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 研修モデル業務の概要 

１.業務の目的 

平成30年７月豪雨や令和元年東日本台風及び令和２年７月豪雨など，毎年のように全国各地で大

規模な災害が発生し，地方自治体等の災害廃棄物の処理に係る事前の備えの重要性が指摘されてい

るところである。災害時の対応能力の向上のためには，平常時からの関係者の意識の向上が不可欠

であり，その手段として講義や討論型図上演習（ワークショップ）などの継続的な実施が有効であ

る。 

こうした状況を踏まえ，中国四国地方環境事務所では，管内各地方自治体の災害廃棄物処理担当

者等を対象とした講義及びワークショップや図上訓練を継続して実施又は検討することにより，災

害廃棄物処理における人材育成を図り，今後自治体等が実施する研修，図上演習の立案・検討に資す

るものとする。 

２.研修モデル地域での実施準備等 

(１)研修モデル地域 

本年度は，島根県，山口県，徳島県，香川県，倉敷市，米子市，宇部市，高知市，松山ブロック

（松山市，伊予市，東温市，久万高原町，松前町，砥部町，愛媛県）をモデル地域として，「災害廃

棄物処理に係る講義」及び「災害廃棄物処理に係るワークショップ及び図上訓練」を実施又は検討

を行った。 

図表 1 研修実施日 

地域 実施日 

島根県 
令和３年11月22日 

令和４年１月17日 

山口県 令和３年10月18日 

徳島県 令和３年12月24日 

香川県 令和４年１月13日 

米子市 令和３年10月22日 

宇部市 令和３年10月27日 

高知市 
令和３年10月20日 

令和４年１月24日 

松山ブロック 
令和３年11月17日 

令和４年１月18日 

（※）倉敷市及び高知市（図上訓練）については，新型コロナウイルスの影響により研修におけ

る検討項目の検討のみで研修は実施をしていない。 

(２)実施準備，運営等 

ア 研修の実施準備 

各研修の実施準備段階では，モデル自治体と協議を行いながら，講師選定及び調整，日程調整，

資料作成，会場確保・設営を行った。新型コロナウイルス感染症拡大の状況に応じて，研修を参加

者が集合して実施するかウェブ会議システムを活用して実施するかについて，モデル地域担当者と
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協議の上決定した。各モデル自治体との打合せの際には，ウェブ会議システムを活用して新型コロ

ナウイルス感染対策を行いながら打合せを実施した。 

また，災害廃棄物処理に係る講義等の実施に向けて必要となる日程調整，関係者への連絡等の事

務作業全般を行った。 

集合して実施する場合，出席者を収容可能な会場を確保するとともに，各回，マイク，プロジェ

クター，スクリーン，模造紙，マーカー等の必要な備品を確保した。 

ウェブ会議システムを活用して実施する場合，実施に必要なURLの取得，参加者への案内，研修に

必要なICTツールの確保などを行った。 

イ 研修の実施 

研修実施の際には，司会進行及び資料等の説明，ワークショップにおける各グループのファシリ

テーターの確保を行い，研修後のアンケートの実施を行うとともに当日の出席者の確認等の事務作

業全般及びコーディネート全般を行った。 

実施に当たっては，新型コロナウイルスの感染状況に応じて，各モデル地域担当者の意向を踏ま

え，次の２つの形式で実施した。詳細は，本報告書の第２～第10を参照。 

集合研修 

参加者が会場に集合して研修を実施 

ワークショップでは模造紙や付箋紙等を使用 

図上訓練では訓練実施に必要な資料を紙で配付 

リモート研修 

ウェブ会議システムを活用して参加者が各執務室から参加して研修を実施 

ワークショップではブレイクアウトセッションやジャムボード等を使用 

図上訓練ではウェブ会議システムのほか電子メールや電話等を使用 

集合研修の場合は，入場者全員のマスク着用，検温，問診票の提出，手指消毒，通常時の会場定

員の半分以下の参加者数での開催，発言後のマイクの都度消毒，換気などの新型コロナウイルス感

染対策を行った。 

リモート研修の場合は，資料は参加者にあらかじめ配布するとともに，司会進行及び資料等の説

明，コントローラー，ファシリテーターはウェブ会議システムを通じて行った。研修終了後は，各回

の結果概要の作成，アンケートの修正・取りまとめ等を行った。 

ウ 研修内容の検討 

研修の実施に当たっては，モデル地域ごとに検討項目の検討を行った。 

倉敷市及び高知市（図上訓練のみ）については，モデル地域との打合せ，有識者との打合せを通

じた研修内容の検討を実施した。 

(３)講師の選定 

研修の実施に当たっては，モデル地域ごとに，モデル地域担当者と協議をしながら研修のテーマ

に応じた講師を選定した。選定した講師は，各モデル地域の取りまとめ部分を参照されたい。講師

に対しては，研修の実施に当たって，国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費（実費）及び

謝金を支払った（辞退のあった講師は除く）。 
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(４)関係者との打合せ 

ア 環境事務所担当者との打合せ 

本業務の遂行にあたり，業務開始時の令和３年８月５日と業務終了前の令和４年３月８日に打

合せを行った。実施に当たっては，ウェブ会議システムを用いて実施した。 

イ モデル地域及び講師との打合せ 

研修の実施にあたり，各モデル地域担当者，中国四国地方環境事務所担当者との打合せを計４

回（下表の丸数字：①業務開始時，②研修開始前，③研修終了時，④取りまとめ時）実施したほか，

講師とモデル地域担当者及び中国四国地方環境事務所担当者を含めて研修の各回の実施前に講義

内容等の打合せ（下表の片括弧数字）を行った。打合せは，いずれもウェブ会議システムを用いて

実施した。打合せに際しては，日程調整，資料の作成・説明，議事概要の作成等必要な事務処理全

般を行った。 

図表 2 打合せ実施日 

打合せ 島根県 山口県 徳島県 香川県 倉敷市 米子市 宇部市 高知市 松山Ｂ 

① ８／19 ８／18 ８／18 ８／18 ８／26 ８／17 ８／19 ８／17 ８／30 

② ９／21 ９／10 ９／17 12／９ 11／４ ９／21 ９／15 ９／14 10／４ 

１） 11／８ 10／11 12／10 12／27 12／27 10／14 10／14 10／13 11／１ 

研修１ 11／22 10／18 12／24 １／13  10／22 10／27 10／20 11／17 

２） 12／13       １／７ 12／27 

研修２ １／17       １／24 １／18 

③ ２／15 １／７ １／28 ２／14 ２／17 12／17 12／14 ２／15 ２／14 

④ ２／24 ２／25 ２／25 ２／24 ２／24 ２／25 ２／25 ２／25 ２／24 

（※）倉敷市のみ，②は研修検討開始前，③は研修検討終了時，１）は検討項目（案）の検討に

当たって行った講師等との打合せを表す。 

なお，モデル地域によっては，仕様書で定められた上記の打合せ以外にも研修内容を検討する

ために，必要に応じて追加の打合せも行った。 

図表 3 追加で打合せを行ったモデル地域と実施日 

地域 追加打合せの実施日 

島根県 12／23 

徳島県 10／19 

倉敷市 ９／13，12／17 

松山Ｂ 12／９ 

３.中国／四国ブロック協議会等での発表 

「令和２年度（補正繰越）大規模災害発生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」において開催した「令和３年度災害廃棄物処理対策セミナー」におい

て，研修モデル業務の成果及び課題について発表を行った。発表に当たっては，必要な資料を作成し

事務局にファイルを提出し，ウェブ会議システム（WebEX）を通じて説明を行った。 

中国ブロック：令和４年１月19日 オンライン開催（WebEX） 

四国ブロック：令和４年１月20日 オンライン開催（WebEX） 
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 島根県 

１.第１回研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

○災害廃棄物の初動対応と自治体間連携 

 島根県災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアルの共有 

 災害廃棄物処理における「ウェブ会議システム（V-CUBE）」の活用の共有 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年11月22日（月）10：00～16：00 

場所：リモート（V-CUBE） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次の通りであった。 

図表 4 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

10：05 
有識者による

講義 

公益財団法人廃棄物・３R研究財団  中山 育美 上席研究員 

「災害時の廃棄物処理初動対応と住民周知」 

10：35 国による講義 
環境省 中国四国地方環境事務所 四方 俊明 課長補佐 

「環境省のマニュアル等について（災害報告書等）」 

10：50 図上訓練説明 
図上訓練「災害廃棄物の初動対応と自治体間連携」の訓練内容，手

順の説明 

11：05 図上訓練 

①災害廃棄物処理の組織体制 

②被災状況の把握（県への報告） 

③被災規模から県への支援要請 

12：05 昼食・休憩  
13：10 調整会議 県主催のV-CUBE会議（被災状況と支援要請の共有） 

13：30 振り返り 有識者からの講評（初動時の対応すべき事項） 

13：40 図上訓練 

後半部スタート時の状況説明 

④被災規模から災害廃棄物発生量の推計手順の確認 

⑤一次仮置場の確保・運営手順の確認（県への報告） 

⑥住民への広報周知内容の検討 

14：50 休憩  

15：00 調整会議 県主催のV-CUBE会議（マニュアルでの手順確認） 

15：30 講評 有識者等からの講評 

15：55 振り返り アンケートのお願い 第２回研修の開催について（案内） 

16：00 閉会 閉会の挨拶（島根県） 

(３)出席者 

研修は，県内の市町村職員，一部事務組合，県関係部局，関係団体等に参加を呼びかけ，42名の
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参加があった。 

図表 5 参加者内訳 

属性 人数 

県内市町村 
松江市，浜田市，大田市，江津市，安来市，雲南市，奥出雲町，飯南

町，川本町，美郷町，邑南町，隠岐の島町から計21名 

事務組合 浜田地区広域行政組合，鹿足郡事務組合から計２名 

関係団体 一般社団法人しまね産業資源循環協会から１名 

県関係部局 
松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田保健所環境保全課・隠岐保健所

環境衛生課から計11名 

県 廃棄物対策課から計７名 

(４)事前説明会・模擬体験 

研修参加者には，リモート図上訓練の環境確認と訓練手順の体験を目的に，島根県単独事業とし

て実施された「災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアル説明会」の場を活用し，リモート図上訓

練の実施内容の説明と模擬体験を実施した。事前説明会・模擬体験の内容は下記の通りである。 

図表 6 事前説明会・模擬体験 

１．日  程  令和３年10月20日（水） 

13：30～15：00ごろ 

２．開催方法  テレビ会議システム「V-CUBEミーティング」 

        出席様式に回答いただいたメールアドレスに会議用URLを送付 

３．内 容   

第１部 講義形式（13：30から14：00） 

    島根県による説明「災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアル」 

   第２部 講義形式（14：00から15：00ごろ） 

    外部業者による説明「令和３年度災害廃棄物処理対策研修の概要」 

参加者による作業「リモート環境確認及びメール受送信テスト」 

※メール送受信テストとして簡単な状況付与を実施。 

(５)講義の概要 

ア 有識者による講義 

研修の実施に先立ち，参加者がリモート図上訓練を実施するために必要な知識を習得するための

講義を行った。公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 上席研究員 中山育美氏により，「災害時の廃

棄物処理初動対応と住民周知」を講義していただいた。 

イ 国による講義 

災害廃棄物処理に関する情報提供を目的に，国による講義を行った。環境省 中国四国地方環境

事務所 四方俊明課長補佐より，「環境省のマニュアル等について（災害報告書等）」について講義

した。 
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(６)リモート図上訓練 

ア リモート図上訓練の実施概要 

(ｱ)リモート図上訓練の前提条件と実施概要 

災害想定＝最近の大規模水害の発生状況から，大規模水害を想定。 

非常に大きい台風X号が発生し，県内「複数の市町」が大きく被災。単独市町村では処理しきれ

ない災害廃棄物が発生。 

被害の大きい市町村を確認し協定締結に基づき支援するシナリオとする。 

V-CUBE/メール等の伝達手段を活用し，県-保健所-市町村間の情報伝達を実施する。 

市町村の被災状況を県が確認後，支援体制を調整。（V-CUBE会議） 

処理対応の状況報告の場面設定を行い，V-CUBEを用いて報告機会を確保する。 

災害廃棄物処理に関する訓練であり参集訓練ではないため，ほとんどの職員は参集できており，

廃棄物担当の体制が整っているという前提で実施。 

各職場に参集できた状況後，通常業務用PC端末（メール），電話，V-CUBEの接続端末の実際の利

用を通して，通信環境を再確認してもらう機会とする。 

イ リモート図上訓練の実施手順 

リモート図上訓練の実施に当たっては，手順書（シナリオ）を作成し，参加者は「島根県災害廃

棄物処理に係る初動対応マニュアル」と手順書に従い，ウェブシステム（V-CUBE）とメール，指定

様式等を用いて，情報伝達等の訓練を行った。 

図表 7 手順書（シナリオ） 

 

(ｱ)リモート図上訓練（前半） 

1）災害廃棄物処理の組織体制の構築 
「島根県災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアル」で規定する災害発生後，体制を構築し，下
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記様式を用いて県に体制報告の訓練を行った。 

2）被災状況の把握（県への報告） 
島根県内で実際に災害のあった「平成30年７月豪雨災害」時の江津市の被災状況を前提とし，県

様式を用いて，県に被災状況の報告訓練を行った。 

図表 8 被害状況の報告様式 

 

3）被災規模から県への支援要請 
被災状況を勘案し，何らかの支援を受けるべきかを判断し，必要に応じて県への支援要請を行

うための報告訓練を行った。 

(ｲ)調整会議（県主催のV-CUBE会議）／被災状況と支援要請の共有のための調整会議 

組織体制の構築，被災状況の情報伝達，県への支援要請の検討と報告状況を共有するため，県主

催によるV-CUBE会議を実施した。 

(ｳ)リモート図上訓練（後半） 

1）発災３日後時点の被災状況の確認 
発災後３日後時点の被災状況を設定し，図上訓練の後半部を実施した。 

図表 9 発災３日後の被災状況の設定 

・人的被害・・・・・・なし（死者・行方不明者・負傷者：０名） 

・建物の被害状況・・・被害多数（３日目時点） 

           全壊：48戸  半壊：40戸 

  床上浸水：78戸  床下浸水：52戸 

・処理事業関係・・・・災害廃棄物発生量等（見込み） 

           ごみ集積場所数：不明  災害ごみ：500トンを超える 

・廃棄物処理施設・・・敷地の一部で浸水。施設使用には問題なし。 

・収集運搬車両・・・・駐車箇所で一部浸水被害あるが，通常の収集運搬業務には 

支障なし。 

・浄化槽の被害・・・・敷地の一部で浸水。施設使用には問題なし。 
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2）一次仮置場の需要の確認（災害廃棄物発生量の推計手順の確認） 
訓練様式を用いて，発生量推計について検討し，県に推計手順についての報告訓練を行った。 

図表 10 発生量の推計手順の報告様式 

 

3）一次仮置場の確保・運営手順の確認 
訓練様式を用いて，一次仮置場の選定，開設について検討し，県に検討プロセスについての報告

訓練を行った。 

4）広報周知活動の検討 
訓練様式を用いて，発災後３日目時点で住民に広報すべき事項を検討し，県に検討内容につい

ての報告訓練を行った。 

(ｴ)調整会議（県主催のV-CUBE会議：被災状況と支援要請の共有のための調整会議） 

災害廃棄物発生量の推計手順，一次仮置場の確保・運営手順，住民への広報内容についての検討

と県への報告状況を共有するため，県主催によるV-CUBE会議を実施した。 
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(７)研修の様子 

〇県対策班訓練の様子 〇県対策班のPC環境の様子 

 

 

〇V-CUBE接続時の様子 

 

〇V-CUBEでの情報共有時の様子 

 
〇県対策班での情報整理の様子 〇県対策班での情報整理結果 
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２.第１回研修の結果 

(１)前半部実施後の調整会議を通した研修結果 

ア 調整会議の記録 

調整会議時における県と参加市町村とのやり取りについては，下記の通り。 

〇県からの報告 

・12時までにすべて報告された。 

・支援要請について，支援の有無だけでも良かった。 

・組織体制について，報告を受けた側として，機関名がわからなかった。 

〇浜田市 

・戸惑った。事前に読み込んでおけばよかった。どこに何を書くのか確認しておけばよかった。 

〇江津市 

・被害状況様式，エクセルの項目がたくさんあったが状況不明をどこに書くかわからなかった。 

・事前に読んでおけばよかった。 

〇県 

・様式について，環境省の様式に追加したもの。必要とする情報が多い。項目を減らすか，この形

で対応するか検討課題。読み込まなくても記入できる様式が望ましい。 

〇邑南町 

・県央保健所とのやり取りについて，県に直接送るべきか。保健所から送るのか分かりにくかっ

た。 

〇県 

・県からは保健所を通して照会，情報を送る。保健所を通じて返す流れとなる。実際のところ，情

報の優先度等で変わるかもしれない。保健所を介さず県災害対策本部とやり取りするかもしれ

ない。今回は訓練として，手間のかかる方でやらせていただいた。 

〇県 

・様式の支援要請について，島根県が災害時の支援要請を結んでいる。まず支援が必要であれば

県に口頭でもメールでも一報をいただく。県から協会に一報しておき，その後，状況整理して

正式に要請を行う。本当の災害では，早く手を挙げていただく方が良い。その前提に立って，

この様式はここが使いづらい，とかあれば，この場で意見が欲しい。 

〇浜田保健所 

・様式の中に支援の要否を書くところはあるか。 

〇県 

・支援が必要になってから書くための様式である。支援が必要なら，まずは一報を入れてほしい。 

〇浜田保健所 

・シナリオに指定様式とあり，その様式がどれかがわからないことがあると思われる。 

〇県 

・実際の災害ではこの様式を最初に使わないのということもありうる。その点を含めて検討した

い。 

〇松江市 

・お願いになるが，様式を読み込んでいればよかったが，タイトルが複雑すぎて直感的に何を使

うか分かりづらかった。訓練なので資料番号があるが，本番ではだれでもこれを使えばとわか

るものにしてほしい。 

〇県 

・マニュアルの整理で，使いやすい名称にしたい。 
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イ 調整会議後の有識者の講評 

調整会議を踏まえた図上訓練についての講評を有識者より頂戴した。 

〔V-CUBEの活用方策〕 

災害時にV-CUBEが使えるようになることは役に立つ。専門家もリモートで写真を見て助言する

ことができる。是非，災害時も通信環境を整えてほしい。 

 

〔支援要請について〕 

発災数時間では支援要請する根拠が分からず支援要請に至らないこともあるが遠慮しないで早

めに要請した方が良い。根拠としては，どれくらいの災害規模であれば収集車輛は〇台必要か等，

あらかじめ計画やマニュアルに記載しておく。空振りでもそれは訓練だったと考えれば良いと思

う。 

台風の場合は，気象情報を見て発災前から県が，産業廃棄物協会等の関連団体に支援要請の可

能性を伝えておくと良い。災害が週末にくると，業者には電話がつながらないことがあり，そう

すると週明けにはたいへんなことになっている。土日でも連絡付く体制にしておくことが大事。 

 

〔体制構築，仮置場の開設について〕 

発災直後，連絡が取れず仮置場の管理が遅れて混合状態となり，職員も対応し切れない事例が

あった。相当な被害で仮置場が必要になりそうな時は，業者が翌日にでも敷き鉄板を敷けるよう

に，担当者も準備をしておくべき。 

愛知県の産業廃棄物資源循環協会と自治体の間で，発災したら業者が鉄板を敷き，管理を開始す

る仮置場マニュアルの作成を進めている。野球場，グラウンドならフェンスのここを撤去して

搬入するなど準備をマニュアルの中で整理している事例もあるため参考にしてほしい。 

(２)後半部実施後の調整会議を通した研修結果 

ア 調整会議の記録 

調整会議時における県と参加市町村とのやり取りについては下記の通り。 

〇県からの報告 

（V-CUBEでホワイトボードを映し状況共有しながら，概況を総括） 

・このV-CUBEの場で情報を聞いて調整にも活用できることがわかったので，今後も活用したい。

今回の振り返りということで，市町にはごみ発生量推計，仮置場の選定，広報内容について報

告してもらった。このうち，推計については，時間の関係で状況付与事項として計算式の確認

をお願いしたが，計算まで手掛けたところがあり，今後の正確な情報周知方法について課題と

なった。 

〇県 

・今回の訓練で使用したシナリオは，今後県が作成する初動対応マニュアルに基づいている。マ

ニュアルの理解が進んだかどうか，意見・感想を聞きたい。 

〇安来市 

・実際のところ報告には，以前からあるマニュアル，市計画をもとに算出し報告した。県のマニュ

アルも今後参考にしたい。 

〇県 

・既に自治体にきちんとしたものがあれば，そちらを使用して構わない。あくまでもスムーズに

行うための手助けがマニュアルの目的である。市の対応は間違っていない。 

〇美郷町 

・事前にマニュアル見ておかないといけないが，あまり前でも忘れる。災害発生が想定される時

期に目を通すのが大事かと思った。県のまとめたマニュアルと個々の自治体では異なる部分が

有るので，コピペにならないよう，考える機会となった。 

〇県 

・平時から担当職員に読んでいただくとか，県や独自の訓練の機会に，実際に処理できる体制を

作ってほしい。 
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〇鹿足郡事務組合 

・一部組合で，し尿と浄化槽のみを扱う。生活ごみの扱いはなく，し尿収集について津和野町か

らの委託があるから参加したが，し尿処理の記述についてマニュアルにあるといい。回答項目

の中には，特に小規模なためできないという回答もしたが，できるだけ協力できるよう準備し

たい。 

〇県 

・マニュアルでは，し尿について文言が少ない点，検討したい。 

〇浜田保健所 

・今回の訓練では発生量の試算とか，仮置場の規模算定であり，内容について話し合ったが，保

健所として何を確認すればよかったがわからなかった。手順に沿った情報伝達を主眼でよかっ

たのか，分かりづらかった。午後の訓練では，県対策課から指示は来るが様式も示されず，市

町村とは算定の数値等をあらかじめ話していたのかもしれないと感じたが，保健所としては分

かりづらかった。 

〇県 

・訓練の中身が至らない点，はじめてで説明不足の点もあった。今後，同じような訓練ではその

点を踏まえて実施したい。 

 

