，引継ぎ作業を応援職員同士で実施してもらうなども行った。 

オ 訓練後の振り返り 

訓練後に班毎に，途中停止した問題点を共有してもらい，各段階の問題点や改善策をとりまと

めてもらった。 
とりまとめ後，各班から発表してもらい，最後に有識者から講評をいただいた。 
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(3)訓練の振り返りで出された意見 

訓練後の各班の振り返り作業で，各班が集約した特に重要な点は，次のとおりであった。 
図表 92 中国ブロックでの振り返り結果 

班 段階 問題点，気がついた点，改善・修正方法等 

被災県Ｋ県 

第１段階 
・支援の手続きが十分に把握出来ていなかった。 
・してほしいことリストが活用出来なかった。 
・市町村から率先して情報提供があり，助かった。 

第２段階 ・情報収集役ととりまとめ役は一本化した方が良い。 
・どんな人材が必要か，情報収集出来ていなかった。 

第３段階 － 

被災市Ｈ市 

第１段階 ・日頃からの連絡体制の構築（特に民間） 
・被害状況の把握のポイントを確認。 

第２段階 
・応援自治体への依頼内容，地図などの用意。 
・県を通じた支援要請を迅速に。 

第３段階 
・応援自治体，県，国の役割に応じた応援要請。 
・災害廃棄物の処理の情報，今後の方針の情報共有。 

被災市Ｆ市 

第１段階 

・報告様式１について，平時に施設一覧を作成しておき，被害状況を

チェックするだけにした方が良い。 
・役割分担が機能しなかった。 
・統括者がリーダーとなって指示して班員が動くような訓練も必要。 

第２段階 ・してほしいことリストと県への支援要請との関係性が分かりにくい。 

その他 ・メール・電話等のイベントが少なく，被災市として余裕があった。もう

少しイベントの数（件数）を増やした方が実際の訓練でも良かった。 

応援県Ｅ県 

第１段階 
・電話・メールが繋がらない。担当者が居ない場合どうするか。 
・派遣元への定期報告が必要。 
・連絡方法は漏れが無いようメールと電話の併用が良い。 

第２段階 
・広域処理の応援要請の際に廃棄物の推計量が分かると良かった 
・市に受入可否を確認する際，受入可能量と受入要件も確認した方が良

い。 

第３段階 ・継続派遣の要請は人事部局との調整のため，文書で行うことが理想。 

応援市Ｕ市 

第１段階 

・情報伝達は紙やメールで（確実に行える）。 
・先発隊派遣→応援市に情報が来ないと支援の検討が出来ない。 
       →逆に出来ることを送るようにする？ 

・現場確認は土地勘が無いと難しい。 
・引継ぎ→専用の様式があれば（チェックリストない），確実に伝達でき

る。 
 

第２段階 － 
第３段階 
  

・通常収集は，土地勘がないと難しい。 
・派遣の人員は，災害廃棄物のみ。 

応援市Ｏ市 

第１段階 
・様式１の報告の記載内容について，規模・建設年度等既に把握されてい

るものは省いて良いのではないか。 
・浄化槽の被害の把握が難しい。 

第２段階 
・被災地の職員は多忙なため，もっと応援職員にボリュームのある仕事

を割り当ててほしい。 
・派遣する側として，災害経験職員が居ない場合の対応。 
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第３段階 ・被災市へ応援へ行っても応援職員の役割が無い。 

国 
本省＋地方

事務所 

第１段階 ・情報収集様式を整理 
・発災前から被害情報収集依頼を行う。 

第２段階 ・シナリオ44 協議会構成員への情報共有→事務所から県，県から市町

へ 
第３段階 ・全都清への依頼は，環境事務所ではなく，環境本省から行う。 

 
図表 93 四国ブロックでの振り返り結果 

班 回 問題点，気がついた点，改善・修正方法等 

被災県Ｋ県 

第１段階 ・県内職員同士で情報共有が出来ていないところがあった。 
・報告様式が多く，どの様式を使用したら良いか戸惑った。 

第２段階 ・国に対して応援要請の具体が分からず戸惑っていたが，強く要請すれ

ば良かった。 

第３段階 
・応援職員に具体的な指示が出来なかった。 
・してほしいことリストの項目が多く，市がして欲しいこと，県がして欲

しいことの区別が分からなかった。 

被災市Ｈ市 

第１段階 
・災害廃棄物担当者の決定は予め決めていた方が良いのではないか。 
・連絡手段の確保とはどこまでのことなのか 
・発災直後に相談窓口を開設することは，タイミング的にどうなのか 

第２段階 

・してほしいことリストの活用が十分出来ない。 
・応援職員を生かしきれない。 
・市民からの問い合わせに十分対応できるような体制が出来ていなかっ

た。 
・応援チーム（国）に十分要望が言えない。逆に指示やアドバイスが欲し

い。 
・応援職員同士の引継ぎはお互いにしてくれると大変助かる。 

第３段階 － 

応援県Ｅ県 

第１段階 

・様式２，３の使い分けが分かりにくい。 
・様式３のうち「規模」欄に記入する内容が不明（明瞭でない） 
・様式２，３に記載する項目以外の報告も必要かどうかが不明確。 

ex.床上床下浸水の戸数，人的被害 
・先発隊派遣の際，何を現地（派遣先）で行うのかを事前に把握出来ると，

持参物等の準備が容易。 

第２段階 ・「してほしいことリスト」の確認前に派遣交代があったので，引継ぎが

上手くいかなかった。 
第３段階 － 

応援市Ｕ市 

第１段階 
・シナリオの字が小さくて読めない。 
・コントローラーの役割が分かりづらかった。 
・シナリオ上のＵ市の役割は特に問題無いと思われた（１～12） 

第２段階 ・派遣について期間を決めておけば良いのでは。 
・（25）被害状況の県への報告のきっかけが分かりにくい。 

第３段階 ・市内地区ごとの被害状況の把握内容があいまいで分かりにくい（して

ほしいリスト） 

環境省 
本省＋四国

事務所 

第１段階 ・事務所からの被害報告依頼がシナリオと実態とで異なる部分があった。

（７と25） 

第２段階 ・被災県から被害状況（人・浸水被害等）があがって来ない。 
→プッシュ型の応援要請の判断が出来ない。 

第３段階 － 
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(4)広域連携体制，手順（シナリオ）等に反映する事項 

振り返り結果のうち，訓練の前提となった広域連携体制のあり方，連携の手順（シナリオ）につ

いて反映する点は，次のとおりである。 

ア 広域連携体制構築に関すること 

訓練の結果としては，第１回訓練ワーキングで検討した広域連携体制構築に関する手順上の問

題点は指摘されず，整理された手順で良いことが分かった。しかし，広域連携体制を実際の災害発

生時に実現するための課題が抽出された。 
個別の課題に対する対応策は，下表のとおりであるが，応援職員が被災自治体からの要請がな

くとも動けるように「応援計画（又はマニュアル）」の作成が必要である。 
出された主な意見 対応策の方向 

◆手続の理解不足 

→協議会構成員さらにはブロック内自治体

に対して，広域連携体制構築の手順を周知

する機会を設ける（ブロック行動計画改定

後は行動計画の周知） 

◆国に対しての要請の具体が分からなかっ

たが強く要請するべきだった 

→同上。特に，第１段階の被害の詳細が不明

で，最終的に支援が不要となる場合が想定

されても早期に要請することを徹底する 

◆応援職員を生かし切れない 

→「応援職員にしてほしいことリスト」の完

成度を高めることと，これの活用方法の周

知を行う 

◆日ごろからの連絡体制構築が必要 

→今後も協議会を継続し，県を越えた顔の見

える関係を構築する 
 協議会構成員以外も含めた県内市町村の

連携体制構築の機会を各県が設ける 

◆先発隊派遣時，事前に派遣先での業務が把

握できると準備が容易 

→先発隊の主な役割は，被災自治体では手が

回らない被害状況を確認し，広域連携の必

要性を判断するものである。このことを徹

底することが必要。 
→また，「応援職員にしてほしいことリスト」

は，プッシュ型で来た場合を想定している

が，応援要請する際にもしてほしいことを

事前に示すときにも活用する⇒応援計画

への反映 
→プッシュ型で応援に行く場合は，同リスト

を活用し，被災自治体が必要としているも

のをあらかじめ想定して派遣先に行くこ

とも必要。 

◆被災自治体職員は多忙なため応援職員に

もっと仕事を割り当てる 

→応援職員は，被災自治体からの要請を待つ

のではなく，「応援職員にしてほしいこと

リスト」を参照しながら，被災自治体が必

要としているものを想定し支援に行くこ

とが必要⇒応援計画への反映 

◆第３段階では応援職員の役割がない 

→第３段階は中長期への移行時期出あるた

め，環境省独自の応援体制ではなく，防災

全般の応援に乗っかることを基本とする 
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(5)中国ブロック訓練のアンケート結果 

図上訓練の実施後，図上訓練参加者を対象にアンケートを行い，結果を取りまとめた。 

ア 参加班 

(ｱ)訓練の参加班 

訓練の参加班は，「被災県」が9.1%，「被災市」が27.3%，「応援県」が13.6%，「応援市」が40.9%，

「関係団体」が4.5%，「国」が4.5%であった。 
図表 94 訓練の参加班 

 
 

イ 本訓練の理解度 

(ｱ)１回目振り返りまで（被害情報収集） 

１回目振り返りまで（被害情報収集）について，理解が深まったかという問いに対し，86.4%が

「とても思う」，「思う」と回答した。一方「どちらともいえない」，「あまり思わない」の回答が

4.5％であった。 
図表 95 １回目振り返りまで（被害情報収集）の理解度 

 
 

  

9.1 27.3 13.6 40.9 4.5 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=22

被災県 被災市 応援県 応援市 関係団体 国 無回答

27.3 59.1 4.5 4.5 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=22

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答
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(ｲ)２回目振り返りまで（先発隊の派遣） 

２回目振り返りまで（先発隊の派遣）について，理解が深まったかという問いに対し，81.8%が

「とても思う」，「思う」と回答した。一方，「どちらともいえない」の回答が9.1%であった。 
図表 96 ２回目振り返りまで（先発隊の派遣）までの理解度 

 
 

(ｳ)３回目振り返りまで（第２段階） 

３回目振り返りまで（第２段階）について，理解が深まったかという問いに対し，86.4%が「と

ても思う」，「思う」と回答した。一方，「どちらともいえない」の回答が4.5%であった。 
 

図表 97 ３回目振り返りまで（第２段階）の理解度 

 
 

(ｴ)４回目振り返りまで（第３段階） 

４回目振り返りまで（第３段階）について，理解が深まったかという問いに対し，68.2%が「と

ても思う」，「思う」と回答した。一方，「どちらともいえない」は13.6%，「あまり思わない」が9.1%
であった。 

 
図表 98 ４回目振り返りまで（第３段階）の理解度 

 
 

  

13.6 68.2 9.1 9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=22

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答

9.1 77.3 4.5 9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=22

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答

18.2 50.0 13.6 9.1 9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=22

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答
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ウ 本訓練に参加して良かった点 

本訓練に参加して良かった点は，「訓練の重要性が分かった」が29.2%で最も多く，次いで「災

害廃棄物処理への準備不足を認識した」が27.1%，「災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった」

が25.0%であった。 
 

図表 99 本訓練に参加して良かった点（複数回答） 

 
  

25.0

27.1

16.7

12.5

22.9

8.3

29.2

22.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった

災害廃棄物処理への準備不足を認識した

災害廃棄物処理のスキルアップとなった

災害廃棄物処理の手順の詳細が分かった

災害廃棄物処理の際には他組織との連携が

重要と分かった

災害廃棄物処理計画の策定（更新）が

重要と分かった

訓練の重要性が分かった

平時から近接市町村との連携が

重要であることが分かった

その他

無回答 全体 N=48
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エ 図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題 

図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題は，以下の通り。 
図表 100 図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題 

【訓練の内容・進め方について】 

○今回は広域連携の訓練だが，仮置場とか各市に特化した訓練も必要かと思う。 
○情報や指揮，要請系統の一元化（全ての情報，指令等が一ヵ所に集まる仕組み） 
※船頭多くして船山に登らない仕組みづくり 
○災害廃棄物を収集する車両も支援が必要（委託業者，応援市） 
○市の中の仕事（仮置場（住民用含む）の設置等，その後の運営上のトラブル等）も盛り込んでも

らえると，応援職員への依頼など，より現実的なものになると思います。 
○応援市の派遣職員への仕事の振分けは具体であった方が良いかと思います。 
○役割分担を行ったが，実際には機能しなかった。必要無いように思う。 
○記録係をつくると人手不足となり，訓練が雑になるように思う。 
○地図などで場所をイメージできるともっと臨場感が出て良かった。かなり短時間で中味が濃

かった。 
○ブロック協議会員への情報共有方法，「してほしいことリスト」の役割分担など実務に即した見

直しが必要。 
 
【資料について】 

○シナリオと様式がマッチしていないところがあった。 
○被災地区が不明。被災地区マップがあった方が良い。 
○市の通常時の収集体制について，最初の部分で記載しておいた方が良いと思います。 
○様式集の統一化。 

 
【事前に訓練のシナリオ等の情報提供がほしい】 

○事前に図上訓練の流れの情報提供を頂きたい。 
○時間が無く，手順を読み飛ばしてしまったり，様式を使わなかったりしたため，事前にシナリ

オの送付があれば有り難いです。 
 

【その他】 

○今回は連携の訓練だったと思う。訓練に参加するのは初めてだったので参考になった。 
○時間の都合もあるが，もう少しじっくり訓練できれば良いと思いました。 
○やり方が分からないので戸惑うところがあった。次やればスムーズに出来ると思う。 
○時間が短かった。 
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オ 今後の研修・訓練等の内容についてのご意見・ご要望 

今後，協議会で実施する災害廃棄物対策に関する研修・訓練の内容（時期・頻度，やり方，内容，

対象者，参加者数等）についてのご意見・ご要望は，以下の通り。 

図表 101 今後の研修・訓練等の内容についてのご意見・ご要望 

【実体験・被災経験の話しを聞きたい】 

○実際に被災経験のある県・市の実体験（タイムテーブル）を聞きたい。 
○百聞は一見にしかず。災害現場の実際の映像・写真などを，災害のプロの立場から解説してほ

しい。 
○実際に対応した自治体の話を聞いてみたい。 

 
【参加人数・人員・対象者について】 

○参加者がもう少し増えるといい。（人事異動で異動するため） 
○５県でやるのもいいが各県ごとで実施するともう少し各都市からの参加者が増えるのではない

かと思った。 
○人数が多すぎると難しいと思う。 

 
【時間をかけて内容を充実】 

○もっと時間をかけて詳しいシナリオが訓練したい。 
○もう少し時間をとって内容を増やすと，より効果的だと思います。 

 
【今後も実施希望，実施頻度 等】 

○今回のような訓練（さらに実践的な）を重ねていきたい。 
○今回初めて図上訓練に参加させていただきましたが，災害が起きてからでは遅いため，引き続

き行っていただきたい。 
○人事異動で毎年，災害経験者が参加できるわけではないので，例年定期的に開催することで職

員の育成にも繋がると思います。 
○このような広域の災対本部の訓練は他では例がなく，非常に貴重な機会と思います。今後も定

期的な顔の見える形で研修を行っていただけると大変有り難いです。 
○今後も同様の図上訓練を継続してほしい。 

 
【その他】 

○図上訓練はややもすると形式化するため，関係者を集めたツリーディスカッションより，認識

の統一を図っては如何か。 
○人事異動のため長い間同じ部局にいるわけではありませんので，初級編もあると嬉しく思いま

す。 
○ブロック行動計画の支援の流れが頭に入っていなかったので混乱した部分もあり，自らの反省

点でした。 
○訓練については事前にやり方，内容について資料配布，研修などを行い，訓練の認知を行い実

践すべきと感じた。 
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(6)四国ブロック訓練のアンケート結果 

図上訓練の実施後，図上訓練参加者を対象にアンケートを行い，結果を取りまとめた。 
 

ア 参加班 

(ｱ)訓練の参加班 

訓練の参加班は，「被災県」が15.4%，「被災市」が30.8%，「応援県」が15.4%，「応援市」が30.8%，

「関係団体」が7.7%であった。 
図表 102 訓練の参加班 

 
 

イ 本訓練の理解度 

(ｱ)１回目振り返りまで（被害情報収集） 

１回目振り返りまで（被害情報収集）について，理解が深まったかという問いに対し，92.3%が

「とても思う」，「思う」と回答した。 
 

図表 103 １回目振り返りまで（被害情報収集）の理解度 

 
 

  

15.4 30.8 15.4 30.8 7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=13

被災県 被災市 応援県 応援市 関係団体 国 無回答

7.7 84.6 7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=13

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答
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(ｲ)２回目振り返りまで（先発隊の派遣） 

２回目振り返りまで（先発隊の派遣）について，理解が深まったかという問いに対し，92.3%が

「とても思う」，「思う」と回答した。 
 

図表 104 ２回目振り返りまで（先発隊の派遣）までの理解度 

 
 

(ｳ)３回目振り返りまで（第２段階） 

３回目振り返りまで（第２段階）について，理解が深まったかという問いに対し，69.2%が「と

ても思う」，「思う」と回答した。一方，15.4%が「あまり思わない」と回答しており，２回目振り

返りまでと比べてやや理解が困難になってきたことが伺える。 
 

図表 105 ３回目振り返りまで（第２段階）の理解度 

 
 

(ｴ)４回目振り返りまで（第３段階） 

４回目振り返りまで（第３段階）について，理解が深まったかという問いに対し，53.8%が「思

う」と回答した。一方，23.1％が「あまり思わない」と回答した。しており，３回目振り返りまで

と比べて更に理解が困難になってきたことが伺える。 
 

図表 106 ４回目振り返りまで（第３段階）の理解度 

 
 

7.7 84.6 7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=13

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答

7.7 61.5 15.4 15.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=13

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答

53.8 23.1 23.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

N=13

とても思う 思う どちらともいえない あまり思わない 全く思わない 無回答
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ウ 本訓練に参加して良かった点 

本訓練に参加して良かった点は，「災害廃棄物処理の際には他組織との連携が重要と分かった」，

「訓練の重要性が分かった」が18.8%で最も多かった。次いで「災害廃棄物処理に対する危機意識

が高まった」が14.6％であった。 
 

図表 107 本訓練に参加して良かった点（複数回答） 

 
  

14.6

10.4

8.3

4.2

18.8

18.8

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった

災害廃棄物処理への準備不足を認識した

災害廃棄物処理のスキルアップとなった

災害廃棄物処理の手順の詳細が分かった

災害廃棄物処理の際には他組織との連携が

重要と分かった

災害廃棄物処理計画の策定（更新）が

重要と分かった

訓練の重要性が分かった

平時から近接市町村との連携が

重要であることが分かった

その他

無回答 全体 N=48
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エ 図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題 

図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題は，以下の通り。 
図表 108 図上訓練のシナリオや方法について，修正した方が良い点などの課題 