３.第１回研修の有識者の講評 

〔訓練全体の講評〕 

県が主体に研修を運用されとても良かった。作業の詳細はわからなかったが，V-CUBEのような

オンラインツールによって，他の市町村がお互いにどんな状況かわかるのではないかと思った。 

災害時には隣の市町がどのような状況かもわからず，自分の町がどこまで支援要請していいか

わからないという声を聞く。このような情報共有できるツールがあるのは良い。 

 

〔発生量推計について〕 

推計に関しては，試行として本日の演習でも行っているが，実際に被災状況がわかるのは数週

間後である。 

フェーズによって推計が必要とされる意味が変わってくる。最初は，概算要求のための概数の

オーダーで，それが段々と変わってくる。推計が大変であれば遠慮なくコンサルに委託すると良

い。 

 

〔県への支援要請について〕 

県への要請として，し尿収集の支援，仮設トイレも多い。様式を整えたり，どれくらいの被害

でどれだけ必要になるかをあらかじめ考えておくと良い。 

県の出先機関は，連絡手順の確認も大事だが，本庁から離れた所での現場の様子を把握しても

らえると良い。それは事務分掌にはないかもしれないが，仮置場の写真を撮って送るとか，市町

村に寄り添った姿勢が大事。よその事例で，市町村が補助金について県出先機関の方へ聞いたら

わからないと言われたそうであるが，分かる人につなぐくらいやってほしい。 

 

〔広報について〕 

広報について，もうすこし具体的に見せてもらえると良かった。広報は重要である。特に早い

段階から必要となる。SNSなど多様な方法があるので，平時から準備しておく。例えばチラシをつ

くってパソコンに入れておき，すぐに印刷できるようにとか，看板も作っておくと良い。 
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４.第１回研修の参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次の通りである。 

図表 11 所属 

 

図表 12 参加時の立場 

 

(２)問１－１ 説明会・模擬演習の有効性 

説明会・模擬演習は役立ったかについては，９割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回答し

た。 

図表 13 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 14 有識者による講義の理解度 

 

図表 15 有識者による講義の満足度 

 

38.9% 50.0% 11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

県 市町村 一部事務組合 その他

94.4% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

参加者 見学者 事務局・担当

66.7% 27.8% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

66.7% 33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

理解した やや理解した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

77.8% 22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

満足した やや満足した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない
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イ 訓練（前半） 

訓練（前半）の理解度については，参加者の72％が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度は参加者の61％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 16 訓練（前半）の理解度 

 

図表 17 訓練（前半）の満足度 

 

ウ 訓練（後半） 

訓練（後半）の理解度については，参加者の83％が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度は参加者の67％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 18 訓練（後半）の理解度 

 

図表 19 訓練（後半）の満足度 

 

(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「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」の回答が多かった。 

図表 20 研修に参加して良かった点は何か 

 

22.2% 50.0% 11.1% 16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

理解した やや理解した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

27.8% 33.3% 16.7% 22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

満足した やや満足した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

22.2% 61.1% 5.6% 11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

理解した やや理解した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

22.2% 44.4% 16.7% 16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

満足した やや満足した どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

55.6%

55.6%

27.8%

16.7%

33.3%

5.6%

5.6%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=18
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(５)問２－１ 研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「他機関・ボランティアとの協力・支援体

制」が最も多く，「災害廃棄物に関する情報収集・連絡」，「仮設トイレ対策やし尿処理対策」，「災害

報告書，災害査定」が続いた。 

図表 21 研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

 

(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題や課題（具体的な内容） 

ア 有識者による講義 

・仮置場の準備不足（各仮置場のレイアウトや必要物品を事前に考えていない） 

・水没した畳は100㎏以上，ボランティアの指示が届いていなくて勝手にごみ置き場が増えた，な

ど災害時にスムーズに処理マネジメントできるよう，参考にしたい。 

・初動対応によりその後の災害廃棄物処理が変わってくるとの話があり，初動対応の大切さを改

めて感じた。また情報収集と記録（写真）の重要性を感じた。 

・事前準備，仮置場候補地，運営ルール，処分方針，協定締結 

・仮置場へ搬入できない有害廃棄物の線引き 

・災害発生時の廃棄物の状況把握のための初期行動が，とても大切であるかがよく認識できた。 

・本年度，初めて災害廃棄物処理事業費補助金を活用する予定であるが，実際に活用しようとす

ると，マニュアルの理解や証拠書類の重要性に気づかされるところが多い。毎年でも，こういっ

た研修を行い，危機意識を高めておくべきであると感じる。 

・休日災害発生時の連絡網について，市町村側の連絡先を再確認する必要性 

・仮置場の適切な運営が必要（初動対応が重要） 

イ 図上訓練（前半） 

・被害状況の確認手段が不明確 

・予習しておくべきではあったが，どの様式に記載していくかが分かりづらかった。 

・事前に様式を確認していなくて，被害状況についての記入に戸惑い時間がかかった。初動で被

害状況が不明な場合，支援要請を誰がどのように決定するかを決めておく必要を感じた。 

・被害状況の様式を事前に認識していなかったため，記入する際に戸惑った。日頃から様式等の

27.8%

38.9%

44.4%

11.1%

33.3%

16.7%

11.1%

11.1%

16.7%

27.8%

11.1%

11.1%

11.1%

5.6%

33.3%

22.2%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他

無回答
N=18
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確認をしておく必要があると感じた。 

・被害情報の収集体制 

・受援内容の想定 

・被害状況報告をする場合，研修を受ける場所とメール報告をする場所が離れているため遅く

なった。 

・実際に災害が起こると，早急に指揮系統を整えて，状況把握を行っていく必要があるが，今回

本町は環境課のみの参加であったため，防災部局等の関係課も参加するべきであった。 

・作業するときに調べること（何を報告するのか，どの様式で報告するのか等）に時間が掛かっ

たことが気になった。読込みが出来ていないことが原因で，マニュアル等を読まなければなら

ないと思った。 

・報告すべき「規定様式」が分かりにくかった。 

・訓練前に保健所に求められている役割をあまり理解できていなかった。 

・訓練では全て，保健所を経由して状況等の聞き取り及び報告を行ったが，保健所を経由する必

要性があまり理解出来なかった。経由ではなくて，CC等で状況の把握や催促等できるのではな

いか。 

・災害発生時を想定すると，県域毎で集約するといったことを行うことで，スピード感を損ねる

のではないか（どのような観点で集約する必要があったのか，あまり理解できなかった）。 

・保健所は現場等の状況を把握し，現地等で助言等を行うことが求められているのか不明 

・市町村が今後必要とする情報を察知することが重要であるように感じた。 

ウ 図上訓練（後半） 

・広報のための各種レイアウトが決まっていない（特に放送関係）。 

・迅速な広報の必要性を痛感した。事前にチラシや文書などを作成しておくことで，災害時でも

スムーズな広報が可能になる。 

・広報の部分は災害廃棄物の処理を行う上で重要であり，平時にしっかりと確認しておきたいと

思った。 

・仮置場候補地の選定，できたら舗装された場所 

・各報告タイミングでどの報告様式を使うべきなのかについての正確な把握 

・仮置場を設定する場合，推計がわからなかったので時間がかかった。もう少し時間が欲しかっ

た。 

・仮置場の整備や運営，それに伴う広報等は事前準備が重要になるということは，去年今年と災

害を経験し，重々理解したつもりであるため，本研修を参考に今一度，事前準備について，課

内で考えたいと思う。 

・仮置場等の策定が必要 

・訓練様式１，訓練様式２が独立して送付されていると思っていたため，「資料４－１ 島根リ

モート訓練手順書資料.docx」内のものを使用することに気づくのが遅れた。市町も様式が分か

らなかった様子であった。 

・広報周知対応については市町が自発的に様式を送らなければいけなかったのか，保健所が情報

を求めるべきだったのか分からず，結果いずれの市町からも報告がなかった。 

・【状況付与３】で「廃棄物の発生量・仮置場の確保見通しを県まで報告するように，市町村に指

示すること。報告文書は，各指定様式を用いること。」との指示があったため，当初「【様式１】

被害状況等報告様式.xls」を修正して報告するよう市町に展開してしまった。 

・発生量など具体的な数値報告が必要かと勘違いしていました。あとで手順書と詳細シナリオを

もう一度よく見たら分かりました。 

・市町村が今後必要とする情報を察知することが重要であるように感じた。 

エ 県マニュアル・様式 

・見慣れないこともあり，記入に戸惑った。 

・統一した様式となるので良いが，地域によっては特殊な部分があるので，その場合に対応でき

るような様式が必要となると感じた。 
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・事前の体制確立 

・何をどこに書けば良いか，一目では分かりにくいと感じた。 

・県マニュアル，様式が使いづらい。もう少し簡単な様式でも良いと思う。例えば推計など。 

・読み込みが足りなかった部分もあるため，今後しっかりと見直しをしたいと思う。 

・詳細について必要（概要詳細に分けても良いのでは） 

・V-CUBEを使用するのであれば，内容にもよるが，報告方法は会議形式とし，書面は後から提出

してもらう方法でも良いように思った。この場合，保健所を経由して報告する必要はなく，CC

等で共有してもらえば良いと感じた。 

(７)問２－３ 自組織の計画や事前対策に最も反映すべきこと 

・発災以降に実施すべき内容はある程度決まっているので，その流れを明確化して慣れておかな

ければならないと感じた。また，仮置場のレイアウトや，広報のひな形など備えておくべきも

のができていないことを痛感した。 

・市のマニュアルを作成すべきと感じた。 

・初動期の対応リスト。役割分担 

・市民への広報が重要であると感じた。事前に災害時に使う分別看板・チラシ案を作成しておく

必要がある。 

・平時の準備が，できてない部分が多いことが分かりました（協定締結など）。 

・受援内容の想定 

・仮置場の設定と災害ごみ，し尿の処理体制の担当職員の配置など。 

・仮置場の候補地選定 

・連絡系統（フローチャートなどで）の徹底周知組織図の詳細と役割を，分かりやすく周知する

ようにしたらどうかと思いました。 

・V-CUBEと行政LANが同時に使える部屋がなかった（出雲保健所）。 

(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「県と市町村の連携強

化」，「市町村と廃棄物関係団体・企業の連携強化」の回答が多かった。 

図表 22 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か 

 

 

22.2%

27.8%

66.7%

11.1%

55.6%

22.2%

33.3%

11.1%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=18
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(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

・災害協定は締結しているが，有事の際それを生かすために普段から共同訓練を行うことの必要

を感じた。 

・普段，付き合いの薄い土木関連業者は，災害時に他の災害業務に従事される可能性があり，廃

棄物関連で重機などの資機材の確保について危惧している。 

・保健所の役割，連携。市町村にどのように伝えるか不明確。メールの場所に県から指示が出て

いたが，場所が離れているため確認できなかった。 

・今回のような研修の開催を県内のみならず，中国ブロック全体的に行ったらいいのでは。 

・今回の研修では，ウェブ会議PCとメール用端末が別室にあったため，訓練中はほぼリモート会

議PCを見ることが無かった。今回の目的がメールによる情報伝達ということであれば，ある程

度目的は達成できたと思うが，今後，ウェブ会議上で口頭での情報共有などの練習ができれば

良いかと思う。 

・非常時に何でも相談できる間柄であるためにも，日頃からのネットワーク作りが大切だと思い

ます。 

・課題の把握と共有 

(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，78％の割合で「適切である」と回答した。 

図表 23 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，「１年に１回程度」が44％，「１年に２，３回程度」が50％の割合となっ

た。 

図表 24 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，「対面型で実施した方が良い」は11％，「オンライン型で実施した方が良

い」が56％の割合となった。 

図表 25 実施方法について 

 

77.8% 22.2%
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N=18

適切である 改善の余地あり

44.4% 50.0% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

年に1回 年に2回 年に3回以上

11.1% 55.6% 27.8% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他 無回答
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エ 実施対象者 

実施対象者については，83％の割合で「適切である」，６％の割合で「対象者を増やした方が良

い」と回答した。 

図表 26 実施対象者について 

 

○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・これまで環境課しか研修を受けていないため，防災部局等も受けていいと思う（市町村内で

調整する必要があるところだと思うが）。 

・今回の内容であれば，保健所は参加する必要はないと感じた。 

・保健所の研修中の役割として，メールの受け渡しのみで，災害時の本来の役割としてどのよ

うな形になるのかよくわからない。メールの受け渡しのみならば，保健所が参加しなくても

良いような気がしました。 

・県又は市町の災対本部の人 

・各市町２名 

オ 配布資料 

配布資料については，83％の割合で「適切である」と回答した。 

図表 27 配布資料について 

 

〇改善の余地の内容 

・資料が多すぎるような気がする。 

・図上訓練の資料が分かりにくかった。 

・使用する様式は，様式として独立させておいて欲しかった。 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，指摘された意見は下記の通り。 

・説明をもう少ししてほしかった。 

・訓練中，状況付与を行うときにどのような様式で市町村が報告を行えば良いのか，指示があっ

た方が良いと考える。当所管内の松江市や安来市は指示が無いために困惑していた。 

・目的と役割の浸透が大切だと思いました。 

・実際の災害では市町村・県との迅速な情報共有が必要になると予想されるが，事前にその方

法を関係者で経験することができ良かった。 

 

  

83.3% 5.6% 11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い

83.3% 16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

適切である 改善の余地あり
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(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「仮置場の選定，設置・運営」「災害廃棄物処理の全体像把握，

基本的内容」，「関係団体，事業者等との連携」，「有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策」，「住

民等への広報」の回答が多かった。一方で，希望割合は低いものの「損壊家屋等の撤去」，「災害査

定対策」などの重要テーマの対応も研修内容として選択すべきか検討すべきと思われる。 

図表 28 今後扱うテーマについて希望するものは何か 

 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

・今後仮置場に必要な資材・人員等を計算していきたく思っていますが，その算出方法や調達

の仕方などについて勉強できればと思っています。 

・災害が起きた場合に，災害発生量，仮置場の必要面積等の推計業務を行ってほしい。 

・基幹的設備改良工時等のごみの焼却受け入れ協力（自治体間）について，間に入ってまとめ

ていただけると助かります（例えばオール島根で協力体制をまとめるなど。分別区分の違い

による壁がありますが）。 

・受け入れ協力の統一ルール（料金設定方法他）や成功体験（こうしたらうまくいった等の事

例）の蓄積・公開などもあれば，進めやすくなるのではないかと思われます。 

・現在，相手側自治体に個別に協力のお願いに行く際には個別に当たる必要があり，こちらも

初めてのことで「どこから手を付ければいいのか」や「初めてで先が見通しにくい」などの不

安があります。相手側に受け入れに協力していただけるからには当方も協力をするスタンス

でいますが，橋渡し・フォロー等があれば心強いです。 

・各事務所で計画作成について必要なデータがあれば，教えていただければ，作成に役立てて

いけると思う。 
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38.9%
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16.7%

5.6%

27.8%

16.7%
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5.6%

5.6%
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ

無回答
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５.第１回研修の成果と課題 

(１)成果 

今回の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 県内統一システム（V-CUBE）を活用した災害廃棄物処理の初動対応と自治体間連携の確認 

イ 災害廃棄物処理の初動時における県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用方法の確認 

ウ 研修を通した市町村等初動対応マニュアルの確認 

ア 県内統一システム（V-CUBE）を活用した災害廃棄物処理の初動対応と自治体間連携の確認 

○県主催の災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアルの説明会を活用し，V-CUBEの模

擬体験を行った上で，第１回研修を行った。 

○第１回研修（リモート図上訓練）において，V-CUBEを活用した調整会議の開催をシナリオ設定

し，県・市町村等との情報交換の場を確保することができた。 

イ 災害廃棄物処理の初動時における県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用方法の確認 

○第１回研修時のV-CUBEの活用方法は，①有識者・国等からの話題提供・報告を行う一方向での

情報提供の場，②市町村等の訓練実施状況の確認を行う進捗確認の場，③訓練実施後の手順

不明箇所の確認を行う相談対応の場とした，３つの使用方法について確認を行った。 

ウ 研修を通した市町村等初動対応マニュアルの確認 

○第１回研修（リモート図上訓練）のV-CUBE調整会議での意見交換の場や参加者アンケート調

査等を通して，市町村等初動対応マニュアルに対する意見・要望を確認した。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

〇災害廃棄物処理に関する初動対応面について 

 参加者アンケートで「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」との回答を参加者の56％

が選択しており，自組織での準備不足に関する対応が必要である。 

 参加者アンケートで，自組織の問題として「他機関との協力・支援体制」，「災害廃棄物に

関する情報収集・連絡」について指摘しており，その具体的な対応が必要である。 

〇県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用面について 

 有識者からの講評で，V-CUBEのようなオンラインツールによる関係者間の情報交換・連携

の向上について一定の効果があったとの指摘があった一方で，通信環境の影響による画面

共有ができない参加者の存在，データ受送信ができないなど，ツールの制約・通信面での

課題が認められた。 

 V-CUBEと行政LANが同時に使える環境がなかったとの回答が複数指摘され，訓練のシナリ

オ対応中はV-CUBE端末を見ることができない状況の市町村等が多い。ハード面での環境向

上と定期的なV-CUBE会議利用等の運用面の工夫など，両面での対応が必要である。 

 有識者からの講評で，オンラインツールを活用した情報提供・相談環境が簡易にできると

いった効果があったとの指摘に加え，オンラインツールはスマホやタブレットを用いた被
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災地との接続利用などの指摘もあり，さらなる新たな活用方策の検討も必要である。 

〇市町村等初動マニュアルについて 

 使用する様式がわからない，様式の記載に手間取ったなど，様式の改善に対する指摘が

あった。 

 情報伝達方法について，県災害廃棄物対策班と市町村との間は保健所を経由して情報伝達

するルールとしているが，保健所を経由する必要性が理解できない，CCでの共有で十分な

ど，保健所の位置づけに対する指摘があった。 
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６.第２回研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

ワークショップを通して，以下の３点を獲得することを目標とした。 

 初動対応マニュアルの改善内容の確認 

 V-CUBEの効果的な活用方法の確認 

 平時からの取組についての確認 

イ 実施日時，場所 

日時：令和４年１月17日（月）13：00～16：00 

場所：県民会館（第１・２多目的ホール） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次の通りであった。 

図表 29 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

13：05 
有識者による

講義 

公益財団法人廃棄物・３R研究財団  中山 育美 上席研究員 

「災害廃棄物処理におけるリモート活用と平時の備え」 

13：20 県による報告 「災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアル（案）のポイント」 

13：35 ＷＳ説明 ワークショップの説明，アイスブレイク 

13：45 
ワーク 

ショップ１ 

「初動対応マニュアルの改善について」 

市町村等初動対応マニュアルの改善に関する意見交換 

14：25 休憩  

14：35 
ワーク 

ショップ２ 

「V-CUBEの効果的な活用方法について」 

リモート図上訓練を踏まえたV-CUBEの効果的な活用に関する意見交換 

15：15 
ワーク 

ショップ３ 

「平時からの取組について」 

ワークショップを踏まえ，平時から取り組んでおくべきことについて

の意見交換 

15：35 発表 各班からの発表 

15：50 講評 有識者による講評 

16：00 振り返り アンケートのお願い 

16：00 閉会 閉会の挨拶（島根県） 

(３)出席者 

研修は，県内の市町村職員，一部事務組合，県関係部局，関係団体等に参加を呼びかけ，21名の

参加があった。 

図表 30 参加者内訳 

属性 人数 

県内市町村 松江市，大田市，江津市，安来市，雲南市，隠岐の島町から計11名 

事務組合 
雲南市・飯南町事務組合，邑智郡総合事務組合，鹿足郡事務組合から

計３名 

県 廃棄物対策課から計７名 
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(４)事前ワーク 

研修参加者には，ワークショップでの意見交換を円滑に，かつ深く議論できるようにするために，

「島根県災害廃棄物処理マニュアル」の改善への意見と，リモート図上訓練で使用した「V-CUBE」

の有効的な活用方法の意見を確認する事前ワークを実施した。その内容は下記のとおりである。 

図表 31 事前ワークの内容 

○マニュアルを読んでいただき，災害廃棄物処理に関する「具体的な行動がイメージでき，

実際に対応できると思うか？」の確認 

○行動がイメージできない理由，マニュアルの改善すべき点の確認 

○V-CUBEの有効的な活用内容 

(５)講義等の概要 

ア 有識者による講義 

研修の実施に先立ち，参加者がワークショップでの意見交換をより具体的に実施できるように，

講義を行った。公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 上席研究員 中山育美氏により，「災害廃棄物

処理におけるリモート活用と平時の備え」として講義していただいた。 

イ 島根県からの報告 

有識者による講義と併せて，災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアルの周知・共有を

目的に，島根県から「災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアル（案）のポイント」とし

て報告いただいた。 

(６)ワークショップ 

ア ワークショップの実施概要 

災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアルの内容と11月22日に実施したリモート図上

訓練を振り返り，３つのワークショップを実施した。 

○WS１：初動対応マニュアルの改善について 

 ・市町村等初動対応マニュアルの改善に関する意見交換を実施 

○WS２：V-CUBEの効果的な活用方法について 

 ・リモート図上訓練を踏まえたV-CUBEの効果的な活用に関する意見交換を実施 

○WS３：平時からの取組について 

 ・ワークショップを踏まえ，平時から取り組んでおくべきことについての意見交換を実施 

イ ワークショップの実施手順 

ワークショップの実施に当たっては，ワークショップの進め方を説明する資料を作成し，参加

者は「島根県災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアル」，「様式集」，「事前ワーク（資料）」を確

認しつつ，付箋紙と模造紙等を用いて，ワークショップを行った。 

 

 

 



25 

(ｱ)WS１：初動対応マニュアルの改善について 

島根県災害廃棄物処理に係る初動対応マニュアルについて，よりよくするアイデアを下記手順

資料に従い意見交換を行った。 

図表 32 ワークショップ１の手順資料（一部） 

 

(ｲ)WS２：V-CUBEの効果的な活用方法について 

11月22日に実施したリモート図上訓練を振り返り，下記手順資料に従い意見交換を行った。 

(ｳ)WS３：平時からの取組について 

ワークショップ１～２を通して，平時に準備しておけることについて意見交換を行った。 

図表 33 ワークショップ３の手順資料（一部） 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇島根県からの報告の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
〇ワークショップの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇ワークショップの様子  

〇ワークショップの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇各班の成果発表の様子 

  

〇各班の成果発表の様子 〇有識者による講評の様子 
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７.第２回研修の結果 

(１)ワークショップ１：初動対応マニュアルの改善について 

ワークショップを通して，初動対応マニュアルに対する改善意見としては下記の通り。 

図表 34 初動対応マニュアルに対する改善意見 

 

 

  

班 項目番号 項目 要因に対する解決策、初動対応マニュアルに記載すべきこと
1班 1 組織体制 個人メールの掲載はどうか
2班 1 組織体制 防災部局との協議
3班 1 組織体制 組織体制の確立
3班 1 組織体制 連絡先のリスト化
3班 1 組織体制 組合内での役割分担を決めておく
3班 1 組織体制 行動内容の確認（関係団体）
3班 1 組織体制 人員派遣の調整
1班 2 情報収集・連絡体制 事前に県に報告する。内容の調整
2班 2 情報収集・連絡体制 ②伝達手段の一元化   地域→市
2班 2 情報収集・連絡体制 情報収集する際のチェック項目表
2班 2 情報収集・連絡体制 ③情報=収集    ヘリ－空撮   ドローン
2班 2 情報収集・連絡体制 縦・横の共有  情報  県の報告、市の報告
1班 3 支援・受援 情報収集項目と情報入手先等の表に使う様式を記載する
1班 3 支援・受援 市町村と支援団体のやりとりにかかわる統一様式が欲しいです
1班 3 支援・受援 報告様式を国・県統一（一枚）にしてほしい
1班 3 支援・受援 県関係協定・支援の一覧
1班 3 支援・受援 県を通じて協会から支援を受けたら、市の支出はないということを明文化して欲しい
2班 3 支援・受援 災害廃棄物の量に応じた資器材の種類及び量の目安（事例など）
2班 3 支援・受援 自治体の要求等に基づく県による人員応援の仕組み
3班 3 支援・受援 協定の締結
3班 3 支援・受援 トータルな指示先　　相談窓口の記載
1班 4 仮置場 県の所有地の開示
1班 4 仮置場 仮置き場での事故・火災などの事例　ヒヤリハット
1班 4 仮置場 仮置き場の設営に必要な人数例、レイアウト例を何パターンか載せて欲しい
1班 4 仮置場 目安の人数を記載しておく
2班 4 仮置場 県全域の処分施設などの一覧
2班 4 仮置場 資器材の貸与または譲渡制度
3班 4 仮置場 仮置場リスト作成
3班 4 仮置場 事前に必要な機材を確保しておく
3班 4 仮置場 他市の動向　・どんな場所　・どうやって求めた？
3班 4 仮置場 県全体での機材確保
3班 4 仮置場 他県、他市の情報提供（過去の事例）
3班 4 仮置場 災害廃棄物の処理可能な処理場の情報
3班 4 仮置場 年度毎　　・担当者への名前の連絡　第１、２位まで
2班 5 収集運搬体制 人員　オペレーター確保・重機・運搬
2班 5 収集運搬体制 人員、重機（ブル、エヨベル）　運搬　軽トラ2t　　要請／様式
1班 6 広報 広報については誰がどんな情報を周知するのか決めていく
2班 6 広報 有効な伝達、手段例
3班 6 広報 事前に広報チラシを作成しておく
2班 7 その他 関係先のメアドが個人アドレス
2班 7 その他 ・写真　・挿絵
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(２)ワークショップ２：V-CUBEの効果的な活用方法について 

ア １回目のV-CUBE会議の効果的な活用方法について 

発災後初動時の１回目のV-CUBE調整会議時における効果的な活用方法としては，下記の通り。 

図表 35 発災直後に必要な情報交換内容  

班 発災直後に必要な情報交換内容（まとめ：特に重要な情報） 

１班 

県からの情報提供（被災状況・支援メニュー） 

連絡先の確認 

県が求める情報 

２班 
情報共有（他の自治体の状況）（支援する方なのかされる方なのか） 

資機材の需要と供給 

３班 
各市町村の被害状況について（支援可能な市町村） 

県は何をすることができるのか 

イ ２回目以降のV-CUBE会議の効果的な活用方法について 

２回目以降のV-CUBE調整会議時における効果的な活用方法としては，下記の通り。 

図表 36 V-CUBEを効果的に活用する方法 

班 V-CUBE を効果的に使う方法について（まとめ：特に重要な情報） 

１班 

各市町村の被災状況 

災害廃棄物・その他課題について 

仮置場の報告 

住民への周知方法 

支援・受援について 

２班 

被災状況の更新 

支援の要請の有無（ヒト・モノ） 

各自治体の他部署の支援状況について 

３班 
V-CUBE24 時間接続による情報の開示 

他市，県への相談，アドバイス   仮置場関係   住民への周知 

(３)ワークショップ３：平時からの取組について 

ワークショップ全体を通して，平時から取り組んでおけること，重要事項としては下記の通り。 

図表 37 平時から取り組んでおけること 

班 平時に取り組んでおけること（まとめ） 

１班  

仮置場の事前準備 

組織体制の確認 

情報収集体制 

住民への広報 

協定団体との訓練 

２班  

仮置場の決定優先順位 

想定訓練 

資機材準備 

協定の締結 

処理先の決定方法 

３班 

仮置場候補地リスト 

処理関連絡先一覧の作成 

必要資材の確保 
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８.第２回研修の有識者の講評 

〔集合研修について〕 

会場に集まれたことがよかった。オンラインでは密に意見交換できなかった。ちょっとしたぼ

やきや悩みも，対面だから言える。皆さん同士でアドバイスもできた。 

 

〔災害廃棄物処理の課題：人員確保〕 

課題として，人員不足はどこの市町も同じかと思う。収集にどれくらい必要か，正確なものは

わからなくても，めどが立てられるようにマニュアルを作っておくと良い。 

仮置場に何人必要だから確保してほしいと災対本部に言える根拠を，あらかじめ作っておく。

そうすれば災対本部も動ける。 

 

〔仮置場候補地の事前検討〕 

 候補地リストの重要性も認識されている。候補地を庁内でどのような調整をされたか？ 

（１班参加者から）自衛隊とか外部からの支援を受け入れる宿泊施設がバッティングしないか，

取り合いとなりそうな場所について調整をした。 

場所は取り合いになる。仮置場にするには目的がどういうことで，どれくらい必要か，返す時

は原型復旧するかなど，いろいろ含めて調整できると良い。民有地も対象となる。各自治体の管

財課では，借用も想定できる。使っていない工場，県有地も候補。国交省，地方財務局など，仮置

場が必要だと要請すれば国管理用地の情報が提供される。 

 

〔V-CUBEの活用〕 

V-CUBEは情報共有にも使える。ある市が困っていたら，近隣で，原型復旧してくれるならばこ

のグラウンドを使ってもいいといったやり取りができるかもしれない。 

自治体からV-CUBEを使用して支援・受援への調整に対する期待が大きいという意見が聴けたし，

活用方法が確認できてよかったと思う。 

 

〔V-CUBEでの情報交換で留意すべきこと〕 

気を付けたい点もある。広域に被災すると，産廃業者の取り合いになりがち。また，他県の業

者が入っていると，処理費用が違う。センシティブな情報のやり取りは，オンラインでは場が荒

れるかもしれない，注意してV-CUBEを使ってほしい。 

支援者側の留意点。受け入れ側で，支援者へ，都度説明が必要となり大変だったという被災地

の苦情がある。もし，V-CUBEが活用できるならば，これを見てもらえばわかるという形で動画や

情報を整理しておけば，支援に来る人に情報を提供できるかもしれない。ただし，セキュリティ

等で関係者以外は入れない場合は難しいかもしれない。支援側に対してまとまった情報提供がで

きるような準備をしておいたら良いと思う。 

 

〔広報対応について〕 

広報について，どんなタイミングで誰に何を伝えるか，事前に準備しておかないと廃棄物対応

はマスコミに叩かれがちになる。むしろマスコミを仲間にできるように情報を整理して，協力し

てほしいと働きかけられると良い。 
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９.第２回研修の参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次の通りである。 

図表 38 所属 

 

図表 39 立場 

 

 

(２)問１ 初動対応マニュアルの記載で「県に報告する必要がある項目」 

災害廃棄物処理に係る市町村等初動対応マニュアルの中で，県に報告する必要がある項目につい

て振り返っていただいた。マニュアルで県に報告の必要があると記載がある項目の内，「仮置場の

設置状況等」，「収集運搬車両等の被災状況」の２項目は一部回答者が選択していない。 

図表 40 県に報告する必要がある項目について 

 

80.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

県 市町 一部事務組合 その他

60.0% 40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

参加者 見学者 事務局・担当

100.0%

88.9%

100.0%

77.8%

33.3%

100.0%

44.4%

44.4%

0% 50% 100% 150%

一般廃棄物処理業者、施設の被害状況

仮置場の設置状況等

災害廃棄物の発生状況

収集運搬車両等の被災状況

道路、橋梁等の被害状況

建物の被害状況

災害発生箇所

避難状況 N=9
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(３)問２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 41 有識者による講義の理解度 

 

図表 42 有識者による講義の満足度 

 

イ ワークショップ１：マニュアルの改善 

WS１：マニュアルの改選の理解度については，参加者の全員が理解した（「理解した」+「やや理

解した」）と回答し，満足度は参加者の70％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答し

た。 

図表 43 訓練（前半）の理解度 

 

図表 44 訓練（前半）の満足度 

 

ウ ワークショップ２：V-CUBEの活用方法 

WS２のV-CUBEの活用方法の理解度については，参加者の全員が理解した（「理解した」+「やや理

解した」）と回答し，満足度は参加者の70％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答し

た。 

図表 45 訓練（後半）の理解度 

 

80.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

66.7% 33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=9

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

50.0% 50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

60.0% 10.0% 30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

60.0% 40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった
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図表 46 訓練（後半）の満足度 

 

エ ワークショップ３：平時からの取組 

WS３の平時からの取組の理解度については，参加者の90％が理解した（「理解した」+「やや理解

した」）と回答し，満足度は参加者の90％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 47 訓練（後半）の理解度 

 

図表 48 訓練（後半）の満足度 

 

(４)問３ 研修に対する意見 

ア 初動マニュアルの改善すべき事項 

・内容が固まったら，デザイン性に配慮し，見やすいテキストにしていただきたい。 

・具体的事例があると分かりやすいかと思いました。 

・情報の共有が必要 

・行動すべき手順が分かりづらい 

・フロー図のイメージだと分かりやすいのでは？言葉だけ並べても頭に入りづらい。 

・仮置場の運営に必要な人数，資機材の把握，組織体制 

・様式の国・県の統一 

・支援の受入れに対することでどのような業務を受け入れると効果的なのかについて記載してあ

ると良いと思った。 

・１回目の研修時，様式が使いにくかった。連絡先として個人アドレスになっているアドレスは

確認した方が良い。 

イ V-CUBEの活用方法 

・ワークショップの回数を増やして各担当レベルのスキルアップをする。 

・初動からを含めて，災対本部会議との連携も必要かと思います。 

・他市との情報交換への利用（近隣市町），平時の使用方法 

・各市町村の状況の共有，県からのこれからの対応の確認 

・報告・連絡。今後の対応，進め方についての発信 

・県下情報共有・相談 

・仮置場を開設して数日，期間が経過した後に各市町村の状況を情報交換できると良いと思った。 

・県から支援メニューと提示すべきことの確認・指示 

70.0% 10.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

80.0% 10.0% 10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

60.0% 30.0% 10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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(５)問４ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」の回答が多

かった。 

図表 49 研修に参加して良かった点は何か 

 

(６)問５ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデア

や要望 

・模擬体験による訓練 

・太陽光パネルの処分方法 

・仮置場設営業務を学びたい。 

 

37.5%

75.0%

37.5%

12.5%

12.5%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=8
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１０.第２回研修の成果と課題 

(１)成果 

２回目の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 災害廃棄物処理の初動時における県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用方法の確認 

イ 研修を通した市町村等初動対応マニュアルの確認 

ア 災害廃棄物処理の初動時における県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用方法の確認 

○第２回研修時に，V-CUBEの必要性を確認することができ，加えて効果的な活用方法について

意見交換を行うことができた。 

イ 研修を通した市町村等初動対応マニュアルの確認 

○第２回研修時に，市町村等初動対応マニュアルをよりよくするためのアイデアについて意見

交換することができた。 

○全２回の研修，事前ワーク及び研修後の参加者アンケートを通して，初動対応マニュアルの

内容を確認することで，市町村職員等の理解が深まった。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

〇市町村等初動マニュアルについて 

 ワークショップにより，相談窓口の記載，様式の整理，仮置場となる県所有地の開示，運

営に必要な目安となる人数，担当者の名簿，有効な伝達手段，図や写真の活用といった改

善意見が指摘された。 

〇県内統一システム（V-CUBE）の効果的な活用面について 

 初動時，２日目以降の各段階での活用方法として，被災状況，仮置場の報告，住民への周

知内容，支援・受援の調整，相談アドバイスなどの意見が指摘された。 

(３)次年度以降に実施する研修の例 

第１回及び第２回の研修成果等を踏まえると，次年度以降の研修としては次のものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得 

・全体像を理解するための「有識者による講義」（リモート可） 
 

○ノウハウを習得すべき特定テーマに特化した研修 

・仮置場の開設運営の研修（量推計，レイアウト，人員配置等の検討）（リモート可） 

・「損壊家屋撤去」，「災害報告書の作成・査定対策」等に関する「講習」（リモート可） 
 

○県・市町村間の連携強化・V-CUBE活用 

・（改訂版）市町村等初動対応マニュアルを用いた，市町村連携・事務手続きの習得のため

の「V-CUBE」活用訓練の実施（リモート） 

・初動対応能力向上のためのV-CUBEを活用した「図上訓練（シナリオ型訓練）」（リモート） 
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 山口県 

１.研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の３点を獲得することを目標とした。 

○災害廃棄物の初動における体制整備と平時からの取組 

 災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認 

 災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の「外部支援（受援）の重要性」の共有 

 災害廃棄物処理における「関係者との情報共有」の重要事項（発災３日後時点）の確認 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年10月18日（月）10：00～16：00 

場所：山口県KDDI維新ホール（会議室201） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 50 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

10：05 
有識者によ

る講義 

「災害発生時の初動対応と連携～廃棄物担当 これだけは覚えておきま

しょう～」 

（国立環境研究所  高田 光康 客員研究員より） 

11：15 
国による講

義 

環境省のマニュアル等について（災害報告書等）  

（中国四国地方環境事務所 四方 俊明 課長補佐より） 

11：30 説明 これまでの研修の振り返り（ワークショップの重要性） 

11：45 昼食・休憩  

13：00 説明 

ワークショップ「災害廃棄物の初動における体制整備と平時からの取組」

の概要説明 

アイスブレイク 

13：15 
ワーク 

ショップ１ 
「災害廃棄物処理に係る業務の全体像」 

13：35 発表 各班からの発表 

13：55 
ワーク 

ショップ２ 

「災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の外部支援（受援）について」 

災害廃棄物処理における「関係者との情報共有」の重要事項について 

15：15 休憩  

15：25 発表 各班からの発表 

15：40 講評 有識者による講評 

15：55 振り返り アンケート記入 

16：00 閉会 閉会の挨拶（山口県） 
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(３)出席者 

研修は，県内の市町職員，一部事務組合，県関係部局等に参加を呼びかけ，30名の参加があった。 

図表 51 参加者内訳 

属性 人数 

県内市町 
下関市，宇部市，山口市，防府市，下松市，岩国市，光市，長門市，

柳井市，美祢市，山陽小野田市，田布施町，平生町から計22名 

一部事務組合 周南地区衛生施設組合から計２名 

山口県 岩国・柳井・周南・山口・宇部・萩健康福祉センターから計６名 

(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 52 事前ワークの内容 

１．今回「10/18（月）」開催の研修の参加に当たって，最近の豪雨災害事例の記録（広島市）

の記録を確認してください。 

 「平成30年７月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」（令和３年３月 環境省中国

四国地方環境事務所・広島市） 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/87/222190.html 

    ・特に確認いただきたい項目 

     〇第１章 災害の概要及び初動対応 

     〇第２章 第１節 災害廃棄物処理の全体像 

     〇第２章 第２節 関係機関との連携 

     〇第２章 第３節 方針の決定 

     〇第２章 第４節 災害廃棄物処理実行計画の策定 

     〇第３章 災害廃棄物処理の成果と課題 

 広島市以外にも「倉敷市」や「愛媛県」の記録もありますので，是非参照ください。 

  「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」 

  「平成30年７月豪雨災害 愛媛県における災害廃棄物処理の記録」 

http://chushikoku.env.go.jp/recycle/post_32.html 

２．記録資料を読んでいただき，各自が「対応が必要だと感じた課題・身近な職員と共有す

べきと感じた重要事項」を３つ」程度に絞り，箇条書きにしてください。 

参加者の個人ワークの結果を研修資料として配布し，ワークショップのグループワークの冒頭

「アイスブレイク」で自己紹介とともに，それぞれが重要だと感じた点や課題を共有し，問題意識

を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)講義等の概要 

ア 有識者による講義 

研修の実施に先立ち，参加者が研修を実施するために必要な知識を習得するための講義を行った。

講義は，国立研究開発法人国立環境研究所 高田光康客員研究員より，「災害発生時の初動対応と

連携 ～廃棄物担当 これだけは覚えておきましょう～」として講義いただいた。 

イ 国による講義 

災害廃棄物処理に関する必要な知識を習得するために講義を行った。環境省中国四国地方環境事

務所四方俊明課長補佐より，「環境省のマニュアル等について（災害報告書等）」として講義した。 

ウ これまでの研修の振り返り 

研修の効果を高めるために，過去行われた災害廃棄物処理対策研修の内容を振り返り，当時の参

加者が指摘した意見を共有することで，研修の重要性や事前対策の重要性について確認した。 
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(６)ワークショップ 

ア ワークショップの実施概要 

災害廃棄物処理に係る業務の全体像を理解してもらうため，処理に関する各種業務を整理した

「対策カード」を用いて，各担当が発災後の初動期，応急対応期，復旧・復興期のそれぞれの時期

に実施する内容を整理し，実施するために必要な人員・資機材等の確保方法等について検討して

いただいた。 

ワークショップ①では，対策カードを用いて，発災後の時間経過の中で各担当が実施する業務

の振り分けを行った。 

ワークショップ②では，各対策カードの業務を実施する際に必要な人員・資機材の確保方法等

について検討を行った。 

ワークショップ③では，初動３日目時点を想定し，災害対策本部会での災害廃棄物処理の対応

方針を報告するという場面設定で，情報共有しておかなければならないことを整理する検討を

行った。加えて，これら対処を円滑に行うため，平時に準備しておくべきことを検討した。 

イ ワークショップの実施手順 

ワークショップの①～③の実施に当たっては，資料「ワークショップの進め方」を説明しつつ，

各グループに準備した対策カード，模造紙，付箋紙等を用いて事務局の進行により研修を行った。 

(ｱ)ワークショップ①：災害廃棄物処理に係る業務の全体像 
災害廃棄物処理として考えられる業務（約40枚の対策カード）を，総務・がれき・収集運搬・施

設管理を分担する体制に分かれて，発災後の時間経過の中で実施する業務を振り分ける。その実

施イメージは次のとおりである。 

検討時間は15分程度で，検討作業後，どのカードをどのような考えで振り分けたか，振り分ける

場所の選択に苦労した対策カードはどれか，なぜ苦労したか，結果としてどこに振り分けたかを

複数のグループから発表いただいた。 

図表 53 対策カードを用いた業務の振り分け 
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(ｲ)ワークショップ②：災害廃棄物処理に必要な人材・資機材等の外部支援（受援）について 

1）業務実施に当たって必要な人・資機材の検討 
ワークショップ①で振り分けた対策カードに対して，当該業務を実施する際に必要となる人員，

資機材について，黄色の付箋紙を用いて，抽出検討を行った。 

図表 54 業務実施に当たって必要な人・資機材の検討イメージ 

 

2）必要な人員・資機材の確保・調達方法の検討 
外部からの支援を求め体制を確保することを想定するために，先の必要となる人材・資機材の

確保・調達方法として，支援を求める外部機関の名称をピンクの付箋紙を用いて，また，その機

関に実施して欲しい内容を青色の付箋紙を用いて，検討した。 

図表 55 必要な人員・資機材の確保・調達方法の検討成果イメージ 
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(ｳ)ワークショップ③：災害廃棄物処理における「関係者との情報共有」の重要事項について 