【訓練の内容・進め方について】 

○相談窓口の開設準備は発災直後に行うべきなのか，問い合わせが殺到する時期ではあると思い

ますが，このタイミングでの準備は難しいのではないかと感じました。 
○情報収集とその整理に追われてしまい，環境省からの支援チームから何をすれば良いかと聞か

れた際に，スムーズな支援の要請ができませんでした。被災経験の浅い自治体では，何から行

うべきかすら分からない場合もあるかと思いますので，こういった業務をお願いしたい，とこ

ちらが要請するのではなく，状況報告をすることで指示や助言をいただく流れであれば大変助

かります。 
○災害廃棄物対策行動計画とリンクしてブラシュアップが必要。 
 
【資料について】 

○シナリオＡ１用紙にプリントして壁面に貼り付けする等の配慮を頂きたい。 
○「連絡体制の確立」「連絡手段の確保」は訓練時にはどのようなことを行うべきか（連絡が取れ

ることの確認？リストの準備？），最初に戸惑ってしまいました。支援側のリストを手元に用意

する，等の具体的な記載があればなお取組みやすいかと思います。 
○「してほしいことリスト」について，以前に確認の依頼をいただいていましたが，その後に課

内で出た意見を記載させていただきます。 
・中国ブロックと四国ブロックで認識の違いがあるのでは。近年，複数の大災害が発生する中

で，どの程度の要望に応じてもらえるのか疑問。大規模災害→地震，水害，廃棄物処理，とふ

るいわけをするべきでは。 
・災害対応においてしなければならないこと＝してほしいこと，ではなく，全ての災害対応に

おいて人・機材・物資・資金が不足していることが問題である。国がどのような支援をしてく

れるのか精査する流れになるのだろうか。 
○資料の文字が小さすぎて，読みづらかった。暗がりになるとほとんど読めなかった。 

 
【時間が足りない，時間配分等】 

○タイムキーパーをおくなど，時間を意識した方がいいと思いました。 
○図上訓練についてはこれまで何度か参加させていただいており，今回の訓練を通じて，改めて

災害廃棄物処理の手順等について理解を深めることができたが，すべてのシナリオを実施する

にはあまりにも時間が足りなかったように思う。 
○全体を通じて，もう少し訓練の時間があれば良いと思います。 
○特に振り返りの時間が足りなかった。 
○振り返りの時間が十分ではなかった。 
○訓練内容が具体的になれば時間が足りなくなるので訓練時間を長くする必要がある。 
○時間の経過設定が実際の時間の流れとマッチしていないので違和感を感じた。 
○２時間程度ではかなり詰め込み過ぎになるので，１日じっくりかけて実施することがより効果

的なのではないかという印象を持った。 
○当日配布の資料について，十分な確認や理解が不十分なまま訓練をスタートしたので，書類を

探したり，読み直したりといった作業に時間を取られた。 
○詰め込みすぎて時間が不足するよりは訓練の成果があがるように，訓練には最低でも１日程度

は必要ではないかと思われる。（県外から参加する職員のこともあるため，難しいかもしれない

が） 
 

【その他】 

○応援市としては，あまり役割がなく，１人減らしても可能であった。 
○先発隊等を受入する際の準備として，被災県は「してほしいこと，来てほしい人材を明確にし
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ておくこと」とあり，国は派遣先での先発隊の役割を被災県に伝えるとありますが，可能な範

囲で事前に先発隊の役割（被害状況把握等）を応援県にも共有する必要があると思いました。

また，応援県が応援市に被災市への派遣を要請する際も，ある程度先発隊の役割を伝える必要

があると思いました。 
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オ 今後の研修・訓練等の内容についてのご意見・ご要望 

今後，協議会で実施する災害廃棄物対策に関する研修・訓練の内容（時期・頻度，やり方，内容，

対象者，参加者数等）についてのご意見・ご要望は，以下の通り。 

図表 109 今後の研修・訓練等の内容についてのご意見・ご要望 

【実体験・被災経験の話しを聞きたい】 

○当県内には，まだまだ当事者意識の低い自治体があるように思われる。実際の被災現場（仮置

場等の現地）において，見学や実習を取り入れた真に迫った訓練を行うことができれば，危機

意識も高まるのではないか。 
○研修の内容は，今年度のような被災地での災害廃棄物処理業務を視察したり，実際に対応され

ている自治体職員の担当者の話を聞けたりすると大変貴重な機会になると思います。 
 

【参加人数・人員・対象者について】 

○予算等の事情もあるかと思いますが，もう少し各班の人数を増やしていただければ，より実践

的な訓練になると思いました。 
○災害廃棄物は市町村が処理責任を有しているため，四国全市町村を協議会の対象者にして研修

訓練を実施すべき。 
○もう少し広く参加者を募って実施することが望ましい。 
○１回目から２回目と，同じ人が研修を受ければよいと思った。今回だけ受講したが流れがわか

らず困った。また災害時に指揮をする人が受ければいい研修だったのではないでしょうか？ 
○訓練参加者を管理職１名，係長級以下１名というように，参加職員を指定し，より重要度のあ

る訓練にした方が良いと思う。また，被災市，応援市にしても，災害被災体験職員をメンバー

に入れた方が，効率よく進められるのではないか。災害対応経験がなく，また，訓練にも参加

したことのないような職員ばかりだと，時間ばかりかかるので，訓練参加者は，あらかじめ事

務局で指定した方がいいように思われる。今回のように，第１回，第２回と分けるなら，でき

るだけ同じ職員が参加するような呼びかけも必要ではなかったかと思われる。 
 

【連携・情報交換について】 

○訓練の内容は，県域を越えた広域連携体制による具体的な応援，受援内容が確認できるものが

良いと思います。 
○情報交換は定期的に実施するようにしていくことが大切であると感じる。 

 
【マニュアル・資料について】 

○訓練では様々な様式を使って，伝達や報告，依頼などを行った。正直なところ，どの様式を使っ

ていいのか戸惑いました。実際，災害が起こった時に，この場合はこの様式で報告しようとぴ

んとくるように統一様式を，国，県，市町村，一部事務組合で日頃から使い慣れておくとかし

ないと情報伝達がスムーズにいくのかと疑問に感じた。 
○分かりやすく活用しやすい訓練やマニュアル 
計画の中身を改善するにしても具体的にどこをどう改善するかといった余裕はなく，ただ，バ

タバタしただけのような感覚だけが残った。私自身が，災害対応経験はないし，訓練参加も初

めてであるし，災害廃棄物処理への準備不足を認識したのは，当然と言えば当然であるが，応

援市の活用もほとんどできなかった。これは，個人的見解だが，課題発見以前に，訓練として

成立していたのかどうかという，少々情けない気持ちが正直なところである。事務局の方々も

費用や時間をかけ，企画していただいているので，そこは，感謝を持って臨みたいと思ってい

るが，可能であれば，訓練においても，現実の災害時においても，人事異動などで，経験の浅い

職員が対応するようになったとしても，分かりやすく活用しやすいマニュアルや訓練内容に改

善していっていただければと思う。 
○チェックリストの活用 
災害時は，とにかく混乱すると思うので，発災時，その次の段階など，時系列に実際に確認す

べき事項（どこに何を確認するかなど）をチェックしたら印をつけていく，チェックリストが
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あればよいと思う。これがあれば，誰が見ても一目瞭然で，何が漏れているかわかると思う。

今，作成されている「してほしいことリスト」は，訓練では，ほとんどといっていいほど，使わ

れなかったし，どう使っていいかもわからなかった。「してほしいことリスト」が，チェックリ

スト方式でわかりやく，使いやすくなれば活用できると思う。 
○あまり経験のない素人的な意見になるが，せっかくマニュアルの作成や訓練をするなら，とに

かくわかりやすいもの，使いやすいものという視点が大切ではないかと思われる。ただ，計画

などは，必要な事項を網羅しなくてはならないので，限界があるかもしれないが，例えば，チェッ

クリストや概要版，災害対応ポイント集みたいな，わかりやすいものがあれば助かるのではな

いかと思う。最後の講評で，「情報共有が大切」とあったように，チェックリストには，「しなけ

ればならいこと」は当然掲載されるべきであるが，それと共に「情報共有はできているか？」

といった注意点のようなものが，目につくように記載されていれば，情報が置き去りにされに

くいかもしれない。 
 

【今後の実施希望，実施頻度 等】 

○今後も年１，２回，午前から午後までの開催でも良いのではないでしょうか。 
○研修，訓練とも年１回は継続して実施いただきたいです。 
○訓練については準備等もあるので現状１回が限度かなと思う。 

 
【参考になった，勉強になった，理解できた 等】 

○今回のような，環境省，被災県・市，応援県・市それぞれの動きが分かるようなやり方は，参考

になった。 
○今回のような図上訓練は，環境省や応援・受援の自治体がどのような流れで動いていくのかが

分かり，勉強になりました。他自治体と直接顔を合わせて意見交換ができる機会でもあり，風

通しの良い関係を築いておくことが被災時の連携体制にも効果的だと思いました。 
 

【その他】 

○最新の災害対応についての研修を実施してほしい。 
○被災市が複数あるという想定や，予定時間どおりにシナリオを進めてみてはどうか。 
○全体的な訓練は，これまでどおりブロック協議会事務局が中心となって行うほうが，充実した

ものができると思う。 
○担当者が異動するため，連携体制，早期対応，実行計画策定，災害廃棄物処理等テーマごとに

毎年図上訓練を計画的に実施すべき。 
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目標① 

目標② 

目標③ 

第7. 令和２年度以降の協議会の運営・調査検討事項の提案 

今後，中国四国ブロック協議会としてどのような取組・活動を実施していくべきか，継続して取

組・活動を続けるためのあり方について，平成30年度に行った協議会構成員に対するアンケート調

査結果等も踏まえ，運営・調査検討事項の検討を行う。 

1.過年度アンケート調査の意見概要 

今後の大規模災害廃棄物対策中国四国ブロック協議会のあり方について協議会構成員に対してア

ンケート調査を実施した。（平成31年２月25日～３月５日） 
アンケート調査実施時には，平成30年７月豪雨災害対応を経験された各主体へのヒアリング調査

結果等を元に，下記の「ブロック協議会の目標（仮説）」を提示し，意見を集約した。 

 
大規模災害発生時の災害廃棄物対策の実施において，中国四国ブロック圏内
の各主体が，広域的な応援・受援関係を構築すること可能となるよう，ブロック行
動計画を策定し，それに基づく各主体での災害廃棄物処理計画・行動マニュアル
の策定，訓練実施等の取組の普及・啓発を図ること 