1）災害対策本部会議での報告を想定した検討 
ワークショップ①②を踏まえ，災害対策本部会議での報告を想定し，初動３日目時点での災害

廃物処理の対応方針として「情報共有しておかなければならないこと」を検討した。検討手順と

しては，模造紙を用いて，重要事項を３つ程度箇条書きによる整理を行った。 

2）円滑な対応のため「平時に準備しておくべきこと」の検討 
これまでのワークショップでの検討を踏まえ，災害廃棄物処理を円滑に実施するために「平時

に準備しておくべきこと」を検討した。検討手順としては，模造紙を用いて，重要事項を３つ程

度箇条書きによる整理を行った。 

図表 56 発災３日後時点での対応方針と平時に準備しておくべきこと 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義 〇国による講義 

 

 

〇WS①対策カードの振り分け作業の様子 〇WS①の発表・共有の様子 

 

 

〇WS②人員資機材の調達先の検討の様子 〇WS③平時に取り組むべきことの検討の様子 

 
〇振り返りの発表の様子 

 
〇発表に対する有識者からの講評の様子 

 

 

  



41 

２.研修の結果 

(１)ワークショップ①・②：業務の全体像と必要な人員・資機材等について 

対策カードを振り分け，必要な人員・資機材等の外部支援に関する研修は次のとおりであった。 

各担当班の時期における対策カードの振り分け順序と対策カードの実施に必要な人員・資機材，求

める外部機関，してほしい内容をとりまとめた。 

図表 57 １班の対策カードの振り分けとその外部支援内容の検討結果 

 

班 担当 時期 対策カード 必要な人・資機材 求める「外部機関」の名称 その機関に「してほしい内容」
1班 総務 初動期（3日） 情報収集 - - -
1班 総務 初動期（3日） 人員体制の整備 - - -
1班 総務 初動期（3日） 総括・進行管理 - - -
1班 総務 初動期（3日） 問合せ対応 - 民間事業者（委託） 問合せ対応
1班 総務 初動期（3日） 被害状況の把握 施設管理者 - -
1班 総務 初動期（3日） 災害廃棄物等の推計 被害想定する人、市、専門家 D.Waste-Net 災害廃棄物の推計
1班 総務 応急対応期（前半・3週間） 連絡調整 - - -
1班 総務 応急対応期（前半・3週間） 広域的な処理・処分 - 県 協力要請
1班 総務 応急対応期（前半・3週間） 許認可手続の整理 - - -
1班 総務 応急対応期（前半・3週間） 市民周知・啓発 分別の広報する人、メディア メディア 分別の周知
1班 総務 応急対応期（前半・3週間） 支援受入れ - - -
1班 総務 応急対応期（後半・3ヶ月） 経理・国庫補助 - - -
1班 総務 応急対応期（後半・3ヶ月） 思い出の品等の対応 ボランティア、庁内 社会福祉協議会 思い出のみ回収作業
1班 総務 応急対応期（後半・3ヶ月） 環境配慮・対策 - - -
1班 総務 応急対応期（後半・3ヶ月） 実行計画の策定 コンサル 他自治体 他自治体発注仕様書の確認
1班 総務 応急対応期（後半・3ヶ月） 環境モニタリング コンサル 他自治体 仕様書参考依頼
1班 総務 復旧・復興期 - - - -

1班 がれき 初動期（3日） がれきの撤去・運搬
収集する人、民間企業支援者、ボランティ
ア

民間事業者 がれきの撤去

1班 がれき 初動期（3日） がれきの撤去・運搬 収集運搬車、民間企業 - -
1班 がれき 初動期（3日） 土砂混じりがれきの対応 協定先民間企業 自衛隊 廃棄物の分別・山積み
1班 がれき 初動期（3日） 土砂混じりがれきの対応 重機、民間企業 - -
1班 がれき 応急対応期（前半・3週間） 支援要請 - 県、市 支援要請
1班 がれき 応急対応期（後半・3ヶ月） がれき処理・リサイクル 民間事業者 協定締結先 がれきリサイクル処理
1班 がれき 応急対応期（後半・3ヶ月） 被災家屋の解体・撤去 家屋を解体撤去をする人 土木部局、または設計コンサル 解体撤去
1班 がれき 応急対応期（後半・3ヶ月） アスベスト対策 民間事業者 解体工事業者 アスベストの飛散がないよう解体
1班 がれき 応急対応期（後半・3ヶ月） アスベスト対策 解体業者 - -
1班 がれき 応急対応期（後半・3ヶ月） アスベスト対策 飛散防止シート - -
1班 がれき 復旧・復興期 - - - -
1班 収集 初動期（3日） 片付けごみの収集 収集業者 - 仮置場に運ぶ
1班 収集 初動期（3日） 片付けごみの収集 トラック - -
1班 収集 初動期（3日） 災害ごみの収集 一般廃棄物収集運搬許可業者 - -
1班 収集 初動期（3日） 災害ごみの収集 塵芥車、パッカー車、ユニック付 - -
1班 収集 初動期（3日） 死犬猫等の回収 - - -
1班 収集 初動期（3日） し尿の収集 し尿収集業者 し尿清掃許可業者 簡易トイレの引きぬき
1班 収集 初動期（3日） し尿の収集 し尿収集業者（協定締結先） - -
1班 収集 初動期（3日） し尿の収集 バキュームカー - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） がれきの撤去・運搬 ボランティア - ごみの分別
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） がれきの撤去・運搬 トラック - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） 事業系廃棄物の指導 - - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） 事業系ごみの収集 収集業者 - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） 事業系ごみの収集 トラック＋ユニック付、パッカー車 - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） 腐敗性廃棄物対応 収集業者 - -
1班 収集 応急対応期（前半・3週間） 腐敗性廃棄物対応 特殊車両 - -
1班 収集 応急対応期（後半・3ヶ月） 家電リサイクル法対象製品 被災者 - -
1班 収集 応急対応期（後半・3ヶ月） 家電リサイクル法対象製品 トラック - -
1班 収集 応急対応期（後半・3ヶ月） 廃自動車対応 - 廃棄業者、自動車販売店 -
1班 収集 復旧・復興期 - - - -
1班 施設 初動期（3日） 市民仮置場の調整 地域住民、分別 - 分別
1班 施設 初動期（3日） 清掃工場等の稼働 直営委託業者 民間の廃棄物収集運搬業者 -
1班 施設 初動期（3日） 一次仮置場の設置 民間事業者、協定締結 - -
1班 施設 初動期（3日） 一次仮置場の設置 重機 - -
1班 施設 初動期（3日） 一次仮置場の管理運営 仮置場を管理する人 - 運営・管理、分別
1班 施設 初動期（3日） 一次仮置場の管理運営 - - ごみの分別
1班 施設 応急対応期（前半・3週間） 有害物・危険物等の対応 産廃業者、専門業者 - -
1班 施設 応急対応期（後半・3ヶ月） 二次仮置場の設置 - 民間事業者、協定締結 運営、管理、分別
1班 施設 応急対応期（後半・3ヶ月） 仮設処理施設の整備 コンサルタント - 破砕、選別
1班 施設 復旧・復興期 最終処分 - - -
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(２)ワークショップ③：関係者との情報共有・平時にしておくべきこと 

ワークショップ①②を踏まえ，災害対策本部会議での報告を想定し，初動３日目時点での災害

廃物処理の対応方針として「情報共有しておかなければならないこと」の検討結果について，ま

た，災害廃棄物処理を円滑に実施するために「平時に準備しておくべきこと」の検討結果は，次

のとおり。 

図表 58 関係者との情報共有・平時に準備しておくべきこと 

班番号 
３日目時点での情報共有しておくべきこ

と 
平時に準備しておくべきこと 

１ 

災害ごみの推計値 

仮置場の開設 

一般廃棄物処理施設状況 

災害時応援協定 

仮置場のレイアウト図の作成 

職員配置体制の構築 

２ 

国，県およびボランティアの支援要請中 

災害廃棄物の処分等について，防災ラジ

オ・メール，避難所ポスター等で市民に周

知予定 

災害廃棄物の仮置場および収集運搬等は，

関係機関と調整済 

災害協定の締結および連絡体制の構築 

仮置場レイアウト決定 

災害時の広報資材の準備 

３ 

廃棄物の現状・推計をもとに，仮置場・仮

設トイレの設置をしました 

市民への広報・周知（テレビ，ラジオ，チ

ラシ，自治会等） 

関係団体への協力要請を行っています

（県，自治体，協定業者，ボランティア） 

協力事業者との協定 

仮置場の選定・調整 

市民への周知・啓発 

４ 

一次仮置場の設置について（場所，開設日

時，市民への周知方法） 

処理施設の状況（被害状況，復旧見込，復

旧までのごみ処理について） 

一次仮置場・市民仮置場の候補地選定 

地権者・管理運営者との事前交渉 

市民に向けた災害時のごみ処理方法の周

知 

協定先との関係の構築，支援内容・条件等

の整理 

５ 

ごみ処理施設の被災状況 

被災地域の状況から見た廃棄物の発生見

込み量 

災害廃棄物の処理方針 

仮置場の選定 

協定 

訓練（図上訓練） 

災害補助金の把握（申請方法） 

チラシの作成（分別方法） 

災害時の体制 

施設の許認可確認 

６ 

仮置場は各所管と調整中 

市民周知啓発については，各所管を通じ

て，自治会やメディア等に依頼中 

人員体制の整備（職員の参集，県・他市町

への支援要請） 

各所管とあらかじめ仮置場の選定につい

て協議 

各所管とあらかじめ周知啓発方法につい

て協議 

庁内および他機関（県・他市町）との災害

時の人員確保について協議 
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３.有識者の講評 

〔関係者との連携のポイント〕 

ワークショップでは，多くの業務をスムーズに進めるために，平常時の準備が必要だという考

えを発表してもらった。「資料１災害発生時の初動対応と連携」の「連携のポイント その３」に

まとめている。 

 

〔平常時の準備について〕 

平常時の準備として，協定先等の確認が必要だという意見が多かった。確認する際は，できる

だけ顔の見える関係を形成してほしい。連絡窓口がわかり，すぐに連絡が取り合える関係であれ

ば，対応がスムーズに進む。 

 

〔人員・資機材の確保，受援について〕 

資源不足が想定される項目のリストアップについて，資源には人的資源や，資機材のような物

的資源があり，処理先も資源と言える。自分の自治体では，何に困りそうか，足りないと思う項

目をリストアップする必要がある。新しい処理施設で余裕がある自治体もあれば，老朽化が進み，

余裕がない自治体もある。そういった点も考慮し，不足する資源をリストアップしてほしい。 

受援を前提として，支援を受ける時に，制約があって難しいことを，課題として整理してほし

い。 

 

〔災害支援活動の参加による対応について〕 

平常時の準備とは別に，災害支援活動への積極的参加がある。平成30年７月豪雨の時，山口県

の一部では被害があったが，広島や岡山ほどの大きな被害は受けなかったため，しばらく大災害

を経験していない自治体が多いと思う。そのため，準備することがあっても，実際にどのように

動いて良いかわからない自治体があるのではないか。そういった自治体はどうすれば良いかとい

う相談を受けるが，可能であれば，近隣の自治体で災害が発生した際は，積極的に支援要請を受

け，支援活動に参加し，被災地に足を運んでみることである。廃棄物処理の支援ができれば良い

が，それ以外の支援であっても，被災地の様子がわかる。街中に出ているごみに対して，職員が

どう動いているか見える。自治体での支援が難しい場合は，ボランティアに行くことを勧めてい

る。ごみ出しや泥出し等の支援活動を通じ，災害廃棄物の実態や，被災した家庭の状況，被災ご

みの実態がわかる。私自身もD.Waste-Netで被災地に行っているが，時間が空いた時には，ボラン

ティアに参加するようにしている。我々の仲間にも，ボランティアへの参加を勧めている。被災

者目線で災害廃棄物を見ることで，見る目が少し変わると思う。 

 

〔タイムラインの作成による検討について〕 

「資料１災害発生時の初動対応と連携」の「タイムラインによる管理（例）」は，左上の４分の

１であるため，実際には，全体はもう少し大きく，様々な業務がある。タイムラインは，業務の種

類ごとに時系列に整理されているが，発災時が原点ではない。事前にやるべきことが書いてあり，

その準備が出来ていて，初めて発災後の対応ができることになる。出典も紹介しているため，各

自治体でもこういったタイムラインが作成できるかを検討してほしい。 

 

〔研修全体に対する感想〕 

地球全体で気候変動が起こり，自然災害が激甚化し，頻度も高まっている。災害廃棄物対応は，

自治体職員の宿命であるので，いつ災害が起きても災害対応が進められるように，隣の自治体に

見劣りしないように，本日の研修の成果を持ち帰り，活かしてほしい。災害対応を平常業務の中

で考えるのは難しいと思うが，発災時は，皆さんが中心になって動かないといけない立場だと思

う。私が自治体職員の時は，研修資料を持ち帰り，回覧を回すだけで，忘れてしまうことがあっ

たが，そうはならないように取り組んでほしい。 

 

  



44 

４.参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 59 所属 

 

図表 60 参加時の立場 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，９割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 61 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 62 有識者による講義の理解度 

 

図表 63 有識者による講義の満足度 

 

  

29.0% 64.5% 6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

県 市町 一部事務組合 その他

83.3% 3.3% 13.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=30

参加者 見学者 事務局・担当

63.3% 26.7% 10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=30

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

77.4% 22.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

80.6% 19.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 国による講義 

国による講義の理解度については，参加者の９割が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度は参加者の８割が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 64 国による講義の理解度 

 

図表 65 国による講義の満足度 

 

ウ ワークショップ①業務の全体像（対策カード） 

ワークショップ①の業務の全体像（対策カード）の理解度については，参加者の97％が理解した

（「理解した」+「やや理解した」）と回答し，満足度は参加者の93％が満足した（「満足した」+「や

や満足した」）と回答した。 

図表 66 ワークショップ①業務の全体像（対策カード）の理解度 

 

図表 67 ワークショップ①業務の全体像（対策カード）の満足度 

 

エ ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有 

ワークショップ②の人員・資機材の確保検討と関係者との情報共有，平時の備えに関する理解

度については，参加者の97％が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回答し，満足度も同

様に，参加者の97％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 68 ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有の理解度 

 
図表 69 ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有の満足度 

 

51.6% 38.7% 9.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

50.0% 30.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=30

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

51.6% 45.2% 3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

48.4% 45.2% 6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

48.4% 48.4% 3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

48.4% 48.4% 3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=31

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」，「災害廃棄

物処理に対する危機意識が高まった」，「災害廃棄物処理のスキルアップとなった」の回答が多かっ

た。昨年度との対比では，昨年度は「手順の詳細が分かった」との回答が多く，処理の流れを理解

する段階であったが，今年度は「危機意識・準備不足」の選択が若干増加している。ワークショッ

プの内容として，人員・資機材の調達先の確保・広報の準備など，より事前準備の必要性の理解が

進んだものと考えられる。 

図表 70 研修に参加して良かった点は何か 

 

(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「災害廃棄物処理の体制・

指揮命令系統」が最も多く，「仮置場」，「他機関・ボランティアとの協力・支援体制」，「災害廃棄物

に関する情報収集・連絡」が続いた。昨年度との対比では，昨年度調査は当該項目は自由回答方式

だが，指摘事項は「他自治体・関係機関との連携」，「処理計画・初動マニュアル」に関する指摘が

多かったことに対して，今年度は「仮置場」の選択が明らかに増えており，特定テーマへの課題認

識が深まっていると考えられる。 

図表 71 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か 

 

61.3%

67.7%

48.4%

38.7%

19.4%

16.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=31

58.6%

41.4%

51.7%

24.1%

27.6%

13.8%

10.3%

27.6%

27.6%

55.2%

13.8%

20.7%

17.2%

27.6%

17.2%

24.1%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他
N=29
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(６)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「県と市町村の連携強

化」，「市町村内部の関係部署間の連携強化」，「市町村と廃棄物関係団体・企業の連携強化」の回答

が多かった。 

図表 72 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か 

 

(７)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 73 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，「１年に１回程度」が63％，「１年に２，３回程度」が37％の割合となっ

た。 

図表 74 実施頻度について 

 

 

  

33.3%

51.9%

63.0%

29.6%

44.4%

14.8%

14.8%

18.5%

37.0%

14.8%

22.2%

18.5%

0% 20% 40% 60% 80%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=27

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

適切である 改善の余地あり

36.8% 63.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=19

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度 その他
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ウ 実施方法 

実施方法については，95％の割合で「対面型で実施した方が良い」と回答した。 

図表 75 実施方法について 

 

エ 実施対象者 

実施対象者については，80％の割合で「適切である」，15％の割合で「対象者を増やした方が良

い」と回答した。 

図表 76 実施対象者について 

 

 

○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・県又は市町の災対本部の人 

・各市町２名 

 

オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 77 配布資料について 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，１点指摘された。 

図表 78 研修についての課題や改善点等についての意見 

 

・ワークショップは，何をしたら良いのかイマイチわからないところがあった。休憩がないの

で疲れる。やることが被っていると思う。ワークショップの難易度が高い。 

 

 

  

94.7% 5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=19

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他

80.0% 15.0% 5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=19

適切である 改善の余地あり
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(８)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容」，「発生量，仮置

場必要面積等の推計」，「仮置場の選定，設置・運営」の回答が多かった。 

昨年度との対比では，昨年度調査は当該項目は自由回答方式だが，希望意見は「事例紹介・体験

談」，「処理計画策定の実務研修」が多かった。今年度は，継続して「全体像把握・基本内容」の要

望が多い一方で，「仮置場」に関する要望にシフトしている。 

現時点では，「庁内関係部署との連携」，「災害報告書の作成，災害査定対策」といった項目の希

望は少ないものの，より災害廃棄物処理に関する理解が進めば，これら重要項目に関する要望に

シフトする可能性がある。 

図表 79 今後扱うテーマについて希望するものは何か 

 

(９)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイ

デアや要望 

今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望を尋ねたとこ

ろ，特に意見はなかった。 

 

 

  

31.6%

5.3%

10.5%

10.5%

26.3%

21.1%

15.8%

31.6%

31.6%

10.5%

10.5%

21.1%

15.8%

5.3%

10.5%

21.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=19
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５.成果と課題 

(１)成果 

今回の図上訓練の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認 

イ 災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の「外部支援（受援）の重要性」の共有 

ウ 災害廃棄物処理における「関係者との情報共有」の重要事項（発災３日後時点）の確認 

ア  災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認 

○事前ワークを通して，豪雨災害時の記録からそれぞれが重要だと思うことを理解した上で研

修に参加した。 

○有識者の講義を通じて，初動対応の全体，担当者としておぼえておくべきことの理解が深まっ

た。 

○ワークショップ①の対策カードを用いて，災害廃棄物処理に係る約40の業務内容を確認し，

時系列での対応順位について振り分けることができた。 

イ  災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の「外部支援（受援）の重要性」の共有 

○ワークショップ②において，それぞれの対策カードに対する必要な人員と資機材の内容につ

いて検討・整理ができた。 

○加えて，必要となる人員，資機材の確保先と，してほしい内容について検討・整理できた。 

ウ  災害廃棄物処理における「関係者との情報共有」の重要事項（発災３日後時点）の確認 

○ワークショップ③において，災害対策本部会議での報告場面を想定して，発災３日後時点に

おける関係者と情報共有しておくべき重要事項について検討・整理ができた。 

エ  その他の成果 

○ワークショップ全体を通して，「平時に準備しておくべきこと」について検討・整理ができた。 

○参加者アンケート等を通して，「研修を通じて気づいた自組織の問題や課題」，「自治体間や関

係機関などとの「連携」についての問題点や課題」などの確認ができた。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 参加者アンケートで「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」との回答を参加者の68％

が選択しており，自組織での準備不足に関する対応が必要である。 

 参加者アンケートで，自組織の問題として「体制・指揮命令系統」，「仮置場」，「他機関と

の協力・支援体制」について指摘しており，その具体的な対応が必要である。 

 今後希望する研修テーマとして「災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容」，「発生量，

仮置場必要面積等の推計」，「仮置場の選定，設置・運営」について選択されており，これ

らテーマとする研修継続が必要である。 
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(３)次年度以降に実施する研修の例 

参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修としては次のものが考えられる。 

 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得 

・全体像を理解するための「有識者による講義」（リモート可） 

・初動対応能力を習得するための「図上訓練（シナリオ型訓練）」（集合） 

 

○ノウハウを習得すべき特定テーマに特化した研修 

・仮置場の開設運営の研修（量推計，レイアウト，人員配置等の検討）（リモート可） 

・広域連携体制構築を想定した「支援要請と受援準備」の図上訓練（集合） 

・「損壊家屋撤去」，「災害報告書の作成・査定対策」等に関する「講習」（リモート可） 
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 徳島県 

１.研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の３点を獲得することを目標とした。 

〇災害廃棄物の初動における体制整備と平時からの取組 
 災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認（処理計画の必要性の確認） 

 災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の確保（平時の準備・外部支援（受援）の必要性の

確認） 

 住民への広報活動を通して，３日後の時点で対処しておくべき重要事項の確認 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年12月24日（金）10：00～15：30 

場所：徳島県JA会館 大ホール 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 80 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

10：05 
有識者による

講義 

「災害廃棄物処理の初動対応と住民への広報，計画の見直しの必要性」 

（公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 中山育美上席研究員より） 

11：15 報告 「徳島県災害廃棄物処理計画（改定版）の策定」について 

11：25 昼食・休憩  

12：25 説明 

ワークショップ「災害廃棄物の初動における体制整備と平時からの取

組」概要説明 

アイスブレイク 

12：35 
ワーク 

ショップ１ 

「災害廃棄物処理に係る業務の全体像」 

災害廃棄物処理に係る業務の時系列整理 

13：05 発表 
各班からの発表 

業務の振り分けの再考 

13：20 
ワーク 

ショップ２ 

「災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の外部支援（受援）につい

て」 

14：10 休憩  

14：20 
ワーク 

ショップ３ 

「住民への広報活動を通して，３日後の時点で対処しておくべき重要

事項の確認」 

15：00 発表 各班からの発表 

15：15 講評 有識者による講評 

15：25 振り返り アンケート記入 

15：30 閉会 閉会の挨拶（徳島県） 

 



53 

(３)出席者 

研修は，県内の市町村職員，一部事務組合，県関係部局，関係団体等に参加を呼びかけ，31名の

参加があった。 

図表 81 参加者内訳 

属性 人数 

県内市町村 

徳島市，鳴門市，小松島市，阿南市，吉野川市，阿南市，美馬市，勝

浦町，石井町，神山町，那賀町，牟岐町，美波町，海陽町，藍住町，

板野町，上板町，東みよし町，佐那河内村から計22名 

事務組合 
阿北環境整備組合，小松島市外三町村衛生組合，吉野川環境整備組合

から計３名 

関係団体 一般社団法人徳島県産業資源循環協会から１名 

徳島県 県危機管理環境部環境指導課から５名 

(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 82 事前ワークの内容 

１．今回「12/24（金）」開催の研修の参加に当たって，最近の豪雨災害事例の記録（倉敷市）

の記録を確認してください。 

 「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」 

 （令和３年３月，環境省中国四国地方環境事務所・倉敷市） 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37456.htm 

    ・特に確認いただきたい項目 

     〇第３章第１節  災害廃棄物処理の概要 

     〇第３章第８節  組織体制・事業のマネジメント 

     〇第５章     災害等廃棄物処理事業の検証 

２．記録資料を読んでいただき，各自が「重要だと感じた課題や関係者と共有しておくべき

重要事項」を３つ程度に絞り，箇条書きにしてください。 

参加者の個人ワークの結果を研修資料として配布し，ワークショップのグループワークの冒頭

「アイスブレイク」で自己紹介とともに，それぞれが重要だと感じた点や課題を共有し，問題意識

を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)講義等の概要 

ア 有識者による講義 

研修の実施に先立ち，参加者が研修（ワークショップ）を実施するために必要な知識を習得する

ための講義を行った。講義は，公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 上席研究員 中山育美氏によ

り，「災害廃棄物処理の初動対応と住民への広報，計画の見直しの必要性」として講義いただいた。 

イ 県からの報告 

有識者による講義と併せて，災害廃棄物処理に関する徳島県の取組を理解いただくため，県から

の報告・情報提供を行った。報告内容は，「徳島県災害廃棄物処理計画（改訂版）の策定について」

として，災害廃棄物処理計画の見直しのポイント，検討チームによる取組について報告していただ

いた。 
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(６)ワークショップ 

ア ワークショップの実施概要 

災害発生時の自治体職員の役割をより明確にし迅速に対応ができるようにするため，モデル自

治体と協議の結果，ワークショップのテーマは，「災害廃棄物の初動における体制整備と平時から

の取組」とし，まず，災害廃棄物処理に係る業務の全体像を理解してもらうため，処理に関する各

種業務を整理した「対策カード」を用いて，各担当が発災後の初動期，応急対応期，復旧・復興期

のそれぞれの時期に実施する内容を整理し，次に実施するために必要な人員・資機材等の確保方

法等について検討した。 

ワークショップ①では，対策カードを用いて，発災後の時間経過の中で各担当が実施する業務

の振り分けを行った。 

ワークショップ②では，各対策カードの業務を実施する際に必要な人員・資機材の確保方法等

について検討を行った。 

ワークショップ③では，初動３日目時点を想定し，住民への広報を通して，「どんな情報を重視

して発信するか」を検討した。加えて，これら対処を円滑に行うため，平時に準備しておくべきこ

とを検討した。 

イ ワークショップの実施手順 

ワークショップの①～③の実施に当たっては，資料「ワークショップの進め方」を説明しつつ，

各グループに準備した対策カード，模造紙，付箋紙等を用い，事務局の進行により研修を行った。 

(ｱ)ワークショップ①：災害廃棄物処理に係る業務の全体像 
災害廃棄物処理として考えられる業務（約40枚の対策カード）を，総務・がれき・収集運搬・施

設管理を分担する体制に分かれて，発災後の時間経過の中で実施する業務を振り分ける。その実

施イメージは次のとおりである。 

検討時間は20分程度で，検討作業後，どのカードをどのような考えで振り分けたか，振り分ける

場所の選択に苦労した対策カードはどれか，なぜ苦労したか，結果としてどこに振り分けたかを

複数のグループから発表いただいた。 

図表 83 対策カードを用いた業務の振り分け 
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(ｲ)ワークショップ②：災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の外部支援（受援）について 

1）業務実施にあって必要な人員・資機材の検討 
ワークショップ①で振り分けた対策カードに対して，当該業務を実施する際に必要となる人員，

資機材について，黄色の付箋紙を用いて，抽出検討を行った。 

図表 84 人員・資機材等の確保の検討イメージ 

 

2）必要な人員・資機材の調達方法と実施して欲しい内容の検討 
外部からの支援を求め体制を確保することを想定するために，先の必要となる人員・資機材の

確保・調達方法として，支援を求める外部機関の名称をピンクの付箋紙を用いて，また，その機

関に実施して欲しい内容を青色の付箋紙を用いて，検討した。 

図表 85 必要な人員・資機材の調達方法と実施して欲しい内容の検討イメージ 
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(ｳ)ワークショップ③：住民への広報活動を通して３日後時点で対処しておくべき重要事項の確認 

1）住民への広報活動を想定した検討 
ワークショップ①②を踏まえ，住民への広報活動を想定し，初動３日目時点での「住民へ広報

すべき事項」として，「どんな情報を重視して発信するか」を検討した。検討手順としては，模造

紙を用いて，重要事項を３つ程度箇条書きによる整理を行った。 

図表 86 発災３日後時点での住民へ広報すべき事項 

 

2）円滑な対応のため「平時に準備しておくべきこと」の検討 
これまでのワークショップでの検討を踏まえ，災害廃棄物処理を円滑に実施するために「平時

に準備しておくべきこと」を検討した。検討手順としては，模造紙を用いて，重要事項を３つ程

度箇条書きによる整理を行った。 

図表 87 平時に準備しておくべきこと 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義 〇WS①対策カードの振り分け作業の様子 

 

 

〇WS①の発表・共有の様子 〇WS②人員資機材の調達先の検討の様子 

 
 

〇WS③平時に取り組むべきことの検討の様子 〇振り返りの発表の様子 

 
〇振り返りの発表の様子 

 
〇発表に対する有識者からの講評の様子 
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２.研修の結果 

(１)ワークショップ①・②：業務の全体像と必要な人員・資機材等について 

対策カードを振り分け，必要な人員・資機材等の外部支援に関する研修は次のとおりであった。 

各担当班の時期における対策カードの振り分け順序と対策カードの実施に必要な人員・資機材，求

める外部機関，してほしい内容をとりまとめた。 

図表 88 対策カードの振り分けとその外部支援内容の検討結果 

○総務担当の時期別の対応内容 

 

 

  

時期 業務 必要な人・資機材 支援を求める外部委託先 してほしい内容

災害廃棄物等の推計 国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理
障害者に対応できる専門員など 広報担当職員 仮置場での分別
分別を示す広報
消防団、職員 損壊状況の報告
国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理
職員10名
災害対策本部
国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理
各班の人員確保
災害対策本部
国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理
記録係 被災現場の撮影
仮設トイレ レンタル会社 レンタル

問合せ対応 国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理
連絡調整 国・県の職員 国・県 アドバイス、事務処理

環境モニタリング コンサル（委託）
コンサル会社に委託 算定、書類作成

産廃業者
問い合わせ担当 応援自治体、近隣市町村 周知、啓発
問い合わせ担当 自治会、連絡協議会 周知、啓発
他自治体職員 社協
国、県職員
他市町村職員 応援自治体 指導、アドバイス
社協、ボランティア団体
他の自治体職員、建設業協会事務員
徳島県 徳島県 他県、業界団体との調整
産業資源循環協会
ボランティアの受入対応
他の自治体職員、建設業協会事務員 指導、アドバイス
収集業者

実行計画の策定 D.Waste-Net
他課の行政職員 派遣会社
職員の確保

連絡調整 県職員 国・県・他市町村との連絡調整

環境モニタリング コンサル
許認可手続の整理 行政職員 県⇒国 手続き方法の教示

経理・国庫補助 補助金申請委託業者、コンサル
申請経験、ノウハウのある業
者

補助金申請手続き

支援受入れ 応援自治体 指導、アドバイス
事業系ごみの指導 収集業者
実行計画の策定 コンサル会社 応援自治体 アドバイス、事務処理

経理アドバイザー 国・県 アドバイス、事務処理
土木積算ができる人
し尿業者、ほか業者
他市町村

思い出の品等の対応 ボランティア 引渡し、リスト作成
実行計画の策定 コンサル（委託）

警察 所有者確認、引渡し
レッカー車

初動期

市民周知・啓発

情報収集

人員体制の整備

総括・進行管理

応急対応期
（前半）

災害廃棄物等の推計

市民周知・啓発

支援受入れ

支援要請

事業系ごみの指導

問合せ対応

応急対応期
（後半）

復旧・復興期

経理・国庫補助

広域的な処理・処分

廃自動車対応
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○がれき担当の時期別の対応内容 

 

  

時期 業務 必要な人・資機材 支援を求める外部委託先 してほしい内容

防災士

作業員

救助活動ができる人 救助活動

クレーン車 リース業者

仮置場監視員、受付 ボランティア

重機及び重機オペレーター
県産業資源循環協会会員の業
者

重機による産廃物の仕分け

バリケード（ロープ等）

粉塵対策用の水（散水機具）

仮設トイレ

ユンボ 建設業者 重機の調達

看板（仮置場だけでなく分別の看板
も）

看板業者 看板作成、設置

産廃業者 分別、保管のアドバイス及び判断

職員 受付、運営管理

自治会 受付、運営管理

環境配慮・対策 看板

トラック、ユニック、アームロール

一般廃棄物許可業者 一般廃棄物許可業者 収集、運搬

危険物取扱専門業者 分別、保管のアドバイス及び判断

トラック、ユニック、アームロール

専門業者、職員 県職員、市町村職員 収集、運搬

専門家

破砕機、重機 土木建築業者

大型車両（ダンプカー、トラック） 土木建築業者

建築関係者 安全性の見定め、解体作業

運転者

土木・建築系の民間事業者 消防

ボランティア 収集運搬業者

トラック、バックホウ、ダンプ

ボランティア、建設業者 ボランティア、建設業者 収集、運搬

消防団員
分別して収集・運搬、写真撮影、
情報収集

平ボデートラック、軽トラック

家電リサイクル法対象製
品

指定引取り業者 リサイクルの可否判断

環境モニタリング コンサル（委託）

バックホウ、ダンプ

ボランティア、建設業者 ボランティア、建設業者 収集、運搬

建設関係部署 計量、撮影、分別

破砕機、重機 土木建築業者

大型車両（ダンプカー、トラック） 土木建築業者

建築関係者 安全性の見定め、解体作業

運転者

専門家

業者

トラック、散水車 建設業者 散水、見張り

建設業者 建設業者

産廃業者
中間処理、リサイクル業者への搬
出、最終処分場への搬出

バックホー 建設業協会

建設業者、処理業者 旭鉱石

処理施設

トラック、ユニック、ダンプ

職員

4WD車

職員、専門家 県、市町村職員、委託先 収集、運搬

委託業者 土砂等の撤去、運搬

建設業者

解体委託業者 廃車処理、運搬、プレスなど

自動車解体業者 車両撤去、処理

建設業者 解体、選別

バックホー

アスベスト対策 専門コンサルタント
産業資源循環協会、石綿～～
～協会

空気中のアスベスト含有量調査等

二次仮置場の設置 委託業者

委託業者

地元解体業者 工務店等 被災住宅等の解体、撤去

初動期

がれきの撤去・運搬

集積所の調整

一次仮置場の設置

一次仮置場の管理運営

腐敗性廃棄物対応

有害物・危険物等の対応

応急対応期
（前半）

アスベスト対策

がれきの撤去・運搬

土砂混じりがれきの対応

被災家屋の解体・撤去

腐敗性廃棄物対応

応急対応期
（後半）

アスベスト対策

がれき処理・リサイクル

家電リサイクル法対象製
品

環境モニタリング

土砂混じりがれきの対応

廃自動車対応

被災家屋の解体・撤去

被災家屋の解体・撤去

復旧・復興期
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○収集運搬担当の時期別の対応内容 

 

 

 

 

  

時期 業務 必要な人・資機材 支援を求める外部委託先 してほしい内容

職員 一般廃棄物収集運搬許可業者 収集、運搬

事務員２名、作業員6名

候補地リスト

パッカー車、ごみ収集車 許可業者、庁内

消防団員
普段収集している業者のサポー
ト、肩代わり

分別表示看板

ブルーシート

鉄板

一次仮置場の管理運営 受入リスト

ごみ収集作業員 徳島県産業廃棄物協会 収集、運搬

ボランティア収集員

応援職員

トラックドライバー 町内を巡り、ごみ種別に回収

ごみ収集車

広報経験者

広報車

業者

車

事業系ごみの収集 業者

情報収集 車

ダンプ、トラック

重機を扱える方、ボランティア 他自治体（総務・広報）
災害規模に応じたボランティアを
広報にて募集

業者

し尿運搬業者、収集車

バキュームカー

許可業者 し尿収集許可業者 車両調達、収集、運搬

業者 し尿収集業者
各戸のし尿収集、仮設トイレのし
尿収集、収集計画の策定（市町と
の協議）

パッカー車

職員、許可業者

業者 地元収集業者
パッカー車やダンプによる生活系
ごみの収集運搬

パッカー車、ダンプ

作業員6名

収集車3台

家電リサイクル法対象製
品

旭金属

災害ボランティア 回収、片付け、運転

ダンプ、トラック

収集業者、行政 動物の死骸の受付、回収、運搬

許可業者

業者 岸メディカル 町内を巡り回収

許可業者1社

事業系ごみの収集 収集業者 徳島県産業廃棄物協会 収集、運搬

アスベスト対策 建設業者

環境モニタリング 業者 環境測定

広域的な処理・処分 職員

トラック、ユニック 機材の調達、収集、運搬

自衛隊 防衛省
自衛隊保有車両による勝手仮置場
等の収集運搬

大型トラック

許可業者

産廃業者

二次仮置場の設置 分別表示看板

重機 建設業者、解体業者 機材の調達、収集、運搬

職員、業者 建設業者、解体業者 機材の調達、収集、運搬

人員4名

ブルーシート

高圧洗浄機

消火器

温度計

家電リサイクル法対象製
品

家電リサイクル指定業者 仮置場から回収

許認可手続の整理 職員、業者

職員、業者

コンサル デジタル化

事務員２名

運搬業者

自動車メーカー 引き取り

有害物・危険物等の対応 ガス等G引取り業者 引き取り

初動期

集積所の調整

生活ごみの収集

一次仮置場の設置

災害ごみの収集

市民周知・啓発

死犬猫等の回収

応急対応期
（前半）

がれきの撤去・運搬

し尿の収集

生活ごみの収集

災害ごみの収集

死犬猫等の回収

応急対応期
（後半）

腐敗性廃棄物対応

被災家屋の解体・撤去

事業系ごみの収集

災害ごみの収集

復旧・復興期
思い出の品等の対応

廃自動車対応
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○施設等担当の時期別の対応内容 

 

 

  

時期 業務 必要な人・資機材 支援を求める外部委託先 してほしい内容

集積所の調整 民生委員 写真撮影、リストアップ

仮置場管理人 警備会社 分別指導、置場の案内

職員

メーカー

コンサル会社 計画書、マニュアルの作成

警備会社
交通誘導、交通ルートの協議、不
法投棄対策

散水車 国土交通省 散水車の準備、運転

仮置場管理人
整理、防犯の観点からできれば常
駐で配置

仮置場候補地

ごみの分別に詳しい人、ごみ行政実
務経験者

ビニールシート

支援受入れ 連絡調整

清掃工場等の稼働

し尿の収集 他衛生組合

被害状況の把握 委託業者

し尿収集事業者６業者 し尿の収集

し尿収集車6台

鉄板、ブルーシート、洗浄機 取り扱い業者

重機オペレーター 建設業協会加入業者等

家電リサイクル法対象製
品

ボランティア 一般、他市町村 積み下ろし補助、交通誘導、受付

環境モニタリング 専門家

環境配慮・対策 適正な分別ができる職員 一般ボランティア 回収、分別積み込みなど

他市町村職員2名 業者との連絡調整

収集事業者 廃棄物の処理

ダンプ

産廃関係課職員 焼却場を管理している部署
一般ごみのの受入（余裕があれば
災害ごみも）

元職員 元職員 稼働に向けた準備

作業員 廃棄物の処理

腐敗性廃棄物対応 産廃業者

危険物取扱責任者

業者

運搬担当者

作業員 廃棄物の運搬

重機

仮設処理施設の整備 建設、運転、管理経験者 管理業者

公社

収集事業者 がれきの破砕、搬出

重機

仮置場管理人、警備会社 運営（受付、指導、整理）

一次現場の状況を知る担当者 一次仮置場をつくった業者等

県 徳島県
事務委託により二次仮置場の設
置・管理・運営

レッカー車

車を査定する人 車の整備士 廃車の有無の判断

がれき処理・リサイクル 委託業者
県（産廃と区別がつかないも
の判断）

運搬、リサイクル業者への搬出

仮設処理施設の整備 委託業者

許認可手続の整理

広域的な処理・処分 県、協会等団体

委託業者

処分業者 産廃業者 処理が困難なゴミの最終処理

処理業者

思い出の品等の対応

一次仮置場の管理運営

一次仮置場の設置

応急対応期
（前半）

し尿の収集

一次仮置場の設置

広域的な処理・処分

清掃工場等の稼働

有害物・危険物等の対応

応急対応期
（後半）

復旧・復興期

がれき処理・リサイクル

最終処分

二次仮置場の設置

廃自動車対応

最終処分
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(２)ワークショップ③：関係者との情報共有・平時にしておくべきこと 

ワークショップ①②を踏まえ，住民への広報を想定し，初動３日目時点での「住民に広報して

おくべき重要事項」の検討結果について，また，災害廃棄物処理を円滑に実施するために「平時

に準備しておくべきこと」の検討結果は，次のとおり。 

図表 89 関係者との情報共有・平時に準備しておくべきこと 

班番号 
３日目時点での情報共有しておくべきこ

と 
平時に準備しておくべきこと 

１ 

仮置場の場所，受入日時等 

持ち込んではいけないもの，分別方法 

生活ごみ収集中止，開始予定 

仮置場の候補地選定 

災害時使用の分別看板，チラシ案の作成 

関係部署（業者含む）との連携 

２ 

処理施設の稼働状況 

ごみの分別方法 

ごみの収集方法（最初は搬出禁止など） 

問い合わせ先 

ワークショップを含めた職員研修 

関係業者や部署との緊急連絡体制の構築 

仮置場の選定 

３ 

仮置場の場所 

仮置場開設日時 

分別方法 

仮置場の選定と運営方法（他の用途との調

整） 

災害時の分別広報の準備 

各期の取組み想定 

４ 

収集方法 

仮置場の場所 

時期（いつから） 

仮置場予定地の現状確認（使用可能か不可

か） 

災害時の職員の役割分担を決める 

外部機関との連携確認 

５ 

行政が置かれた状況を伝える 

どのような状態（タイミング）で収集する

のか収集方法を伝える 

受入れ品目の条件，時間，場所を伝える 

仮置場の確保 

専門分野・業者との協定 

常日頃からの整理整頓の周知 
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３.有識者の講評 

多くの意見や知恵が出て，大変良いワークショップになったと思う。以下，気づいたことを述

べる。 
 

〔生活ごみの回収対応について〕 

災害時には，生ごみの回収は停止すべきではないと思うが，ペットボトルや缶・びん，紙など

の資源ごみの回収を停止し，資源ごみ回収業者を生ごみの回収業務にまわすとよい。ただし，災

害経験のある熊本市や宇和島市によると，回収停止は２週間が限度とのことである。それ以上回

収停止期間が延びると，被災が小さい地域から苦情が多く寄せられる（特に水害時は被害が大き

い地域と少ない地域の被害格差が大きい）。５班の発表にもあったが，回収停止期間は２週間を目

途と考えていただくといい。 
 

〔広報周知について〕 

広報内容を考える際には，住民が知りたいことは何かという視点で検討することが重要である。

また，平時から住民とワークショップを実施することも検討いただきたい。資料の最後に掲載し

ている，国立環境研究所の「災害廃棄物プラットフォーム」には，住民への啓発・広報のページを

用意し，災害ごみについての動画を見ることができるので，活用して欲しい。住民からは，特に

仮置場についての問い合わせが多いため準備をしておく必要がある。 
 

〔仮置場の確保・運営について〕 

仮置場候補地の選定はこれからという自治体が多いようである。ただし，候補地が自衛隊のヘ

リポートや仮設住宅用地など，他の用途と被ることもあり得るが，諦めないことが肝要である。

自衛隊は時期がくれば撤退するので，それを踏まえて検討すればよい。 
委託業者，特に産廃業者の顔が見えていないとの印象を持ったので，今後は，協定締結を見据

え，是非とも顔の見える関係を築いていただきたい。 

災害廃棄物が多量に積まれている絵はマスコミに触れられやすく，対策として自衛隊が投入さ

れる場合があるが，そのような事態に至らないよう，最初から自衛隊を当てにすることのないよ

う，しっかり初動対応をしていただきたい。 
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４.参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 90 所属 