 
 仮置場の管理運営を進める上で，迅速かつ適切に応援を受け入れることができるような受援

体制の構築のための事前の備え（仮置場の事前選定，仮置場管理運営マニュアルの策
定，同マニュアル検証訓練（実地・図上）等により，必要人員・資機材等の事前把握） 

 普及・啓発のために，研修・セミナー開催，広域合同訓練の実施等 
 訓練企画を今般の被災経験職員の協力を得ながら，被災経験自治体と未経験自治

体がペアとなって輪番制で実施（訓練を通じた教訓の伝承） 
 

災害時応急対策業務における災害廃棄物対策業務の位置づけの明確化，優
先度の向上に資する防災部局との調整・連携，多様な主体の連携による災害廃
棄物対策を推進すること 
 

 災害廃棄物対策は，『生活再建の第一歩』として，位置付け・優先度の向上 
 被災市町内での「全庁的な人員動員」が可能となることが理想 

 県内市町による人員派遣，民間事業者による人員派遣，地域住民協力の元『住民仮置
場』が自主開設・運営される体制構築を推奨する等 

 
多様な主体の災害廃棄物対策従事経験者からなる『中国四国ブロック災害廃棄
物処理経験職員リスト』の運営・人的ネットワークの形成・強化 
 

 災害時に『中国四国ブロック災害廃棄物処理経験職員リスト』から被災地派遣 
 平時には，災害廃棄物対策に従事した経験を持つ市町職員の方に，継続的にブロック協

議会アドバイザーとして参画いただき，訓練企画等への助言をいただく等 
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「達成すべき目標（案）」の設定に対しての評価結果は，「とてもそう思う」「そう思う」を合わせ

て約８割超の結果となった。一方で，「目標の表現」や「ブロック行動計画見直しの課題設定との対

応関係の精査」の必要性等について指摘があった。 

 

「達成すべき目標（案）」に対する各指摘を踏まえ，その修正方針について，下記の通りとりまと

めを行った。 
 

【達成すべき目標（案）の修正方針】 

①ブロック行動計画の見直しの視点との整合性∼ 「広域連携特化」「事前準備のあり方研究」「継続的
な検証」を強調する 

「広域応援・受援の連携強化に特化し，応援側・受援側の事前取組内容，発災後の役割分担
の在り方に関する情報共有・研究，合同訓練の実施成果や実災害対応経験・教訓等を踏まえた
継続的なPDCAを実施すること」 

②普及・啓発，県・市町での取組推進を支援する姿勢を強調する 
「災害時応急対策業務における災害廃棄物対策業務の位置づけの明確化，優先度の向上」への
貢献，「広域連携」に備える各県・市町の計画策定に関する普及啓発（協議会メンバー向け外含
む），計画策定支援を行う姿勢を強調する。 

③目標での詳細過ぎる表現の修正（アクションプランとしての協議へ移行） 
目標③案での，『中国四国ブロック災害廃棄物処理経験職員リスト』はアクションプランでの表現に
留める。目標としては，過去災害の経験・教訓を継承していくための，記録・情報発信等を継続し
て行うことと表現する。 
「『住民仮置場』の自主開設・運営」は具体的過ぎるため，「多様な主体の連携による災害廃棄物
対策を推進」に留める 

     
 
上記，修正方針を踏まえ，ブロック協議会の達成目標を次の通り修正する。 
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目標① 

目標② 

目標③ 

 

大規模災害廃棄物対策中国四国ブロック協議会の達成目標（修正案） 

 
大規模災害発生時の災害廃棄物対策の実施における，中国四国ブロック圏内
の各主体の広域的な応援・受援関係を強化するため，各主体での事前準備のあ
り方を研究・情報共有を行い，中国四国ブロック圏内での広域合同訓練を通じた，
継続的なPDCAを実施すること 

 
 中国四国ブロック圏内での広域合同訓練の定期的な実施 

 訓練企画を今般の被災経験職員の協力を得ながら，被災経験職員と未経験職員が
ペアとなって輪番制で実施（訓練を通じた教訓の伝承） 

 広域的な応援・受援関係を強化するための各主体での事前準備のあり方を研究・情報共有 
 国内外における実災害事例での課題・教訓，取組事例等についての研究・情報共有

を実施 
 

災害廃棄物対策業務は『生活再建の第一歩』であり，多様な主体との連携が不
可欠であることが，広く認知されるよう，情報発信・普及啓発を実施すること 

 
 災害廃棄物対策は，『生活再建の第一歩』であることの認知度向上，災害時対応業務全

体における相対的な優先度の向上 
 被災市町内での「全庁的な人員動員」が可能となることが理想 

 県内市町による応援人員派遣，民間事業者による応援人員派遣，地域住民の協力
等，多様な主体の連携による災害廃棄物対策の実施体制構築を推奨 

 広域連携に備える各県・市町の計画策定に関する普及・啓発を通じた計画策定支援 
 
多様な主体（被災自治体職員，災害廃棄物対策専門家，支援事業者等）
の災害廃棄物対策従事経験者からなる人的ネットワークを形成・強化 
 

 災害時には人的ネットワークを活かした被災地支援のあり方を研究 
 平時には，災害廃棄物対策に従事した経験を持つ市町職員の方に，可能な範囲で，継

続的にブロック協議会アドバイザーとして参画いただき，訓練企画等への助言をいただく等 
 
 
 



181 

2.標準的な年間活動イメージ 

(1)中国四国ブロック広域合同訓練の定期的な実施 

ブロック行動計画に基づく，広域的な応援・受援の手順確認を目的とした合同訓練を定期的に実

施し，ブロック行動計画の内容を各主体担当者に認知させ，手順を確認する機会を設ける。 
定期的な実施により，組織改編や人事異動等が行われたとしても，広域的な応援・受援の人的ネッ

トワークを再構築していくきっかけとなる。 
主に，出水期外（６～10月以外）を開催時期として想定する。 

(2)大規模災害廃棄物対策中国四国ブロック協議会活動の情報発信・共有の強化 

毎年の中国四国ブロック広域合同訓練の実施成果レポートに加え，実際の被災経験又は応援経験

を有する自治体からの災害廃棄物対策上の課題・教訓や，協議会構成県・市町の計画・マニュアル

策定事例，単独訓練実施事例等の情報発信・共有を強化する。 

(3)（1）（2）の取り組みを踏まえたブロック行動計画の見直し，継続的なPDCAの実施 

定期的な訓練の実施成果や，災害廃棄物対策の課題・教訓の寄稿等を通じた最新情報等を踏まえ

て，ブロック行動計画の見直し，継続的なPDCAの実施を行う。 

(4)その他 

構成機関名簿の更新（担当課担当者氏名／連絡先等），情報共有 

3.事務局体制等 

環境省 中国四国地方環境事務所による協議会全体運営は継続しつつ，合同訓練実施については

各構成県・市町により輪番制にて訓練企画・実施に主体的に関わっていただく（『（仮称）訓練幹事

輪番制』）ことで，各構成員の皆様の創意工夫・被災経験等を踏まえた，より実際的かつ持続的な訓

練実施体制の構築を目指す。 
 

 
 

  

（仮称）訓練幹事輪番制の狙い
・「訓練企画」を実施することで、広域的な応
援・受援の手順理解、被災自治体の被災
経験・教訓に対する理解が深まる効果が期
待される。

・訓練企画を各県・市町で協力して実施する
ことにより、人的ネットワーク形成の機会

環境省
中国四国
地方環境
事務所

（主な役割（想定））
①協議会運営全般コーディネイト業務：
基本的な事務局機能（構成員への情報周知、開催日程調整、当年度協議会目標設定、協議会開催企画・進捗管理／等

②訓練幹事補佐業務：
訓練幹事が実施する訓練企画・実施に係る全般的な質疑・応答、アドバイスの実施

③メディアブリーフィング業務：
協議会活動内容の情報発信（※対応窓口は一貫性がある方が望ましいため）

※県が主幹事、県内市は副幹事

岡山県
鳥取県

島根県 山口県

広島県
愛媛県

香川県

徳島県

高知県中国ブロック 四国ブロック

※訓練幹事を補佐
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第8. 協議会，幹事会の運営支援 

1.協議会の構成員 

中国ブロック及び四国ブロックの各協議会の構成員は，次のとおりである。 

(1)中国ブロック協議会の構成員 

機   関   名 役  職 
鳥取県 生活環境部 循環型社会推進課 循環型社会推進課長 
鳥取市 環境局 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 
米子市 市民生活部 クリーン推進課 クリーン推進課長 
島根県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 
松江市 環境保全部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 
出雲市 経済環境部 環境施設課 環境施設課長 
岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 循環型社会推進課長 
岡山市 環境局 環境部 環境事業課 環境事業課長 
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 一般廃棄物対策課長 
広島県 環境県民局 循環型社会課 循環型社会課長 
広島市 環境局 環境政策課 環境政策課長 
福山市 経済環境局 環境部 環境総務課 環境総務課長 
呉市 環境部 環境政策課 環境政策課長 
山口県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 廃棄物・リサイクル対策課長 
下関市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 
山口市 環境部 資源循環推進課 資源循環推進課長 
公益社団法人 全国産業資源循環連合会 中国地域協議会 中国地域協議会会長 
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 
公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団 研究参与 
国立研究開発法人 国立環境研究所  
災害環境マネジメント戦略推進オフィス 災害廃棄物対策専門員 

国土交通省 中国地方整備局 防災室 防災室長 
国土交通省 中国地方整備局 港湾空港部 
港湾空港防災・危機管理課 港湾空港防災・危機管理課長 

環境省 中国四国地方環境事務所 資源循環課  
（敬称略） 
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(2)四国ブロック協議会の構成員 

機   関   名 役  職 
徳島県 県民環境部 環境指導課 環境指導課長 
徳島市 市民環境部 市民環境政策課 市民環境政策課長 
阿南市 環境管理部 環境管理課 環境管理課長 
香川県 環境森林部 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 
高松市 環境局 環境総務課 環境総務課長 
東かがわ市 市民部 環境衛生課 環境衛生課長 
愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 循環型社会推進課長 
松山市 環境部 環境モデル都市推進課 環境モデル都市推進課長 
宇和島市 市民環境部 生活環境課 生活環境課長 
高知県 林業振興・環境部 環境対策課 環境対策課長 
高知市 環境部 環境政策課 環境政策課長 
土佐清水市 市民課 市民課長 
公益社団法人 全国産業資源循環連合会 四国地域協議会 四国地域協議会会長 
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 
公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団 研究参与 
国立研究開発法人 国立環境研究所  
災害環境マネジメント戦略推進オフィス 災害廃棄物対策専門員 

国土交通省 四国地方整備局 防災室 防災室長 
国土交通省 四国地方整備局  
港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 港湾空港防災・危機管理課長 

環境省 中国四国地方環境事務所 資源循環課  
（敬称略） 
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2.開催日程と主な議事内容 

協議会，幹事会及び訓練の開催日程と主な議事内容は次のとおりである。 
協議会の議事要旨は，資料編を参照のこと。（幹事会は非公開。） 

(1)中国ブロック協議会 

時期 会議（場所） 議事内容等 

８月８日 

第６回災害廃棄物対策 

中国ブロック協議会幹事会 

（岡山市） 

（１）本年度の協議会運営等について 
（２）環境省災害廃棄物対策室における検討について 
（３）本年度の調査事項 
（４）広域連携体制について（意見交換） 
（５）構成員からの情報提供 

９月11日 

令和元年度第１回 

災害廃棄物対策 

中国ブロック図上訓練 

（広島市） 

○大規模豪雨災害時の広域連携体制の全体像 
○訓練ワーキング ワーク１ 

・タイムラインを念頭においた図上演習シナリオ検討 
○訓練ワーキング ワーク２ 
 ・「災害時にしてほしいこと」の検討 

10月31日 

第７回災害廃棄物対策 

中国ブロック協議会幹事会 

（山口市） 

《報告》 
 ・「してほしいことリスト」のワーク結果 

・「ツールキット」に関する調査の経過報告 
《議事》 
（１）広域連携の手順、課題 
（２）仮置場マニュアル案 
（３）今後の協議会のあり方 
（４）構成員からの情報提供 

11月28日 

令和元年度第２回 

災害廃棄物対策 

中国ブロック図上訓練 

（広島市） 

○訓練説明 
○訓練実施（第１段階～第３段階） 
○整理・発表 
○講評 

２月27日 

第13回災害廃棄物対策 

中国ブロック協議会 

（広島市） 

《議事》 
（１）仮置場見学会の報告 
（２）広域連携体制の手順 
（３）訓練結果の報告 
（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案 
（５）ツールキット案 
（６）仮置場マニュアル案 
（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査 
（８）次年度以降の協議会のあり方 
《報告》 
（１）本年度モデル業務の報告 
（２）令和元年台風第15号・第19号における災害廃棄物対策 
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(2)四国ブロック協議会 

時期 会議（場所） 議事内容等 

８月９日 

第６回災害廃棄物対策 

四国ブロック協議会幹事会 

（高知市） 

（１）本年度の協議会運営等について 
（２）環境省災害廃棄物対策室における検討について 
（３）本年度の調査事項 
（４）広域連携体制について（意見交換） 
（５）構成員からの情報提供 

９月９日 

令和元年度第１回 

災害廃棄物対策 

四国ブロック図上訓練 

（高松市） 

○大規模豪雨災害時の広域連携体制の全体像 
○訓練ワーキング ワーク１ 

・タイムラインを念頭においた図上演習シナリオ検討 
○訓練ワーキング ワーク２ 
 ・「災害時にしてほしいこと」の検討 

11月11日 

第７回災害廃棄物対策 

四国ブロック協議会幹事会 

（徳島市） 

（報告） 
・「してほしいことリスト」のワーク結果 
・「ツールキット」に関する調査の経過報告 

（議事） 
（１）広域連携の手順、課題 
（２）仮置場マニュアル案 
（３）今後の協議会のあり方 
（４）構成員からの情報提供 

11月19日 

令和元年度第２回 

災害廃棄物対策 

四国ブロック図上訓練 

（高松市） 

○訓練説明 
○訓練実施（第１段階～第３段階） 
○整理・発表 
○講評 

２月21日 

第13回災害廃棄物対策 

四国ブロック協議会 

（高松市） 

（１）仮置場見学会の報告 
（２）広域連携体制の手順 
（３）訓練結果の報告 
（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案 
（５）ツールキット案 
（６）仮置場マニュアル案 
（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査 
（８）次年度以降の協議会のあり方 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編：協議会議事録 
 
 
 
  



1 

第 13 回災害廃棄物対策中国ブロック協議会 議事録 
 
日 時：令和２年２月 27 日（木）13 時 30 分～16 時 00 分 
場 所：ワークピア広島 蘭ＡＢ 
議 事： 

（１）仮置場見学会の報告 
（２）広域連携体制の手順 
（３）訓練結果の報告 
（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案 
（５）ツールキット案 
（６）仮置場マニュアル案 
（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査 
（８）次年度以降の協議会のあり方 

 
１ 開会 

環境省中国四国地方環境事務所 川﨑課長より開会の挨拶が行われた。 

 
２ あいさつ 

（環境省 中国四国地方環境事務所 川﨑課長） 

本日は年度末の大変お忙しい中，本協議会にご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。本日の協議会開催にあたっては，会議の内容の重要性を鑑み，環境省な

らびに厚生労働省の新型コロナウィルス感染症対策の基本方針，注意事項等を講じた

うえで実施することとなった。 
平成 26 年度，大規模災害時における災害廃棄物に対する中国ブロック協議会を立ち

上げ，以後，災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するための方策や広域連携について検

討を続けている。 
本年度は，平成 30 年 7 月豪雨を教訓に，特に支援受援体制がより実効性のあるもの

となるよう，中国ブロック行動計画の早期の見直しを視野に入れた検討を進めている。

本日は本年度取り組んだ調査検討事項について報告させていただく。その取り組み成

果が中国ブロック全体の災害廃棄物対策の一助になることを願っている。本日は，限

られた時間ではあるが，忌憚のない御議論をお願いしたい。どうぞよろしく宜しくお

願い致します。 
 

（事務局 藤岡課長補佐） 

議事に入る前に配布資料の確認をさせていただく。 
（資料確認・省略） 
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なお，議事（５）ツールキットに係る資料を，資料を提供いただいた自治体別に整

理した。公表に差し支えなしということでご提供いただいたが，本日はその最終確認

として配布している。 
それでは，議事に入る。以降の議事進行は，川本座長にお願いする。 
 

３ 議事 

（川本座長） 

本日は，ご覧のとおり議事が多くなっている。限られた時間の中で効率的に議論を

進めたいので，どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは，議事に入る。事務局から資料の説明をお願いする。 
 

（１）仮置場見学会の報告 

（２）広域連携体制の手順 

（３）訓練結果の報告 

議事の「（１）仮置場見学会の報告」「（２）広域連携体制の手順」「（３）訓練

結果の報告」について，事務局より資料１～資料３の説明が行われた。説明ののち，

以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料１～３説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（藤原委員） 

訓練のアンケート結果は中国ブロックのみのものか。四国ブロックの結果も掲載し

ているか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

両方掲載している。中国ブロックの調査結果は 28 ページからである。 
 

（宗委員） 

資料２広域連携の体制について，１ページの（１）イ (ｲ)の「中国四国ブロック災害

廃棄物処理経験職員リスト」の作成は良い取組である。国でも同様の取組を行うとい

うことなので，連携できると良いと思う。 
２ページの(ｶ) 住民仮置場開設・運営住民向けマニュアル作成の検討について，「大
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規模災害発生時に，迅速に暫定置場を自治体が開設することは『困難』である」とい

う表現が気になる。優先順位としては，まず自治体の仮置場の設置で，住民仮置場は

その次になるのではないか。もちろんごみ処理をうまくコントロールするためにも，

日頃から住民と連携について協議することは重要である。しかし，住民仮置場の設置

を優先して始めると，実際の効果をどの程度得られるか疑問である。 
(ｸ) ブロック行動計画の協議会構成員以外への周知について，協議会構成員以外にも

共通認識を持っていただくということは，非常に良いことであり，是非進めるべきで

ある。自治体が被災した時にどう行動するかということが肝要な点である。現在は方

針が書かれているのみだが，それをどのように実現していくかということが重要なの

で，今後具体的な検討をしっかり行っていただきたい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

１～２ページについては昨年度の報告書の抜粋なので，表現の変更は難しい。ご指

摘いただいた点については，まさに今年度実施していない取組である。(ｸ)については，

環境事務所，各構成員（特に県）のそれぞれの取組という位置づけなので，今年度の

協議会の検討からは外した。(ｲ)と(ｶ)については課題も大きいため，今後の取組として

いる。特に(ｲ)は，課題として話題に出たときから状況が変わり，国も同様の取組を実

施していることから，連携を図っていきたい。 
 

（川本座長） 

ありがとうございました。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（４）の議事にはいる。 
 

（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案について 

議事の「（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案」について，事務局よ

り資料４の説明が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料４説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（藤原委員） 