 

図表 91 参加時の立場 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，約９割が「そう思う」「ややそう思う」と回答

した。 

図表 92 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度は９割が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 93 有識者による講義の理解度 

 

図表 94 有識者による講義の満足度 

 

  

8.7% 87.0% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

県 市町 一部事務組合 その他

65.2% 4.3% 30.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

参加者 見学者 事務局・担当

66.7% 22.2% 5.6%5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=18

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

43.5% 56.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

40.9% 50.0% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 徳島県からの報告 

徳島県からの報告の理解度については，参加者の９割が理解した（「理解した」+「やや理解し

た」）と回答し，満足度は参加者の８割が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 95 徳島県からの報告の理解度 

 

図表 96 徳島県からの報告の満足度 

 

ウ ワークショップ①業務の全体像（対策カード） 

ワークショップ①の業務の全体像（対策カード）の理解度については，参加者の全員が理解した

（「理解した」+「やや理解した」）と回答し，満足度は参加者の85％が満足した（「満足した」+「や

や満足した」）と回答した。 

図表 97 ワークショップ①業務の全体像（対策カード）の理解度 

 

図表 98 ワークショップ①業務の全体像（対策カード）の満足度 

 

  

43.5% 52.2% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

27.3% 54.5% 18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

47.6% 52.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=21

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

40.0% 45.0% 15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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エ ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有 

ワークショップ②の人員・資機材の確保検討と関係者との情報共有，平時の備えに関する理解

度については，参加者の95％が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回答し，満足度も同

様に，参加者の90％が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 99 ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有の理解度 

 

図表 100 ワークショップ②必要な人員・資機材，関係者との情報共有の満足度 

 

(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「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」の回答が多かっ

た。 

図表 101 研修に参加して良かった点は何か 

 

  

50.0% 45.0% 5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

42.1% 47.4% 5.3%5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=19

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

73.7%

68.4%

52.6%

42.1%

26.3%

26.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=19
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(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「災害廃棄物処理の体制・

指揮命令系統」が最も多く，「仮置場」，「他機関・ボランティアとの協力・支援体制」が続いた。 

図表 102 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か 

 

(６)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「市町村と廃棄物関係

団体・企業の連携強化」，「市町村内部の関係部署間の連携強化」，「県と市町村の連携強化」の回答

が多かった。 

図表 103 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か 

 

84.2%

31.6%

52.6%

31.6%

42.1%

15.8%

31.6%

10.5%

36.8%

73.7%

26.3%

5.3%

21.1%

21.1%

5.3%

5.3%

31.6%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他
N=19

30.0%

65.0%

60.0%

45.0%

70.0%

10.0%

20.0%

15.0%

55.0%

15.0%

5.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=20

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等
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(７)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，参加者の70％が「適切である」と回答した。 

図表 104 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，「１年に２，３回程度」が50％，「１年に１回程度」が50％の割合となっ

た。 

図表 105 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，「対面型で実施した方が良い」が70％，「オンライン型で実施したほうが良

い」が30％の割合となった。 

図表 106 実施方法について 

 

エ 実施対象者 

実施対象者については，86％の割合で「適切である」，14％の割合で「対象者を増やした方が良

い」と回答した。 

図表 107 実施対象者について 

 

 

  

70.0% 30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

適切である 改善の余地あり

50.0% 50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度 その他

60.0% 30.0% 10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=20

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他

85.7% 14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=21

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い
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オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 108 配布資料について 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，２点指摘された。 

図表 109 研修についての課題や改善点等についての意見 

 

・聞くだけでなく，学んだことを活かして作業を通じて身につけることが重要。 

・災害時には職員の取り合いになるので，危機管理部局や建設部局も一緒に考えて欲しい。 

 

(８)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容」，「仮置場の選定，

設置・運営」,「関係団体，事業者等との連携」，「避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策」，「住

民等への広報」の回答が多かった。 

図表 110 今後扱うテーマについて希望するものは何か 

 

 

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=21

適切である 改善の余地あり

36.8%

10.5%

26.3%

10.5%

26.3%

21.1%

10.5%

21.1%

31.6%

5.3%

5.3%

21.1%
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災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=19
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(９)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイ

デアや要望 

図表 111 モデル業務についてのアイデアや要望 

 

・図上演習と仮置場実地訓練。 

・国費を受けるための書類作成には写真がとても重要なことから，できればアプリを開発して

画像さえ撮れれば簡単にアップできるようなものを作って欲しい。 
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５.成果と課題 

(１)成果 

今回の図上訓練の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認（処理計画の必要性の確認） 

イ 災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の確保（平時の準備・外部支援（受援）の必要性

の確認） 

ウ 住民への広報活動を通して，３日後の時点で対処しておくべき重要事項の確認 

ア  災害廃棄物処理に係る業務の全体像の確認（処理計画の必要性の確認） 

○事前ワークを通して，豪雨災害時の記録からそれぞれが重要だと思うことを理解した上で研

修に参加した。 

○有識者の講義を通じて，初動対応の全体，計画の見直しの必要性など，担当者としておぼえて

おくべきことの理解が深まった。 

○ワークショップ①の対策カードを用いて，災害廃棄物処理に係る約40の業務内容を確認し，

時系列での対応順位について振り分けることができた。 

イ  災害廃棄物処理に必要な人員・資機材等の確保（平時の準備・外部支援（受援）の必要性

の確認） 

○ワークショップ②において，それぞれの対策カードに対する必要な人員と資機材の内容につ

いて検討・整理ができた。 

○加えて，必要となる人員，資機材の確保先と，してほしい内容について検討・整理できた。 

ウ  住民への広報活動を通して，３日後の時点で対処しておくべき重要事項の確認 

○ワークショップ③において，住民への広報を想定して，発災３日後時点での対処しておくべ

きことを理解した上で，災害廃棄物処理対応について住民に広報しておくべき事項について

検討・整理ができた。 

エ  その他の成果 

○ワークショップ全体を通して，「平時に準備しておくべきこと」について検討・整理ができた。 

○参加者アンケート等を通して，「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」などの危機意識を再確認することができた。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 参加者アンケートで「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」との回答を参加者の74％

が選択しており，自組織での準備不足に関する対応が必要である。 

 参加者アンケートで，自組織の問題として「体制・指揮命令系統」，「仮置場」，「他機関と

の協力・支援体制」について指摘しており，その具体的な対応が必要である。 

 今後希望する研修テーマとして「災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容」，「仮置場の
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選定，設置・運営」について選択されており，これらテーマとする研修継続が必要である。 

(３)次年度以降に実施する研修の例 

参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修としては次のものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得 

・全体像を理解するための「有識者による講義」（リモート可） 

・初動対応能力を習得するための「図上訓練（シナリオ型訓練）」（集合） 

 

○ノウハウを習得すべき特定テーマに特化した研修 

・仮置場の開設運営の研修（量推計，レイアウト，人員配置等の検討）（リモート可） 

・「損壊家屋撤去」，「災害報告書の作成・査定対策」等に関する「講習」（リモート可） 

 

○県・市町村間の連携強化・特定地域の強化対応 

・広域連携体制構築を想定した「支援要請と受援準備」の図上訓練（集合） 

・特定エリアの自治体を対象とした「仮置場の設置運営等の実地訓練」（実地） 
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 香川県 

１.研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

○初動時の実務手順の確認及び関係団体との連携 

 発災直後の体制構築と必要な支援内容の共有 

 初動時の実務対応・関係団体との連携 

イ 実施日時，場所 

日時：令和４年１月13日（木）10：00～16：00 

場所：ウェブ会議システム（Zoom） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 112 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 挨拶（環境省 中国四国地方環境事務所四国事務所） 

10：05 講義 
国立環境研究所 客員研究員 高田光康 氏 

「災害廃棄物処理の初動と連携について」 

10：35 実施内容の説明 

本研修の進め方 
図上訓練「初動時の実務手順の確認及び関係団体との連

携」の概要説明 
11：00 図上訓練（午前の部） 午前の部の実施 
11：55 申し送り等 午後に向けた申し送り 
12：00 休憩  
13：00 実施内容の説明 午後の進め方 

13：10 図上訓練（午後の部） 午後の部の実施 

14：30 申し送り等 振返りに向けた申し送り 

14：35 休憩  

14：45 振り返り内容の説明 振り返りの進め方 

14：50 振り返り 

【振り返りテーマ①】初動対応を迅速に実施するための平

時の対応（準備） 

【振り返りテーマ②】テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理

計画に反映すべき内容 

15：30 発表 各班の検討内容の発表 

15：45 講評 有識者からの講評 

15：55 閉会 挨拶（香川県）／アンケ―ト等の記入・提出依頼 

(３)出席者 

研修は，県内の市町職員，一部事務組合，県関係部局，関係団体に参加を呼びかけ，37名の参加

があった。 
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図表 113 参加者内訳 

属性 人数 

市町 

高松市，丸亀市，坂出市，観音寺市，さぬき市，東かがわ市，三豊市，

土庄町，小豆島町，三木町，直島町，宇多津町，綾川町，琴平町，多

度津町，まんのう町から計25名 

一部事務組合 
香川県東部清掃施設組合，小豆地区広域行政事務組合，中讃広域行政

事務組合，坂出，宇多津広域行政事務組合から計５名 

関係団体 
公益社団法人香川県浄化槽協会，一般社団法人香川県環境保全協会，

社会福祉法人香川県社会福祉協議会から計３名 

香川県 廃棄物対策課，危機管理課から計４名 

(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 114 事前ワークの内容 

１．１月13日(木)の研修の参加に当たって，事前に下記の豪雨災害の記録を一読ください。 

① 対象：香川県ご担当者 

「平成30年７月豪雨愛媛県における災害廃棄物処理の記録」 

（令和３年３月，環境省中国四国地方環境事務所・愛媛県） 

下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

  ・第１章第２節 基本機能別の課題 

  ・第２章第４節 １.県の体制 

  ・第２章第４節 ４.関係機関との連携・協力体制 

  ・第２章第５節 災害廃棄物の処理 

  ・第２章第６節 災害廃棄物仮置場の選定・確保 

  ・第２章第７節 被災者への対応及び情報発信，ボランティア活動 

② 対象：県内市町ご担当者 

「平成30年７月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」 

（令和３年３月，環境省中国四国地方環境事務所・広島市） 

○概要版 概要版は豪雨災害対策の全体像が整理されていますので，御一読ください。 

○本編  

記録誌本編の下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

 ・第１章 ５廃棄物処理施設等の被害状況の確認 

 ・第２章第２節 ３関係機関との連携・協力体制 

・第２章第９節 ２.１土砂等の撤去に関する市民への広報 

 ・第２章第９節 ３.１被災家屋の解体・撤去に関する市民への広報 

 ・第２章第13節 ボランティア活動 

・第３章第２節 災害廃棄物処理の今後の課題 

２．同資料を読んでいただき，各自が「重要だと感じた点や課題」を３つ程度に絞り，箇条

書きにしてください。 

(５)講義の概要 

図上訓練の実施に先立ち，参加者が図上訓練を実施するために必要な知識を習得するための講義

を行った。講義は，国立研究開発法人国立環境研究所 高田光康客員研究員より，「災害廃棄物処理

の初動と連携について」として講義いただいた。 
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(６)図上訓練 

ア 図上訓練の実施概要 

(ｱ)図上訓練の概要 

大規模な水害が発生することを想定し，被災市町が災害廃棄物処理を行うための発災直後の初

動時の実務手順の確認及び関係団体との連携を中心に実施した。全市町は被災自治体とし，市町，

関係団体，県がそれぞれの対応を実施した。 

図上訓練では，「大規模災害時における四国ブロック災害廃棄物対策行動計画(平成30年３月災

害廃棄物対策四国ブロック協議会）」や協定締結関係団体との実施要領で定める様式を使いながら，

以下の訓練を行った。 

 【午前】組織体制・指揮命令系統，情報収集・連絡，住民等への広報 等 

 【午後】仮置場，協力・支援体制，住民等への広報 等 

(ｲ)図上訓練の前提条件 

平成30年７月豪雨における広島市程度（市：１／３，町：１／10）の被害が発生したと想定した。

なお，当災害廃棄物処理に関するリモート訓練であり参集を目的とした訓練ではないため，全て

の災害廃棄物担当職員は参集できており，庁舎被害もなく，廃棄物担当の体制が整っているとい

う前提とした。 

イ 図上訓練の実施手順 

図上訓練は，香川県及び中国四国地方環境事務所四国事務所と協議の結果，最も参加者が使用

可能なウェブ会議システム（Zoom）を活用して実施した。各執務室から参加する参加者は，ウェブ

会議システム（Zoom）の機能により３班に分けた。実際の災害時の連絡手段を想定し，メールを用

いて連絡や報告を行った。 

午前の部・午後の部共通の訓練シナリオをもとに，コントローラーの進行によって訓練を進め

た。また，シナリオに記載のない事項を状況付与し，付与された状況に対する対応策も検討した。 

図表 115 訓練シナリオ 
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(ｱ)図上訓練（午前の部） 

「香川県災害廃棄物処理計画（改定版）」を基に，初動対応を中心に訓練を実施した。水害発生

時は洪水が発生する前の準備段階からの対策が重要であるため，大雨洪水警報の発表時から始ま

り，訓練中に洪水害，土砂災害が発生するシナリオとした。手順は以下の通り。 

１）組織体制・指揮命令系統 

２）全般的な被災状況の把握 

３）一般廃棄物処理施設の被害状況等の把握 

４）住民等への啓発・広報 

(ｲ)図上訓練（午後の部） 

午後の部は応援要請を中心に実施した。香川県と協定を締結している公益社団法人香川県浄化

槽協会，一般社団法人香川県産業廃棄物協会，一般社団法人香川県環境保全協会の３団体は，災害

時における連絡体系を定めており，指定の様式を用いて応援要請を行った。加えて，ボランティア

との連携の観点から，社会福祉法人香川県社会福祉協議会との応援要請の手順を実施した。手順

は以下の通り。 

５）仮置場の選定 

６－１）応援要請の実施（公益社団法人香川県浄化槽協会） 

６－２）応援要請の実施（一般社団法人香川県環境保全協会） 

６－３）応援要請の実施（社会福祉法人香川県社会福祉協議会） 

６－４）応援要請の実施（一般社団法人香川県産業廃棄物協会） 

７）住民等への啓発・広報 

図表 116 災害時の支援受入に係る連絡体系 

〇公益社団法人香川県浄化槽協会 〇一般社団法人香川県環境保全協会 

〇一般社団法人香川県産業廃棄物協会 
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(７)研修の様子 

〇開会挨拶 〇有識者による講義 

〇図上訓練の様子（Ｂ班） 〇図上訓練の様子（Ｃ班） 

〇振り返りの様子（Ａ班） 〇全体写真 

〇有識者の講評 〇閉会挨拶 
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２.研修の結果 

(１)図上訓練（午前の部） 

各市町の住民等への広報内容（手順４）の検討結果は次のとおりであった。 

図表 117 住民等への広報内容の検討結果 

〇自治体Ａ 〇自治体Ｂ 

 

 

(２)図上訓練（午後の部） 

各市町の住民等への広報内容（手順７）の検討結果は次のとおりであった。 

図表 118 住民等への広報内容の検討結果 

〇自治体Ｃ 〇自治体Ｄ 
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(３)振り返り 

本日の講義，図上訓練を振り返り，「【テーマ①】初動対応を迅速に実施するための平時の対応（準

備）」，「【テーマ②】テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理計画に反映すべき内容」，について各班に

おいて議論を行った。 

振り返りの際は，Ｃ班の参加者をＡ班とＢ班に割り振り，２班で検討を実施した。各班のコント

ローラーが進行し，発言内容のメモを行った。各検討テーマにおける特に重要な事前の取組５項目

は以下のとおりである。 

ア 【テーマ①】初動対応を迅速に実施するための平時の対応（準備） 

図表 119 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・発災直後の広報について，伝えるべき点に迷った。 

・外部の関係団体（特にLGメール対象以外）へのメールに当たって上司の承認が必要。

迅速な手段の準備と，事前に連絡方法について情報共有が重要。 

・対応すべき内容の順序を整理することが難しかった。広報内容について悩んだ。 

・計画で細かな担当者（分担）を定めていないため，年度ごとに担当者を定めておくと

よいと感じた。迅速な被害状況の把握が重要。 

・一時仮置場以外の集積場について，平時から対応を準備しておく必要があると感じた。 

・外部メールが問題なく届くか予め確認しておく必要がある。また，FAXなど他の手段も

準備が必要と感じた。 

・リモートであると周りの状況が見えにくい。本来であれば分別に関する協議・情報共

有なども必要と感じる。 

・被災のない地区の生活ごみ，避難所からのごみの処理も必要。量の確認も必要。 

・被害状況のみでなく，他の情報共有も必要であると感じた。 

・焼却施設が１か所であるため，町と協力して対応方法を検討する必要がある。 

・メールでのやり取りは手間がかかった。会員企業に対する連絡手段を予め決めておく

必要がある。詳細な支援内容については別途打ち合わせ等が必要になると思われる。 

Ｂ班 

・普段の執務室と異なる環境で訓練を行ったため，思うような連絡が出来なかった。急

に様々な指示が来るため，あらかじめ準備することが重要だと感じた。複数のことに

同時に対応する必要があるため，事前の準備が重要だと感じた。 

・計画にも記載されている職員の育成が重要。市の職員だけで対応することが出来るよ

うな訓練などを通して準備しておく。 

・慌ててしまい現場の状況確認がおろそかになった。広報は事前に様々なパターンを想

定しておかないと即座に対応できないと感じた。 

・広報の内容を事前に考えて整理しておく必要がある。連絡体制を重視していなかった

が，災害時の連絡先として定期的に更新することが必要。 

・web会議システムの活用により，直接やりとりが難しいケースでの対応として貴重な

経験ができた。また，広報は状況付与も加味して住民の皆様に安心を与えるような内

容を出せるかどうかに留意する必要がある。 

・災害廃棄物の分別を徹底して広報をしていかないと，後々大変になる。あらかじめ処

理施設と協議しておく必要がある。 

・あらかじめの準備が重要と感じた。仮置場の設置に関して，防災部局と連携して事前

に場所を検討しておく必要がある。 

・一般の方からのごみの受入れも含めた対応を決めていく必要がある。被災していない

地域からの通常ごみと被災している地域の災害廃棄物の取り決めの必要性を感じた。 

・協会と会員の災害時の連絡網がしっかりと確認できていないため，連絡体制を確立す

る必要があると感じた。 

・災害全般では，初動対応が最も重要となるため，職員の人数の少ない市町は受入れ体
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制，協定の見直しも必要。 

・訓練中はメールが多く，どの市町からどのような応援要請があり，協会からどのよう

な回答があったか等を把握しきれなかった。実際の災害時はメールだけではなく電話

での連絡もあるため，チェック項目を作るなど情報整理が出来るようにしていきたい。 

 

図表 120 特に重要と思われる５項目 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

①広報内容の事前準備 

②連絡方法について，組織ルールやシステム上の制約をあらかじめ確認 

③関係機関ごとの連絡手段を事前に共有しておく 

④施設の被害有無のみでなく，インフラ等を含めた被害状況の確認が必要（処理可能量

等について平時から共有） 

⑤事前に詳細な担当者（役割分担）を決めておく 

Ｂ班 

①災害廃棄物処理に関する事前準備 

②広報のフォーマットの作成 

③協定締結先との連絡体制の確認 

④環境部局以外の課との連絡体制・協力体制 

⑤仮置場候補地の設定と地権者との事前協議 

イ 【テーマ②】テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理計画に反映すべき内容 

図表 121 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・広報など，具体的な実施方法について明確にしておくことが必要（計画内とは限らず）。 

他部署との連携しながら，広報内容の例示，事例などを定めておく。 

・関係団体との連携。 

・様式a-７：地権者への確認が難しい。仮置場を増やすと同時に人員を配置できるよう

に手配する必要がある。足りなくなることを想定したうえで，他市町との連携や第２

候補などを決めておく必要がある。 

・計画に記載できない部分については，別途関係団体等と協議・申し合わせしておくこ

とが必要（マニュアルや覚書などの形で残しておく）。 

・計画内もしくは年度ごとに具体的な担当者を明示，本人が理解しておく必要がある。 

・協会会員企業とも平時から情報共有・準備しておけるとよい。 

・防災担当・建設部局等と平時から情報共有が必要。計画見直し時に記載することが望

ましい。 

・仮置き場の場所や，分別状況を確認し，対応の可否・助言が必要。 

・住民への広報内容については施設の稼働状況についても周知が必要。 

・広報や可燃物の処理，施設の運転計画を市町と共有しておく必要がある。 

・運搬車両・人材の確保（具体的な方策）が優先的な重要事項であると感じる 

Ｂ班 

・計画には大まかな流れを載せるイメージだが，災害時の対応は緊急性があり，多岐に

わたる。計画内に詳細な手続きや具体的な内容を記載しておくと災害時に役立つ。 

・計画の通りに職員が初動対応を出来ないため，職員の行動を示したマニュアルが必要。 

・危機管理部門や，市全体との連携（人員）を示したマニュアルが必要。 

・細かな人の動きや，他部局の動きも含めたマニュアルが必要。 

・計画とは別に災害廃棄物の処理行動マニュアルを作成している。町内外の連絡体制を

掲載しているが内容を把握できていないため，計画に盛り込んでいくことも検討する。 

・観光の町であるため首長の指示は，風評被害にも配慮したものになることを想定して

いる。幸いにも本町は廃棄物の収集を直営で実施しているため，臨機応変に対応でき

ると考えている。他方で，近々の災害対応状況にこれらを反映させたものとして計画

を見直ししていきたい。 

・行動マニュアルに具体的な対応を盛り込んでいく必要がある。 



81 

・職員の異動があっても対応できるように初動マニュアルの作成が必要。関係機関との

連携体制も重要。 

・計画に細かい内容を反映しつつ，マニュアルの作成も必要。県では行動マニュアルを

作成し各市町に共有している。マニュアルのひな型は各市町でカスタマイズできるよ

うにしているため，市町の事情を踏まえて個別具体の対応が出来るよう事前に準備し

ていただきたい。近年は風水害が多いため，それも踏まえて計画を改定する必要があ

る。民間団体連携様式のやり取りを実施してみて，今回の記載内容以外にも確認する

事項が多くあると感じた。災害時の緊急性の高い場合に県としてどこまで確認するの

かのバランスが難しい。 

 