５ページ，６ページの応援職員にしてほしいことリストの右側に期間があり「○」

が入っているが，これは何に基づいて設定したのか。以前まとめた資料などに対応・
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連動しているのか。それともリスト作成にあたり，新たに作成したのか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

さきほど説明した資料３にもあるように，中四国で実施した訓練ワーキングで出た

意見を基に作成している。 
 

（藤原委員） 

あくまでワーキングを基に作成したものであり，これまでの議論とは直接的にリン

クしていないという理解で良いか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

訓練時は，行動計画を踏まえて時間軸を設定したので，全く連動していないわけで

はない。ただし，平成 30 年 7 月豪雨の経験者も多くいるワーキングで作成されており，

結果的に星取りの範囲が広くなっている傾向がある。 
 

（藤原委員） 

この表に引きずられて，この時期にはこれをしなければならないということになら

ないようにして欲しい。何か注釈を入れておいた方がよいと思う。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

表が一人歩きする可能性があるので，時間はあくまで目安である旨，注釈を入れて

おく。 
 

（高田委員） 

時系列については，資料２で説明されている３つの時間軸（第１段階～第３段階）

は，リストの左から３つ（発災直後，発災直～１週間程度，発災後約１週間～１か月

程度以内）に対応すると理解していたが，そうではないのか。 
また，資料４の７ページ，今後の検討課題のイについて，応援側の応援体制も検討

する必要があるということは，その通りだと思う。特に，行動計画では発災直後は応

援要請を待たず動くということなので，被害が起きてからこの表を見ていては遅く，

平時に確認し，準備しておく必要がある。このリストに記載された応援をできる職員

は限られており，その職員をタイミングに合せて送り込まねば，リストの「○」は有

効に機能しない。このリストは，応援できる職員を送り込まないと支援・受援のミス

マッチが起きることを示唆していると思った。 
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（事務局 ＭＵＲＣ） 

資料２の３つの時間軸と，リストの左から３つは対応している。リストには「第●

段階」という言葉がないので，記載した方がわかりやすい。 
２点目のご意見については，現在「受援計画」という形で一般的になっている応援

計画のようなものを予め作成して対応する必要があるように思った。 
 

（宗委員） 

今後の検討課題になると思う。「してほしいことリスト」の作成の検討経緯が２ペ

ージに記載されている。ワーキングや幹事会，訓練等を踏まえて立派な物が出来たと

思うが，別の視点として，実際に被災を経験した自治体がいるので，その自治体にコ

メントいただき，実際にどのような支援を受けたかを踏まえて，不足があれば追記す

るなどリストを充実していただけるとよい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

被災自治体というのは，平成 30 年７月豪雨災害の被災自治体を指しているか。それ

とも，今年度の台風の被災自治体を指しているか。 
 

（宗委員） 

それは特に限定していない。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

リストは平成 30 年７月豪雨災害の被災自治体が入ったワーキングで検討している。

ただし，細かい意見には要約・集約されてしまっているものがあるので，リストに反

映すべきものがあればご意見いただきたい。 
 

（宗委員） 

被災自治体の意見が盛り込まれているなら，問題無い。 
 

（川本座長） 

ありがとうございます。他にいかがか。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（５）の議事に入る。 
 

（５）ツールキット案について 

議事の「（５）ツールキット案」について，事務局より資料５の説明が行われた。

説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
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（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料５，スライド説明・省略） 
 

（川本座長） 

どうもありがとうございました。事務局から説明をいただいた。これに対してご意

見・ご質問等があればお願いする。 
これは中国ブロックのみのものか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

中国・四国両方を合せて整理している。 
なお，お気づきの方もいると思うが，愛媛県の資料が非常に多い。これは愛媛県が

県内市町村向けに災害廃棄物処理マニュアルのキットを作成されており，それを全て

提供して良いと言っていただいたものである。そのため，愛媛県のＨＰにアップされ

ているものと内容が重複しているが，掲載させていただいている。 
 

（川本座長） 

皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（６）の議事にはいる。 
 

（６）仮置場マニュアル案について 

議事の「（６）仮置場マニュアル案」について，事務局より資料６の説明が行われ

た。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料６説明・省略） 
 

（川本座長） 

ありがとうございます。事前にご覧いただいていると思うが，ご意見ご質問等があ

ればお願いする。 
資料の赤字になっている箇所は資料６－２に記載された内容から，修正を加えた内

容であるという理解でよいか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

その通りである。本文中の赤字は最終の印刷時には，黒文字に戻す。 
 

（藤原委員） 

６ページの「仮置場・集積所」の呼称（定義）が気になる。勝手集積場所の言葉の
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定義について，６ページに記載されているように，元々廃棄されるべきではない場所

であるにもかかわらず，勝手に廃棄されている集積所ということであり，“不法に”

というニュアンスが強い。「管理集積所」という言葉は，自治体が適切に管理してお

り，事前に場所が指定されている場所であり，そこにしか置いてはならないというこ

とである。しかし，これまでの災害で，それが実行できた自治体がどれほどあったか。 
従来のごみステーションに排出するようにしても，すぐに満杯になり，別の場所に

置かれたものを自治体の車両等が集めているのが現実である。自治体が予め管理でき

る場所は，実際に決めることができるのか。資料の定義の意図は分かるが，違和感が

ある。環境省に対しても同様のことを述べているが，今後の検討としていただいても

良いので，定義を明確に整理いただきたい。コメントである。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

全国的な定義が明確でない中で整理している。ご指摘の通り，どこまで予め準備が

できるかという課題はある。 
 

（藤原委員） 

可能であれば，現在はこの言葉を使用しているが，今後，国の定義が整理されたら，

それに応じて修正するということが分かるように記載いただくと，今後修正しやすく

なるのではないか。 
 

（高田委員） 

私はよく講演で，ここでいう勝手集積場所を「ごみが集まる場所」，管理集積所を

「ごみを集める場所」と言って，「ごみが集まる場所」から「ごみを集める場所」へ

変えていくことが必要だと言っている。ただし，このような口語的表現は，環境省の

手引きにはなじまないので，イメージとして述べたまでである。 
細やかな指摘で恐縮だが，2 ページの見出しの表題「第 3 災害廃棄物の対応“業”

業務全体」となっている。目次も同様に修正いただきたい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

失礼した。最終版としてまとめるまでに，誤脱字は再度確認する。 
 

（藤原委員） 

便乗ごみについて，市民にも一般の家庭ごみを出さないよう促さなければ，災害ご

み以外のごみを処理し続けなければならなくなる。マニュアルにも便乗ごみを出さな

いよう，市民に広く注意を呼び掛けることについて，どこかに記載して欲しい。 
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（事務局 ＭＵＲＣ） 

どこかに記載していたと思うが，確認して，記載がなければ追記する。 
 

（宗委員） 

26 ページの広報の上の項，「仮置場が確保できるまでの間・勝手仮置場が生じない

ように」の中に記載されていることは，私も講演などで発表している。勝手集積場所

はどんな災害でも発生しがちで，特に水害などでは，発災したらすぐにごみが排出さ

れる。自治体が仮置場を指定した後にも勝手仮置場への排出は続く。“仮置場が決ま

るまでは，自宅で分別して置いておいてほしい，すぐに(決めて)開設する”という広報

のアクションを入れると，少し効果があるのではないか。できれば，場所の決定予告

の前に，「発災後すぐに」という言葉を加えることを検討いただけるとありがたい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

追記する。 
 

（下関市 嶋田主任） 

タイトルについて検討をお願いしたが，変更の予定はないか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

このタイトルにさせていただきたい。 
 

（下関市 嶋田主任） 

承知した。 
 

（川本座長） 

皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（７）の議事にはいる。 
 

（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査について 

議事の「（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査」について，事務局より資

料７の説明が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料７－１・７－２説明・省略） 
 

（川本座長） 

ありがとうございました。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
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処理困難物適正処理は有害物質に係ることから，専門的な知識を要求される部分が

あると思われる。11 ページ目からの回答結果が全て「ややそう思う」に集約されてい

る。自治体数が多ければ回答も分散するのかもしれないが，無難な回答に収まってい

るという印象である。処理困難物適正処理のモデル事業は，特殊で難しいと思われる

が，状況をお聞かせいただきたい。 
 

（高田委員） 

宇和島市については私も関与していた。資料７－１の４ページにあるように，同市

は漁業が盛んであるため，南海トラフが起きた際の漁具・漁網，冷凍水産物や船舶等

の処理のキャパシティを確認している。しかし，実際に発生したのは，水害・土砂災

害であり，船舶等の災害廃棄物は発生しなかった。モデル事業と実際の災害の様相が

異なったため，このような回答になったと思われる。 
松山市も災害廃棄物の種類は全般的なものを扱っているが，平成 30年７月豪雨では，

離島での被災が大きく（土砂災害），モデル事業での想定と異なる災害であったため，

このような回答にならざるを得なかったと思われる。 
資料７－２の計画策定モデル事業アンケートの結果については，前半の設問での評

価は高いが，H30 年７月豪雨災害に係る設問では評価は分かれている。もともと環境

省の指針では，南海トラフなどを前提とした最大の被害想定に対する処理フローを描

いており，モデル事業でもその通りに取り組んだが，実際起こった災害は異なるもの

だったということである。しかし，それでも半数の自治体はモデル事業の実施に意味

があったと回答していた。この計画策定モデル事業は，環境省に“おんぶに抱っこ”

ではなく，“乗合バスで最寄りのバス停までは送るので，家までは歩いて帰ってくだ

さい”というものであると理解している。タクシーのように家まで送ってあげるとい

うものではないので，そこまではカバーできないが，一定の意味はあったということ

ではないか。今回の災害では，発生量推計や実行計画の策定は個別の自治体で実施す

る必要があった。モデル事業が役に立ったかという質問に対して，「そこまでは…。」

という回答があっても当然ではないか。結果が正しく反映されているという感想であ

る。 
 

（川本座長） 

ありがとうございました。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（８）の議事にはいる。 
 
 

（８）次年度以降の協議会のあり方について 

議事の「（８）次年度以降の協議会のあり方」について，事務局より資料８の説明



10 

が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料８説明・省略） 
 

（川本座長） 

どうもありがとうございました。幹事会でも検討してきた内容だが，幹事会に出席

してなかった方もいるかもしれないので，ご意見・ご質問等があればお願いする。 
ご意見がないようであれば，本日の議事は以上である。 
次年度以降のあり方については，次年度に動き始めたら状況が変わることもあると

思う。あまり厳格に考えすぎず，取り組んでいきたい。 
本日の議事は以上である。この後，報告事項が数点ある。進行を事務局にお返しす

る。 
 

４ 報 告 

（１）本年度モデル業務の報告 

・処理計画策定モデル 
（㈱東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

（資料９説明・省略） 
・研修モデル 
（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料 10 説明・省略） 
 

（２）令和元年台風第 15号・第 19号における災害廃棄物対策 

（事務局 山田専門官） 

（資料 11 説明・省略） 
倉敷市さんが今回の台風災害支援に入られたので，少しお話いただければと思う。 
 

（倉敷市 大瀧課長主幹） 

倉敷市は台風 19 号の支援で茨城県と長野県と福島県に入った。発災後 1 か月半が経

過し，公費解体の準備に入る時期だった。処理計画未策定の自治体が多く，何をすべ

きか把握されていない中，公費解体事務，災害報告書の作成支援を行った。今の話に

もあったが，今回の支援を通じて，処理計画策定の意義としては，何をすべきか把握

できている状態になることが大きいと感じた。すべきことが分からず，何もしないま

ま時間ばかりが過ぎてしまうことが最も良くない。中長期的なスケジュールを立てな

がら，今すべきことについてアドバイスした。人員不足という具体的な課題にぶつか
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り，場合によっては，人員を確保するため，副市長へのレクにも同席することもあっ

た。 
倉敷市もあまり他所のことは言えない状況で，次年度に計画を見直す予定である。

業務フローの再確認，人員体制の整備をやり直し，効果的な連携体制をとりたいと改

めて感じた。 
 

（事務局 山田専門官） 

高田先生も関東・長野に初動体制の支援に入られた。少しお話いただきたい。 
 

（高田委員） 

私は長野県と関東，福島県の支援に入った。状況については今お話いただいた通り

である。 
処理計画未策定の自治体がなぜ上手くいかないかについて，事例を紹介する。ある

自治体では，計画を作成する努力をしておらず，発生量を全く把握していなかった。

委託業者と市で全て処理できると思っていたようだが，保有している車両数を踏まえ

れば，絶対に直営では処理できない。支援が必要ではないかという環境省からの申し

出があったにもかかわらず受け入れず，その後処理しきれなくなり，４～５日後に自

衛隊が出動して対応するという結果となった。最初の判断を誤った事例である。計画

を作成しておくことは，非常に重要であることがよく分かる。 
逆に良い事例として，資料 12 のグッドプラクティスには記載されていなかったが，

栃木県のある自治体では，仮置場に結構な数の市職員が配置されていた。話を聞くと，

教育委員会や民生部局の庶務などの他部局職員が動員されており，人の配置のやり繰

りがされていた。その自治体は，計画を策定していたので，おそらく，計画をもとに

人事当局と交渉をしていたのだと思う。素晴らしい取組み事例であった。 
かつては，悪い事例ばかりが目立ったが，最近は良い事例と悪い事例の両方が見ら

れるようになり，どちらの事例からも学ぶことが多い。今後も災害対応力の向上に努

めることは重要である。 
 

（事務局 山田専門官） 

自治体・有識者の方が支援に入って感じたことをお話いただいたが，それを踏まえ

て，まだ計画を策定されていない自治体は作成し，あるいは市町村の作成の支援を行

っていただきたい。 
次年度の協議会の進め方について，資料 12 をご覧いただきたい。 
（資料 12 を説明・省略） 
図上訓練については，幹事輪番制を取り入れることを考えている。具体的な内容に

ついては次年度協議会でお話ししたい。 
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（事務局 藤岡課長補佐） 

ただいまの説明に関して，質問，確認事項はあるか。 
 

（山口県 林主査） 

来年度の予定として，行動計画を見直すとのことだった。今年度は，広域連携体制，

特に人的支援にかなり力点を置いて議論してきたと理解している。先ほどの事例紹介

で，中部ブロックは人的派遣に加えて，広域処理を実際に発動して対応したとのこと

だった。来年度の見直しに際しては，広域処理の観点を考えていくかどうかについて

お聞かせいただきたい。 
 

（事務局 山田専門官） 

考えていきたいと思っている。広域処理については，中部ブロック・関東ブロック

では，早くから議論されてきていた。我々が遅かったわけではなく，関東では首都直

下型地震を想定した議論を進めてきたという下地があった。平成 30 年７月豪雨や，台

風 15 号・19 号を経て，広域処理の検討が必要であると感じる。平成 30 年７月豪雨の

経験や，他ブロックの事例を踏まえて，検討をしていきたい。 
 

５ その他 

（事務局 山田専門官） 

本日いただいたご意見を踏まえ，修正を行い報告書にとりまとめる。最終確認は座

長に委ねるということでご了承いただきたい。 
 

（事務局 藤岡課長補佐） 

協議会議事録は公表予定なので，後日発言内容について確認する。幹事会議事録は

非公表である。 
 

６ 閉会 

（事務局 藤岡課長補佐） 

以上，第 13 回災害廃棄物対策中国ブロック協議会を閉会する。 
次年度も引き続きどうぞよろしくお願い致します。 
本日は長時間に渡り，どうもありがとうございました。 

以 上 
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第 13 回災害廃棄物対策四国ブロック協議会 議事録 
 
日 時：令和２年２月 21 日（金）13 時 30 分～16 時 00 分 
場 所：アイパル香川 第５会議室第６会議室 
議 事： 

（１）仮置場見学会の報告 
（２）広域連携体制の手順 
（３）訓練結果の報告 
（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案 
（５）ツールキット案 
（６）仮置場マニュアル案 
（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査 
（８）次年度以降の協議会のあり方 

 
１ 開会 

環境省中国四国地方環境事務所 四国事務所 櫻井所長より開会の挨拶が行われた。 

 
２ あいさつ 

（環境省 中国四国地方環境事務所 四国事務所 櫻井所長） 

本日は年度末の大変お忙しい中，本協議会にご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。近年，地球温暖化の影響で災害が多発しており，一昨年は愛媛県，岡山

県，広島県で，昨年は東日本の広い範囲で豪雨災害が発生した。一昨日 NHK の香川県

版ニュースでも，事前の具体的な準備が重要であると報道されていた。災害廃棄物対

策については，国交省，防衛省・自衛隊と連携を深めているところだが，特に，水害

の場合は，水が退くとすぐに片付けごみが排出されるので，事前に仮置場を設定して

おく必要がある。勝手仮置場ができて混合ごみが発生してしまうなど，後々大きな影

響が出てしまうことから，各自治体の中での事前調整が重要である。 
平成 26 年度，大規模災害時における災害廃棄物に対する四国ブロック協議会を立ち

上げ，以後，災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するための対策や広域連携について検

討を続けている。本年度は，平成 30 年 7 月豪雨を教訓に，特に支援受援体制がより実

効性のあるものとなるよう，四国ブロック行動計画の早期の見直しを視野に入れた検

討を進めている。本日は本年度取り組んだ調査検討事項について報告させていただく。

その取り組み成果が四国ブロック全体の災害廃棄物対策の一助になることを願ってい

る。 
本日は，忌憚のない御議論をお願いしたい。どうぞよろしく宜しくお願い致します。 
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（事務局 山本課長補佐） 

議事に入る前に配布資料の確認をさせていただく。 
（資料確認・省略） 
それでは，議事に入る。以降の議事進行は，川本座長にお願いする。 
 

３ 議事 

（川本座長） 

本日は，ご覧のとおり議事が多くなっている。限られた時間の中で効率的に議論を

進めたいので，どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは，議事に入る。事務局から資料の説明をお願いする。 
 

（１）仮置場見学会の報告 

（２）広域連携体制の手順 

（３）訓練結果の報告 

議事の「（１）仮置場見学会の報告」「（２）広域連携体制の手順」「（３）訓練

結果の報告」について，事務局より資料１～資料３の説明が行われた。説明ののち，

以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料１～３説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
確認だが，今回の説明資料は報告書へ全て掲載するのか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

たとえば，皆さんからいただいた修正案（意見）一覧などを除き，概ね掲載する予

定である。 
 

（事務局 大谷専門官） 

資料２広域連携体制については素案として，次年度見直し予定の行動計画への反映

という形で掲載するので，本日ご意見をいただけるとありがたい。 
 
（川本座長） 

表示形式への質問である。資料２は 10 ページの【応援要請する基準（案）】のよう

に，重要なところを罫線で囲んでいるが，他はそうではない。統一した形式はとって
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いないのか。 
 