図表 122 特に重要と思われる５項目 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

①市町・民間企業等との連携体制を明確にしておく 

②（組合）構成市町と平時から，分別・広報等について協議しておく。可能なら計画に

記載（文案なども定めておく）。 

③車両や人材の確保等について実効性のある内容を記載しておく 

④計画に記載できない部分は，実施要領・マニュアル等であらかじめ定めておく 

⑤体制（具体的な担当者，分担）について，計画等で定めておく 

Ｂ班 

①計画全体 人の行動や連携先とのやり取り等を細かく記載した内容に改訂 

②環境部局以外の関係部署との連携・分担 

③初動対応における協定締結団体との役割分担 

④誰でも理解できるタイムラインに対するチェックリスト 

⑤広報様式を各市町で用意し，計画にも反映 
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３.有識者の講評 

メールでのやり取りや様式の使用など，実際の災害時はこのような対応が求められるため，初

めて経験される方においては良い経験になったと思う。 

発表を聞いて，気づきや平常時の取組が必要との認識を深めていただけたと感じ，訓練を実施

した意義は大きいと思う。発表以外のやり取りの中で気づいたところをアドバイスしたいと思う。 

〔仮置場について〕 

まずは仮置場について。仮置場の選定をする中で地権者や管理者へ問い合わせをする際，一つ

目は，仮置場を使用する期間を条件として提示する必要がある。期間を提示しないと管理者は首

を縦に振らない。使用期間については，被災直後は自治体もわからないかと思うが，はじめに「何ヵ

月使用する」という前提を示しておく必要がある。 

二つ目は，仮置場を使用した後は現状復旧する旨を提示する必要がある。現状復旧については，

環境省の災害補助金で手当てができる。この二つの条件を提示したうえで仮置場としての使用の

許諾を得ることが基本である。 

〔ボランティアについて〕 

ボランティアについて。いくつかの市町からボランティアの要請の話が出ていた。ボランティ

アへの要請内容は，基本的には被災家屋からのごみ出しの支援，仮置場への運搬が一般的なもの

である。参加者のなかには，ごみの収集という内容を書いていた市町があった。ボランティアは

被災者を支援に来ているのであって行政の所掌を支援するのではない。被災家屋からのごみ出し

作業はボランティアの方々も気持ちよく行ってくれるが，行政の無償の労働力ではないためごみ

収集や仮置場での作業をボランティアに手伝ってもらうのはふさわしくない。行政が行政に支援

要請するか，業者に支援要請すべきものであるため認識しておいてほしい。 

仮置場にボランティアを張り付けて荷下ろしの作業手伝いをしてもらった事例が近年の災害で

ないわけではないが，非常に特殊な例である。基本的には，ボランティアは被災者支援として，

各家庭からのごみ出しと指定の場所まで運ぶということが災害廃棄物処理に係る役目である。 

〔首長からの指示への対応について〕 

状況付与にあった首長からの指示について，いくつかの市町は判断に異を唱えるようなリアク

ションをしたところがあったが，私はそれが正しいと思う。発表の中で，計画で分別をあらかじ

め決めておくという話があった。計画に掲載しておけば，首長が何を言おうが，計画で決まって

いるということを伝え，押し返すことができる。計画に反する指示があった場合は，計画を何の

ために作成しているのかということにもなる。 

自宅前道路や空き地に出されたものを収集運搬するのは，とても手間と費用が掛かる。また，

補助を申請した際に，なぜ計画で定められていない対応としたのかを必ず聞かれる。もし，査定

でその分がカットされれば，自治体の負担になり，非常に困ったことになる。そうならないよう

に，事前にルールを決めて，速やかに広報する。あるいは平常時から住民にルールを広報してお

くことが重要である。 

〔関係団体との連携について〕 

組合と自治体の関係について。Ａ班では話に出ていたが，非常に重要である。組合の構成市町

で災害廃棄物の分別区分がバラバラで，処理するのは一つの組合施設しかないとなると困ったこ

とになる。構成市町と組合で一般の廃棄物処理について協議する場があると思うが，その時に災

害廃棄物についても議論してある程度の決め事を作っておくことが重要である。今までしていな

いのであれば，ぜひ次回以降の協議の場で話し合ってほしい。 

〔研修全体に対する感想〕 

今日は，各市町一人二人の参加で大変だったと思う。実際の災害時には似たような状況になる。

また，皆さんが被災者になり出てこられない場合もある。その時にどうするか。職場にいるメン

バーで対応できるように，普段行っている業務をマニュアルや引継ぎメモなどにまとめて伝えて

おくことが重要である。 

災害にはあらかじめ備えておくことが最も大事。何もしていないところは，いざ起こったとき

に対応が非常に見劣りする状態になる。訓練に参加したことを，各自治体内で活かしてほしい。 

 

 



83 

４.参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 123 所属 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，８割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 124 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度は９割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 125 有識者による講義の理解度 

 

図表 126 有識者による講義の満足度 

 

 

  

12.1% 63.6% 15.2% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

県 市町 一部事務組合 その他

21.9% 62.5% 12.5% 3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=32

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

48.5% 51.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

54.5% 39.4%

3.0%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 図上訓練 

図上訓練の理解度については，８割以上が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回答し，

満足度は６割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 127 図上訓練の理解度 

 

図表 128 図上訓練の満足度 

 

(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」，「災害廃棄

物処理に対する危機意識が高まった」，「研修の重要性が分かった」の回答が多かった。 

図表 129 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

 

  

24.2% 57.6% 12.1% 3.0% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

21.2% 42.4% 24.2% 9.1% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

75.8%

87.9%

42.4%

21.2%

48.5%

18.2%

3.0%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=33
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(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「災害廃棄物に関する情報

収集・連絡」が最も多く，「他機関・ボランティアとの協力・支援体制」，「仮置場」，「災害廃棄物処

理の体制・指揮命令系統」が続いた。 

図表 130 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 

 

  

53.1%

65.6%

59.4%

12.5%

15.6%

6.3%

12.5%

12.5%

12.5%

56.3%

6.3%

9.4%

28.1%

15.6%

15.6%

50.0%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他 N=32
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(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題点や課題（具体的な内容） 

ア 講義で気づいた点 

有識者の講義により気がついた自組織の問題点や課題としては，初動対応の重要性，連携体制

の構築，住民への広報，平時の備え等に関することであった。 

図表 131 講義を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○初動対応の重要性 

 ・初動対応が円滑にいかなければ，後々の災害補助等に影響することは研修を通じて分かって

いたつもりであったが，再認識することができた。 

・初動対応における情報伝達等の重要性が認識できた。 

・初動対応時の「三重苦」（資源の制約，時間的制約，情報の混乱）への対処 

・災害廃棄物処理計画に沿った実務の重要性が認識できた。 

・災害廃棄物の初動対応の在り方 

・災害廃棄物処理の初動と各種支援の連携 

○連携体制の構築 

・協定の締結の実績はあるが，現状で活用できていない。 

・情報整理，他部署との連携が，計画では記載されているが，部署単位でしか記載がないため，

災害時に機能するのか課題です。 

・連携の相手は多いが，対応者は限定的なため，そのあたりを整理していきたい。 

・発災時における組織内の体制の確立や構成市町との分担協議，関係機関などとの協定など事

前に決定しておくことが重要だと感じた。 

○住民への広報 

・災害廃棄物の排出情報についていかに迅速に住民に伝えるかが重要。 

・災害の際の廃棄物の排出場所について，住民への周知ができていないため，市が広報する前

に指定する仮置場以外に災害廃棄物が排出される懸念がある。 

○平時の備え 

・平時でのできる限りの準備。想定が必要。それにより，発災後の職員のスムーズな行動が可

能になる 

・災害発生時の初動対応について，混乱した中で完璧な対応はできないが事前の備えが必要だ

と実感した。 

・情報収集や事前の準備対策(ボランティアさんの立場など) 

○仮置場の選定 

・仮置場については，候補地の選定は行っているが，最初の仮置場をどこにするかは決定して

おく必要があると思った。 

・災害廃棄物の片付けの際の集積場所，処理方法 

○準備不足 

 ・危機意識と事前準備 

・被災が少ないことによる経験の不足 

・災害発生後のごみ処理には初動が大切というお話であったが，本市においては，初期対応の

ための準備が不十分であると感じた。 

・被災自治体への積極的な支援…災害対応の経験につながる 

○その他 

・近所においてもいいという指示を首長が出した段階では，後戻りはできず，指示通り動かな

いといけない。その時点でどうこう反対するのは組織としておかしい，（問題があるなら）そ

れ以前の協議の段階で伝えるべき。 

イ 図上訓練で気づいた点 

図上訓練で気がついた問題点や課題は，情報収集や連携体制の構築，住民への広報，通信環境の

整備等があげられた。 
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図表 132 図上訓練を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○情報収集 

 ・市町等から寄せられる情報を整理するための準備 

・正確な情報の整理と把握 

○連携体制の構築 

・関係団体との連携 

・他組織との連携 

・迅速に関係機関への連絡する体制（方法等）が構築されていない。 

 ・とっさの場合の連絡体制等の迅速な処理 

・当市の被害状況の確認や他協定団体との連絡調整について現状把握するのに時間がかかるこ

とが分かった。 

・災害発生時の連絡体制が十分に準備できていない。 

・団体会員との連絡体制 

○災害時の庁内体制 

・発災時のマンパワーの不足 

・職員の人数が足りない 

○住民への広報 

・特に市民に向けた広報の難しさを感じた。 

・平時における災害ごみの広報の在り方，災害時の広報の在り方に課題を感じた。 

・住民への広報内容や対応方針については災害発生前にある程度決めておく必要があると感じ

た。 

・住民への広報手段が考え切れていない。 

・広報については，あらかじめ様式を作っていないと，伝えたいことよりも，わかりやすい様式

作成に時間が取られると感じました。 

○平時の備え 

 ・平時における処理計画の見直し 

 ・危機意識，事前準備と訓練 

○通信環境の整備 

・通信環境の整備 

・メール等を有効利用した迅速な連携と情報の共有 

・オンラインでの実施だったが，実際に災害が発生した場合，道路等が寸断されて，同様のやり

とりをしないといけないことも想定される。ケーススタディとしては非常に有意義なものと

考えている。 

・せっかくZoomで繋がっていたので，横のつながりでもう少し意見交換しながら訓練を実施す

れば良かったかなと思う。 

・メールの送受信やインターネットに一部制限をかけているため，１台のパソコンではメール

送受信や情報収集に時間がかかるため，全体的な見直しが必要である。 

・今回の研修では「一般廃棄物処理施設の被害なし」の想定で研修を進めたが，施設に被害がな

くても稼働に必要となるインフラの被害は十分に考えられるので，それらを想定した訓練等

も必要だと感じた。 

○訓練の難しさ 

・シナリオを提示されているにも関わらず，思うように対応できなかった。 

・状況付与がある中で，複数の事象を同時進行で情報をアップデートしながら対応していくこ

とに苦慮した 

・手順どおり進めていけばいいので，災害時の対応で参考にしていきたいと思った。ただ，災害

で発生した災害ごみの量を報告せよといった指示に対し，何を見て判断すればいいか等が不

明であったため，図上訓練時はアドバイザーを設けて指示を仰ぐ等の人がいればいいなと思

いました。また，配布している資料が膨大であったが使用しないものも多々あったため，そ

の辺りは整理してから研修に臨んでいきたいと思います。 



88 

(７)問２－３ 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと 

今回の研修を通じて計画や事前対策として最も反映すべきこととしては，マニュアルや様式等の

作成，連絡体制の構築等が挙げられている。 

図表 133 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと感じたことは何か 

○マニュアルや様式等の作成 

・県として求められる広報ひな型（広報誌，HP，SNS）の作成 

・発災時に実際使えるような，具体的な手順を記したマニュアル等の整備が必要だと感じた。 

・在課年数，災害対応経験の有無に関係なく，誰でもすぐに使えるようなわかりやすいマニュ

アルの整備が必要であると感じた。 

・災害はその初動においては，ボランティア・災害派遣など無い中で，職員全員が対応する必

要がある。そのための訓練を危機管理部門が主体となって，各部門作成の災害対応マニュア

ルのとりまとめや全職員対象の災害対応訓練など実施し，職員の知識の成熟が最も重要。 

・住民等への啓発・広報について，以前の研修でも感じたことですが早急に実施できるように

冊子を作成するなど対応したいと思いました。研修中に作成した広報（案）と他市自治体を

参考に実用性のあるものを作成したいと思います。 

・自組織の計画については大まかなものは定めているが，詳細な部分については見きれていな

かったため，各市町の災害関連の計画を見ながら自組織で取り入れた方がいい点等を見直し

ていきたいと思いました。 

・全体的な処理計画はあるが，実際の行動マニュアル的なものがないため，詳細な行動マニュ

アルの策定が必要である。また，廃棄物の処理は２市３町で構成する一部事務組合で共同処

理しているため，構成市町共同で行動マニュアル的なものが必要と感じた。 

・災害発生時の職員の細かい行動マニュアルが必要だと感じた。 

・ＢＣＰ等緊急事態時における計画は策定しておくべきであると感じた。 

・極力簡易で実行可能な連絡(伝達)方法を「ひな形」等で準備しておく。 

○連絡体制の構築 

・とっさの場合の連絡体制等の迅速な処理 

・平時からの関係機関との連携 

・事前に確認しなければならないところ，連絡しなければならないところなどの洗い出しが必

要であると思った。 

・災害発生時の連絡体制。 

・関係機関の名前はわかっても，連絡先（℡，Fax，メール）が，担当者しかわからない状況で

あり，具体的な連絡先（関係自治体，関係民間団体等）のリスト化が必要だと思いました。 

・会員との連絡体制 

○情報収集 

・情報整理のために，進捗管理表を作成していたが，短時間で大量のメールを受け取ったこと

もあり，収集がつかなくなりそうになった。 

・状況把握しやすい情報整理シートの作成 

・焼却施設の被害状況だけでなく，災害後の施設の運転計画や人員調整，関係機関との災害廃

棄可燃物の処理計画，構成町の広報における焼却施設についての情報提供（直接搬入の可否）

等 

○役割分担 

・事前に決めた役割分担に基づき，平時から関係職員間でシミュレーションする。 

・訓練を踏まえ，発災時に活用できるものに改善しなければならない。 

・職員配置や役割分担の見直し 

・平時から災害時における被害の想定の範囲を広げる 

○仮置場 

・災害発生後に住民が持ち込む災害ごみの仮置場は災害発生前に決めておく必要があり，なお

かつ，有事の際にはすぐに使用できるよう，平素から連絡手段の確立や運用方針の共有など

を行っておく必要があると感じた。 
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(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「市町村と廃棄物関連

団体・企業の連携強化」，「県と市町村の連携強化」，「市町村内部の関係部署間の連携強化」の回答

が多かった。 

図表 134 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 
 

  

40.6%

46.9%

53.1%

34.4%

56.3%

15.6%

12.5%

31.3%

40.6%

3.1%

12.5%

15.6%

0% 20% 40% 60%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=32

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等

・具体的な災害廃棄物の仮置場の場所やごみの排出（分別）方法 

・とにかく仮置き場の早期決定と周知。早く首長の決断を促しすぐ周知する。これに尽きる。 

・各市町との災害廃棄物の搬入についての取り決め（一般住民の直接持ち込み含む）。 

・一般搬入業者との災害廃棄物の搬入についての取り決め 

○平時の備え 

・平時から災害時における被害の想定の範囲を広げる 

・平時の備えが大切であることを認識した。 

○その他 

・事前ワークについては広島県の災害対応をざっと眺める程度であり，事前ワークをしたとい

う実感はなかった。 

・事前ワークが研修でどういった関わり方をしていたのかについてはあまり分からなかったた

め，事前ワークとの関りを深めていただいた方が事前ワークを熱心に取り組めると思った。 
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(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 135 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

○連絡先の整理 

・平時，緊急時の連絡網を整備し，災害時に速やかに連絡できるように備える。 

・候補地での仮置き場の設置・運営に関する具体的な手順・連絡先の整理 

・メール送信ルール（件名など）の整備と日常的な運用 

・市役所に関してですが，定期的な人事異動に伴い，担当者・関連団体のメンバーが大幅に変わ

るケースがありますので，誰が担当になっても災害時に対処できるような体制が必要だと感じ

ました。 

○連絡体制の確認 

・災害が発生した後でスムーズに連携できるように，訓練等で連絡先や連絡方法の確認等を実際

に行っておく必要があると感じた。 

・関係部署間での連携についても災害時を想定した実施訓練を行うなどして日頃から危機感を

もつことが必要だと改めて感じました。 

・災害時に迅速な情報共有を行うための準備，対策等 

・これまで自治体間の「連携」についてあまり重要視してきていなかった部分がある。関係部署

との連携も同じ。「連携」ついて今一度検討し，「連携」が上手くできるような訓練をしていき

たい。また，香川県では危機管理総局主導で災害訓練を実施しているが，手順の方法や連携を

確認する上から一緒に訓練に参加してはどうか。 

・実際に被災した時に，各所がパニック状態になる事が予想されますが，些細な事でも相談した

い場合に，すぐに連絡や対応がとれるのか不安である。 

○連絡方法の確認 

・今回メールでの図上訓練となったが，応援要請などで電話がつながらない場合など，現場の混

乱しているなかで，如何に連携していくかというのは参考になった。 

・迅速に対応できるよう連絡先，連絡手段等を決めておく 

・今回のメールでのやり取りでも問題となったが，ＬＧ回線とインターネット回線を分けている

関係で外部への連絡にひどく時間がかかるところは問題だと感じる。 

・会員企業との連携をどのような手段で連携をするかの検討が課題である。例えばメールでの連

絡の場合は，会員によってはインターネット環境でない場合もあるので，各会員の状況を確認

する必要がある。 

○関係団体との連携 

・今回の研修で応援要請の部分について実務調整があったが，現実的には民間事業者がどういっ

たことをやっていただけるのかが分かっていない。また，離島であるので，どういった支援が

受けられ，どの程度の支出を念頭に置いておかなければいけないのかといった判断基準等の情

報がほとんどない。 

・なかなか顔を合わせる機会がなく，関係機関との距離が遠く感じる。 

・連携を強化するためには，協議できることは事前にやっておくこと，また，可能であれば，事

前に協定を結んでおく等が必要であると感じた。 

・県と浄化槽協会の協定の内容で，会員企業に浄化槽の被災状況の確認作業を協力依頼する場合

があることの周知をする必要がある 

○様式の整理 

・県からの確認については，今回の訓練のような内容を確認されると思っているので，こういっ

た様式で回答しなければいけない等の様式があるのであれば提供していただきたいと思いま

した。 

○その他 

・災害の状況把握ができるまで，外部の支援は仕事が増えるため受入は難しいと思っていたが，

大都市の自治体は経験があるので入ってもらったほうが良いということが新しい発見でした。 
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(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，８割以上が「適切である」と回答した。 

図表 136 実施時期，時間について 

 
○「改善の余地あり」の内容 

・年度当初に研修を実施できると良いと思います 

・夏頃に全国的に災害が発生しているため，それより前の時期 

・この時期は予算の最終調整をしているので秋初め頃が望ましい 

・１月の研修は，他の会等と重なりやすく変更して欲しい 

イ 実施頻度 

実施頻度については，６割以上が「１年に２，３回程度」と回答した。 

図表 137 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，約４割が「対面型で実施した方が良い」，約４割弱が「オンライン型で実

施した方が良い」と回答した。 

図表 138 実施方法について 

 

 

○「その他」の内容 

・２回実施可能な場合，１・２両方実施した方が良いと思います 

・できるのであれば両方実施した方がよい 

・１回は対面，１回はオンラインが良い 

・対面の方がいいが，被災した場合を想定し，オンラインで実施研修今回のようなものも大変

意義があったと思う 

・両方良い面があるが，作業が入るのであればオンラインはやりづらい 

・オンラインの良さもあるが，操作の面で無駄やロスが多い 

・コロナ情勢その他を考慮し臨機応変でかまわない 

・状況に応じて適宜どちらにするか決定したほうが良い 

84.8% 15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

適切である 改善の余地あり

63.6% 33.3% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度 その他

39.4% 36.4% 24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他
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エ 実施対象者 

実施対象者については，８割弱が「適切である」，２割強が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 139 実施対象者について 