（事務局 ＭＵＲＣ） 

表現や形式は統一するよう工夫したい。 
 

（藤原委員） 

初期の応援要請についてであるが，第１段階での先発隊への要請主体は市町村では

なく県でよいのか。そうなると，派遣隊は実際に被害を受けた市町村ではなく，まず

県に行くことになる。災害の緊急時にこれが十分機能するだろうか。 
 

（事務局 大谷専門官） 

この体制は，平成 30 年 7 月豪雨の振り返りの検証から，愛媛県の実態を踏まえて検

討した。当時，被災の大きかった市町に環境省の支援チームが直接入ったが，一方で

県との連携がうまくとれなかったといった反省点があった。また，応援を必要とする

中規模程度の被害を受けた市町村にまで十分な支援がすぐに行き届かなかったという

反省点を踏まえて，被災県を軸に置いた連携体制を考えた。 
 

（藤原委員） 
決まったルールで情報がやりとりされる“システム”としては理解する。しかし，

システムを組みすぎると動かなくなることも十分考えられる。場合によっては県の判

断を待って行動が遅れる可能性があるので，次のステップとして市町が独自で対応す

る判断の線引きのようなものを検討する必要があると思う。現段階の議論ではないか

もしれないが，県は関係各所と連絡をとる必要があり，環境省地方環境事務所も少な

い人員で対応する中，県と地方事務所のロジックがどう機能するかをしっかり検証し

ておく必要があると思う。コメントである。 
 

（川本座長） 

ありがとうございました。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（４）の議事にはいる。 
 

（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案について 

議事の「（４）「応援職員にしてほしいことリスト」最終案」について，事務局よ

り資料４の説明が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料４説明・省略） 
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（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（高知市 福冨課長補佐） 

最後の方でご紹介いただいた「受援シート」は，今年度つくるということか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

今年度はつくらず，次年度以降の検討課題のイメージとして示した。 
 

（藤原委員） 
感想だが，非常に役に立つリストだと思う。例えば，必要なモノ・必要なヒトと，

実際のデータがリンクして，コミュニケーションツールになるとよい。あるいは，こ

れを関係自治体に広く配布して応援を募るなど，使い方はいろいろあると思う。 
 

（高知県 角） 

県職員のしてほしいことリストについて，二次仮置場の設計に係る積算や二次仮置

場の設置に関する支援は，県の職員よりも業者に委ねる部分が大きいと思う。逆に広

報や県民への対応などは県の職員でないとできない。県がしやすいこと，もしくは業

者に委託した方がスムーズに進むことが整理できればよい。どんな場合に誰が何をや

るかが見えると更に有用なリストとなる。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

今年度はリストづくりが主になったが，次年度もし受援シートをつくるなら，受援

シートにも，行政か民間か等主体を盛り込む形にできるとよい。 
 

（川本座長） 

ありがとうございます。他にいかがか。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（５）の議事に入る。 
 

（５）ツールキット案について 

議事の「（５）ツールキット案」について，事務局より資料５の説明が行われた。

説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

 

（事務局 ＭＵＲＣ） 
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（資料５，スライド説明・省略） 
 

（川本座長） 

どうもありがとうございました。事務局から説明をいただいた。これに対してご意

見・ご質問等があればお願いする。 
 

（宗委員） 
実際役に立つと思う。業務の項目別，自治体別の２つのパターンで分類できるとい

うことだが，県と市町村では仕事の内容が違うので，県レベル，市町村レベルのそれ

ぞれの様式があるのではないか。そのような分類の仕方はできるか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

本来は，それぞれの業務に県のものと市町村のものがあるので分けるべきだったと

思う。広報にも県からのものと市からのもので違いがある。今回は少し分類が大変だ

ったのでこの形式で提示した。 
 

（川本座長） 

提供いただいた自治体へは，後日，掲載可否の連絡をいただくということでよいか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

基本的には提供いただいた時点で公表了承との理解だったが，念のため再度確認す

る。１週間後を目途に掲載可否の回答をいただきたい。宇和島市には別途郵送で確認

する。 
 

（事務局 大谷専門官） 

ツールキットの提供の仕方であるが，配布ではなく，中国四国地方環境事務所の HP
に掲載してダウンロードして活用いただく形を考えている。 

 
（川本座長） 

皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（６）の議事にはいる。 
 

（６）仮置場マニュアル案について 

議事の「（６）仮置場マニュアル案」について，事務局より資料６の説明が行われ

た。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 
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（資料６説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（宗委員） 

18 ページの下の四角囲みの上から４つめの項目の赤字部分，「…大きく４分類を基

本とし」という記述についてだが，その後，処理のために更に分別が必要になるので

はないか。それを踏まえて「基本」と表現しているのか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

現段階では修正意見を採用した結果である。訂正案として良い表記があれば訂正し

たいので，ご意見いただけると助かる。 
 

（宗委員） 

実際には 10 品目くらい出てくるかと思う。分類の種類は記載せずに「分別ルールを

徹底する」ということを強調した表現でよいと思う 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

資料６－２の 23 番目がご指摘いただいた意見である。それを踏まえ「最低４分類」

という表現で修正させていただきたいが，いかがか。 
 

（宗委員） 
私からのコメントということで，事務局で調整いただければと思う。 
 

（川本座長） 

修正したところは赤で表示されているが，本日も意見をいただいた。もう 1 度照会

する機会を設けるか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

２７日に中国地方のブロック協議会があるので，ご意見あるようであれば，それま

でに事務局にご連絡いただきたい。 
 

（川本座長） 

そういうことなので，皆さん，よろしくお願いいたします。 
皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（７）の議事にはいる。 
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（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査について 

議事の「（７）過年度モデル業務のフォローアップ調査」について，事務局より資

料７の説明が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料７－１・７－２説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（高田委員） 

なかなか興味深い内容だった。モデル事業の実施自治体は 7 月豪雨に被災したとこ

ろが多かったことから，災害廃棄物処理計画の作成がどれだけ役に立つか縮図のよう

な調査結果である。58 ページのモデル事業の実施効果のグラフ（図表 48）を見ると，

トータルでは半数以上が肯定的な回答をしていることから，モデル事業実施は概ね効

果があるという評価だと思う。 
問題点の指摘にあったように，もともと環境省の災害廃棄物対策指針は大規模災害

を想定し，その地域で一番大きな災害（中四国の場合は南海トラフ大地震）を前提と

していた。だが，実際に発生頻度が高いのは風水害で，この結果は今後の国の指針改

定にあたっても必要な検討事項の示唆となっている。今後は，たとえば気候変動適応

計画策定ガイドライン等に沿った計画策定にポイントをしぼったバックアップ（災害

廃棄物処理計画 気候変動適応編の作成）をモデル事業のメニューとして考えてはど

うか。コメントである。 
 

（徳島県 増田主任） 

資料７－２の５ページの図表３について，問３－２と問３－３の回答数を合計する

と全体回答数の 51 ではなく，41 になるが，この 10 の差は何か。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

問３－１では，「策定済み」の回答が 21 件，「策定中」と「その他」の回答が 20
件だった。10 件は回答対象外である一部事務組合の件数である。 

 
（川本座長） 

アンケート回答結果の説明について，たとえば「約１割が」といった表現が目立つ

が，他はパーセンテージで示していると思う。細かい指摘で恐縮だが，表現の統一を
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お願いしたい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

表現は再確認し調整する。 
 

（川本座長） 

皆さんからの意見はこのあたりまでとし，（８）の議事にはいる。 
 

（８）次年度以降の協議会のあり方について 

議事の「（８）次年度以降の協議会のあり方」について，事務局より資料８の説明

が行われた。説明ののち，以下の通り意見交換がされた。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料８説明・省略） 
 

（川本座長） 

事務局から説明をいただいた。これに対してご意見・ご質問等があればお願いする。 
 

（高知市 福冨課長補佐） 

訓練幹事の輪番制の狙いは理解するが，たとえば前回の訓練を踏まえて次はどうす

るといった引継ぎがうまくいかず，訓練の継続性等が懸念されると思うがいかがか。 
 
（事務局 ＭＵＲＣ） 

２自治体，たとえば１回目は高知県と愛媛県が，２回目は愛媛県と徳島県が，３回

目は徳島県と香川県で実施することも考えられる。また，年度の第１回目の打ち合わ

せには前年度の自治体が必ず参加するルールを設けるといった運用も考えられる。 
 

（藤原委員） 

最近は水害など身近な例が多かったので，初動に着目した検討が多かった。以前，

災害廃棄物処理の段階で，どこが受け入れてくれるかという調査があったと思う。今

すぐでなくてよいが，廃棄物の受入体制や，（東北のように）広域連携による廃棄物

の運搬・処理，災害後のリサイクルなど，初動の後の処理のことに目を向けていく必

要があると感じた。 
 
 

（川本座長） 
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ありがとうございました。 
議事は以上のため，今後の進行は事務局に返す 
 

４ 報 告 

（１）本年度モデル業務の報告 

・処理計画策定モデル 
（㈱東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

（資料９説明・省略） 
・研修モデル 
（事務局 ＭＵＲＣ） 

（資料 10 説明・省略） 
 

（２）令和元年台風第 15号・第 19号における災害廃棄物対策 

（事務局 大谷専門官） 

（資料 11，12 説明・省略） 
 

５ その他 

（事務局 山本課長補佐） 

今後の予定を伝える。本日いただいたご意見を踏まえ，報告書にとりまとめる。な

お，一次仮置場設置運営の手引き（案）については，２月 27 日までにご意見をいただ

きたい。また，２月 27 日に開催される中国ブロック協議会で出た意見も踏まえ修正す

る。報告書の印刷スケジュールを考慮し，最終確認は座長預かりとする。 
協議会議事録は公表予定なので後日発言内容について確認する（幹事会議事録は非

公表）。 
 

６ 閉会 

（事務局 山本課長補佐） 

以上，第 13 回災害廃棄物対策中国ブロック協議会を閉会する。 
次年度も引き続きどうぞよろしくお願い致します。 
本日はどうもありがとうございました。 

以 上 
 
 
 

 