 
○「対象者を増やした方が良い」「その他」の内容 

・組織の上層部に対しても，災害廃棄物処理の重要性について認識してもらいたい 

・市町の危機管理部門担当課や処理施設等の担当課 

・町参加者は災害に関係する部署の職員も参加してもいいでしょうか 

・防災対策部局も含めたほうが良い 

・自衛隊，警察，県危機管理課，各市町防災担当課など 

・一部事務組合の場合，出番が限られる（特にオンラインの場合。） 

オ 配布資料 

配布資料については，８割以上が「適切である」と回答した。 

図表 140 配布資料について 

 
○「改善の余地あり」の内容 

・災害廃棄物処理に失敗した自治体の事例について，資料提供して欲しい 

・配布資料の送付が直前（前日）であった 

・配布時期が遅い。 

・当日配布資料がもっと早くほしかった 

・訓練シナリオは，主体別に分けて簡素化，記号には同ページに必ず凡例を。 

・今回の研修については資料が膨大であったが，使用しないものも多々あったため。 

・図上訓練の行動すべき内容が分かりづらい。訓練なので明確に行動を示して欲しい。 

例 (どこから)→メール/「○○○○○」の内容でメール→(どこに) 

カ その他 

・事前ワークには，参加者が拒否反応を起こさないような工夫をしてほしい。 

・研修は有意義だがしょっちゅうあっても困る。多忙で参加できない。 

・担当者が異動でよく変わるので，基本的なところを徹底するのでいいと考える。 

・実際に災害が発生した市町村において，発生直後に住民からどのような問合せが殺到し，どの

ように回答したか具体的に教えていただきたい。その回答により，あとあと問題になった事項等

も併せて教えていただきたい。 

・市町村は住民のさまざまな電話対応に時間をとられるため，住民の問い合わせに対する回答を

事前に準備しておきたい。（Q＆A）例えば，家屋倒壊したがどうすべきか→倒壊家屋の写真を撮っ

ておいてください。自分の敷地内に他人の車が流れてきた，まずどうするのか，代金は？等 

・発災時における初動対応やその後の対応は，市町と一部事務組合では全く異なることが多い。

対面式の研修であれば，構成市町などの動きなどを学べてかなり参考になるが，オンラインとな

ると，その動きも確認できないので，あまり参考にならなかった。 

75.8% 21.2% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い

81.8% 18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=33

適切である 改善の余地あり
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(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策」，「仮置場の選定，

設置・運営」，「関係団体，事業者等との連携」，「選別・処理・再資源化」との回答が多かった。 

図表 141 今後扱うテーマについて希望するものは何か（３つまで選択） 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

図表 142 中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望 

・重要度が高く今回の研修で課題と感じた市民への広報，伝達方法や表現について，より詳しく

取り上げていただければと思います｡ 

・今回，具体的かつ明確な事案として，「市民への広報」に対する対応が不十分であるとわかった

わけであるが，何か一つテーマを決めて検討するのも良いかもしれない。その際，例えば，市民

への広報であれば，広報内容の例示を示してくれるとありがたいし，今回のように，「市長」か

らこのような指示が出たらどうするのか，といった，あえて悩むような事案の方が良いと思われ

る。 

・災害廃棄物担当者が毎年変わる場合もあるので基礎的な災害廃棄物対応は毎年復習も兼ねて実

施していただきたい。 

 

  

15.6%

15.6%

31.3%

12.5%

37.5%

25.0%

9.4%

15.6%

34.4%

3.1%

31.3%

12.5%

9.4%

3.1%

9.4%

25.0%

15.6%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=32
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５.成果と課題 

(１)成果 

今回の図上訓練の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 発災直後の体制構築と必要な支援内容の共有 

イ 初動時の実務対応・関係団体との連携 

ア  発災直後の体制構築と必要な支援内容の共有 

○図上訓練を通じて，発災後の体制構築と必要な支援内容を確認した。 

○ウェブ会議システム（Zoom）とメールを活用したことで，実際の災害時と同様の連絡手段を体

験することができ，災害時の対応の難しさを認識した。 

○住民等への広報内容の検討から，対象別・時間別・媒体別の広報のフォーマット作成など，事

前の備えの重要性が確認できた。 

イ  初動時の実務対応・関係団体との連携 

○災害廃棄物処理の初動対応と災害廃棄物処理対応をめぐる連携について，有識者の講義を通

じて理解が深まった。 

○関係団体との連携において，協定で定めている様式を用いることで応援要請の流れを確認で

きた。また，連絡体系や様式における課題を把握した。 

ウ  その他の成果 

○ウェブ会議システムを活用した図上訓練は初めてであり，訓練等を通して災害に備えること

の重要性を認識した。 

○計画やマニュアルに記載していることと記載していないことを把握し，実際の災害時に行動

できるように，計画やマニュアル等の記載内容をより具体化することの重要性を確認した。 

○仮置場の選定にあたり，地権者や関係部局との平時からの調整の必要性を認識した。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 具体的な対応事項の記載が少ない現計画やマニュアルについて，初動対応時のタイムライ

ンを明確にし，いつ災害が起こっても対応が出来るような事前の準備が必要である。 

 関係団体と協定を締結し実施要領を作成しているが，今回の研修で初めて運用の検証がで

きた。報告の手順が多い等，図上訓練を踏まえた見直しが必要。 

 庁内や関係団体との連絡方法（連絡先，連絡手段）の確認が必要である。実際の災害時に

使用する電話やメール，ウェブ会議システム等の通信手段を平時から使用する必要がある。 
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(３)次年度以降に実施する研修の例 

本年度の研修の成果及び参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修方法としては次の

ものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得（リモートを想定） 

・全体像を理解するための有識者による講義 

・初動対応能力を習得するための図上訓練（シナリオ型訓練） 

・災害時の連絡手段を習得するための情報伝達訓練 

 

○ノウハウを習得すべき特定テーマに特化した研修（リモート／集合の双方を想定） 

・広報内容の検討に重点を置いた，広報のフォーマットの作成 

・仮置場の設置・運営に係る関係事業者との連携や役割分担に関する実地訓練 

・香川県内の地域内連携を中心とした図上訓練 
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 倉敷市 

１.研修内容の検討結果の概要 

(１)研修内容の検討の概要 

ア 研修内容の検討を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の事項を獲得することを目標として，研修内容の検討を行った。 

アクションカードに基づき，官民含めた具体的な役割分担を決定し，各分野において協議

して方針を決定し，具体的な作業のスタートを切るまでをロールプレイすることで，以下

の２点を達成することを目標とする。 

○発災時の初動期における市の体制構築及び関係機関との連携 

 関係者間での初期対応のイメージの共有と課題の掘り起こし 

 官民連携体制のさらなる強化 

(２)検討した研修内容の流れ 

以下のタイムスケジュール（予定）に沿って研修を行う場合を想定して，具体的な検討を行った。 

図表 143 図上訓練のタイムスケジュール（予定） 

時間 プログラム 内容 

13：00 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

13：05 説明 本日のタイムスケジュール等 

13：15 解説 
アクションカード（初動マニュアル）について 

（倉敷市より） 

13：20 解説 
平成30年７月豪雨振り返り 

（有識者より） 

13：35 説明 
図上訓練「発災時の初動期における市の体制構築及び関係機関との連

携」の進め方 

13：50 図上訓練 アクションカードを使った図上訓練 

15：00 休憩 ～休憩～ 

15：15 振り返り アクションカードの気づき・改善点 

16：00 発表 アクションカードの気づき・改善点 

16：30 講評 有識者からの講評 

16：45 アンケート アンケート記入 

17：00 閉会 閉会の挨拶（倉敷市） 
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(３)想定される出席者 

倉敷市及び岡山県のほか，災害廃棄物処理に係る民間の事業者や団体に参加依頼を行っていた。

第１回と第２回で異なる内容の訓練とし，特に民間の事業者や団体については，その内容に応じた

業種に参加依頼を行っていた。 

図表 144 想定される図上訓練参加者 

区分 内容 参加者 

第１回 

主に事業者による 
・仮置場までの収集運搬 
・仮置場の選定・設置・管理運営 
・災害廃棄物の処分 
（処理フローの作成，仮置場レイ
アウトの作成（優先レーン等の検
討含む），情報共有の方法の決定） 

プレイヤー 

・岡山県産業廃棄物協会 
・岡山県建設業協会 
・倉敷警備業協会 
・岡山県環境保全事業団 
・一般廃棄物収集運搬業許可業者 
・家庭ごみ収集運搬委託業者 

事務局等 
・倉敷市 
・環境省中国四国地方環境事務所 
・有識者 

第２回 

被災者及びボランティア等による 
・ごみ出し 
・仮置場までの収集運搬 
・効果的な広報等 
（分別方法の決定，重機ボラ等の
役割決定，情報の共有方法の決
定） 

プレイヤー 

・倉敷市社会福祉協議会 
・岡山NPOセンター 
・岡山県建築士会 
・岡山県 
・倉敷市 

事務局等 
・倉敷市 
・環境省中国四国地方環境事務所 
・有識者 

(４)想定される事前ワークの検討 

図上訓練参加者には，図上訓練対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き図上訓練の効果

を高めることを目的に，事前ワークを実施することが有効と考えられる。想定される事前ワークの

内容の検討結果は下記のとおりである。 

図表 145 想定される事前ワークの内容 

１ 倉敷市では，平成30年７月豪雨における災害廃棄物処理の課題の掘り起こしと経験の継承

のため，令和３年３月に「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」（以下「記

録誌」という。）を作成いたしました。 

このたびの図上訓練の参加にあたり，平成30年７月豪雨における各位の災害廃棄物処理対

応の振り返りをしていただきたいと考えております。 

つきましては，図上訓練に御参加いただく前に，記録誌の御確認をお願いいたします。 

「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」（環境省中国四国地方環境事

務所・倉敷市） https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37456.htm 

・特に確認いただきたい項目 

〇第２章 平成30年７月豪雨災害の概要 

〇第３章 第１節 災害廃棄物処理の概要 

〇第５章 災害等廃棄物処理事業の検証 

 

２．平成30年７月豪雨における災害廃棄物処理に関して，皆様が課題だと感じたこと，平時か

ら取り組むべきだと感じたことを３つ程度，箇条書きにして御記入ください。  

事前ワークの結果は，図上訓練開催前に事務局で回収し，ワーク「平成30年７月豪雨における災

害廃棄物処理に関して，皆様が課題だと感じたこと，平時から取り組むべきだと感じたこと」の回

答結果を参考に，有識者による解説等の内容を調整いただくことが想定される。 
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(５)想定される研修内容の説明 

ア 研修当日の説明 

検討した図上訓練に関連する内容について，以下のように説明を行うことが想定される。 

・「倉敷市災害廃棄物処理初動マニュアル（アクションカード）について」 倉敷市より 

・「平成30年７月豪雨振り返り」 有識者より 

イ アクションカードとは 

倉敷市災害廃棄物処理初動マニュアル（以下，アクションカード）は，平成30年７月豪雨の経験

と教訓を踏まえて作成された，「非常時における混乱期の初期対応を分かりやすく提示して，先読

み行動と進捗状況の管理を行うツール」である。概要は次のとおり。 

図表 146 アクションカードの概要 

※アクションカードとは 

 アクションカードとは，「非常時における混乱期の初期対応を分かりやすく提示して，先読

み行動と進捗状況の管理を行うツール」である。 

 平時の業務分担に関係なく，災害発生直後に割り当てられた担当者が，誰でも，速やかに，

同じ方向を向いて初動に移ることができるマニュアルである。 

 災害発生直後の定型化した行動の手順を，業務ごとに１枚のカードにまとめたものが「アク

ションカード」であり，これを活用することで，混乱時においても，判断を導き行動を促す

指示書として，作業の漏れを無くすことができるものである。 

 災害発生後初動期の対応として，重要な11事項がそれぞれ１枚のカードとしてまとめられ

ている。 

アクションカードの種類 

１ 災害対策部の立ち上げ ７ し尿処理 

２ 一次仮置場の選定 ８ 被災現場管理 

３ 一次仮置場の設置 ９ 総務・経理 

４ 一次仮置場の管理・運営 10 広報・住民窓口 

５ 災害廃棄物収集 運搬（通常収集） 11 ボランティアとの連携 

６ 災害廃棄物収集 運搬（特別収集）  

 

アクションカードの使い方       アクションカードの相関図 
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(６)想定される図上訓練の検討結果 

倉敷市において検討を行った図上訓練の概要を以下のように整理した。 

ア 図上訓練の検討結果概要 

(ｱ)図上訓練の概要 

アクションカードを用い，市や県だけでなく災害廃棄物処理に係る民間事業者・団体を含めて，

一緒に読み合わせを行いながら，その内容を確認していくことで，災害発生後の初動期における，

体制の構築の流れや，関係団体間の役割分担について，理解・認識を深める訓練を実施することが

想定される。 

(ｲ)図上訓練の前提条件 

■想定する災害の種類・規模 
平成30年７月豪雨と同様に豪雨災害が発生した前提で，災害廃棄物処理に必要な情報収集・伝

達や体制構築の図上訓練を行うことが想定される。 

平成30年７月豪雨では真備地区における被害が大きかったが，今回の訓練では玉島地区におい

て，「洪水ハザードマップ」の想定どおりの浸水域に河川が氾濫した前提とすることが想定される。 

■訓練を行う上での初期情報 
図上訓練は，この河川氾濫が生じた時点からスタートとし，災害廃棄物処理に関係する施設等

の被害状況は，コントローラーからプレイヤーに付与することが想定される。 

■プレイヤーの役割 
各プレイヤーは，原則現在の所属・役職で災害発生に対応する事項を，図上訓練でも実施するこ

とと整理した（一部役職等の相違あり）。 

■対象としたアクションカード 
図上訓練では，それぞれ以下のアクションカードについて，順に訓練を実施することが想定さ

れる。 

図表 147 図上訓練の対象となることが想定されるアクションカード 

（○数字は，アクションカードの番号） 

第１回 第２回 

①災害対策部の立ち上げ 

②一次仮置場の選定 

③一次仮置場の設置 

④一次仮置場の管理・運営 

⑤災害廃棄物の収集運搬（通常収集） 

⑥災害廃棄物の収集運搬（特別収集） 

⑨総務・経理 

①災害対策部の立ち上げ 

⑧被災現場管理 

⑩広報・住民窓口 

⑪ボランティアとの連携 
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■訓練進行用アクションカードの作成（プレイヤーの所作・条件の設定） 
アクションカードは災害時に関係者が取るべき行動を端的に示したものだが，実際にアクショ

ンカードに沿って行動をする際には，必要とする情報の種類，入手先及び入手方法等を検討する

必要がある。 

今回検討を行った図上訓練でも，プレイヤーが必要とする情報の種類や入手方法について補足

する必要があったため，アクションカードをベースに「訓練進行用アクションカード」を作成する

ことが必要と考えられた。「訓練進行用アクションカード」は，アクションカードの誌面を拡大さ

せ，アクションカードに記載されている行動に対し，訓練上プレイヤーが実施する行動を具体的

に明記する「訓練時の所作・条件」という欄を設けることが有効と考えられた。 

また図上訓練全体のスケジュール上の制約から，アクションカードに記載されているすべての

事項を訓練として実施することは難しいため，対象とする事項は取捨選択し，対象外とする事項

は，「訓練進行用アクションカード」の「訓練時の所作・条件」欄を灰色塗で表示し，プレイヤー

にもその意図が伝わるよう配慮する必要がある。 

図表 148 訓練進行用アクションカード（抜粋） 
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イ 想定される図上訓練の実施手順 

(ｱ)司会による進行 

今回検討を行った図上訓練では訓練の進行役（司会）を設け，進行役（司会）が「訓練進行用ア

クションカード」の記載内容（「訓練時の所作・条件」）を順に読み上げながら，会場全体で図上訓

練を進行させる方法が考えられた。 

(ｲ)対象とするテーマ 

今回検討を行った図上訓練は，対象とするテーマについて，第１回は４つ，第２回は３つに分け

ることができた。具体的には以下のとおり。 

図表 149 図上訓練の対象とするテーマ，アクションカード，対応にあたる主なプレイヤー 

区分 テーマ 
図上訓練の対象とする 

アクションカード 

対応にあたる 

主なプレイヤー（略称） 

第１回 

災害対策部の 

立ち上げと運営 

①災害対策部の立ち上げ 

⑨総務・経理 
・倉敷市 

仮置場の 

設置と運営 

②一次仮置場の選定 

③一次仮置場の設置 

④一次仮置場の管理・運営 

・倉敷市 

・岡山県産業廃棄物協会 

・岡山県建設業協会 

・環境保全事業団 

・警備業協会 

通常収集 
⑤災害廃棄物の収集運搬 

（通常収集） 

・倉敷市 

・家庭ごみ収集運搬委託業者 

特別収集 
⑥災害廃棄物の収集運搬 

（特別収集） 

・倉敷市 

・岡山県産業廃棄物協会 

・一般廃棄物収集運搬業許可業者 

第２回 

災害対策部の 

立ち上げと運営 

①災害対策部の立ち上げ 

⑧被災現場管理 
・倉敷市 

広報・住民窓口 ⑩広報・住民窓口 ・倉敷市 

ボランティア 

との連携 
⑪ボランティアとの連携 

・倉敷市 

・倉敷市社会福祉協議会 

・岡山NPOセンター 

・岡山県建築士会 

 

このテーマごとに，対応にあたるプレイヤーが１つのテーブルに集合し，そのテーブルで必要

な議論を行う方式を採ることが想定される。 

また，進行にあわせてプレイヤーの座席移動も伴うことになる。プレイヤーの座席移動の混乱

が生じないよう，会場内の全ての座席に附番を行い，「出席者一覧」の資料に，出席者（プレイヤー）

ごとに，どのタイミングでどの座席に座るか（移動するか）を明記するよう配慮する必要がある。 
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(ｳ)プレイヤーの動き 

「訓練進行用アクションカード」に書かれた「訓練時の所作・条件」を参照しつつ，司会の進行

にあわせて行動することが想定された。 

アクションカードの記述に関する気づき（改善すべき点等）を，訓練後の振り返りで議論するた

め，プレイヤーには「アクションカードに関する気づき・改善点記入シート」（下記）を配布し，

アクションカードごとに「気になった点・改善すべき点」とそれに対応する「改善方法」を記入す

るように周知することが想定された。 

プレイヤーは，議論の中心となるテーブルの移り変わりにあわせて座席も移動することになる

が，議論の中心となるテーブルに参加しない時も，この「アクションカードに関する気づき・改善

点記入シート」を記入することと整理された。 

(ｴ)プレイヤーへの状況付与 

プレイヤーが図上訓練を進めるにあたり必要な情報は，進行役の進行に従ってコントローラー

から付与をすることが想定される。 

具体的には，封筒に封入された「情報カード」をコントローラーからプレイヤーに渡す，又はプ

レイヤーがコントローラー（固定席，情報収集先と仮定）のところへ行き封筒に封入された「情報

カード」を受け取ることで，必要な情報収集を実施したと見做すこととすることが想定される。 

図表 150 「情報カード」の例 

  

  
  

 

  

情報カード 

 

アクションカード番号 

 

 

①―１ 

 

発信者 

 

 

県廃棄物担当 

 

内容 

 

・県内他市でも、大雨による被害が生じている。 

・今後、災害廃棄物処理に関し、環境事務所から連絡

等がある可能性がある。その場合には、また連絡す

る。 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

情報カード 

 

アクションカード番号 

 

 

②―１ 

 

発信者 

 

 

市仮置場担当 

 

内容 

 

・仮置場として利用を想定していた西部ふれあい広場

は被災なく利用できる。 

 

 

備考 
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(ｵ)テーブルごとの議論 

今回検討を行った図上訓練では，議論の中心となるテーブルにおいて，関係するプレイヤーが

持ち寄った情報をもとに，役割分担や体制構築等の検討を行う場面をいくつか設定した。 

検討する事項は，平成30年７月豪雨の教訓を踏まえて設定されてした。具体的な議論する事項

は次のとおり。 

図表 151 議論の中心となるテーブルで検討する事項 

区分 テーマ アクションカード 
議論の中心となるテーブルで 

検討する事項 

第１回 

災害対策部の 

立ち上げと運営 

①災害対策部の立ち上げ 
・災害廃棄物処理の体制と業務内容

（担当者分担表） 

⑨総務・経理 ― 

仮置場の 

設置と運営 

②一次仮置場の選定 ・一次仮置場の設置に向けた役割分担 

③一次仮置場の設置 

・一次仮置場の運営に必要な資機材

（停電対策，暑さ対策，粉塵対策等

も考慮） 

④一次仮置場の管理・運営 

・仮置場における解体廃棄物，土砂及

び処理困難物の扱い 

・災害対応の進展に伴う対応（仮置場

からの搬出作業のための搬入の一時

停止，気象条件への対応（新たな台

風への対応）） 

通常収集 
⑤災害廃棄物の収集運搬 

（通常収集） 

・余力台数に基づく特別収集への応援

台数 

特別収集 
⑥災害廃棄物の収集運搬 

（特別収集） 

・余力台数に基づく特別収集への応援

台数 

第２回 

災害対策部の 

立ち上げと運営 

①災害対策部の立ち上げ 
・災害廃棄物処理の体制と業務内容

（担当者分担表） 

⑧被災現場管理 ― 

広報・住民窓口 ⑩広報・住民窓口 ・住民への広報資料の作成 

ボランティア 

との連携 
⑪ボランティアとの連携 ・ボランティアへの広報資料の作成 

 

なお，議論の際，情報を書き込むためのシートを用意し，テーブルに集まった関係者が互いに必

要な情報を共有しながら議論できるよう配慮する必要がある。 

図表 152 議論の中心となるテーブルで情報を書き込むためのシート（第１回の特別収集の例） 

 

10tトラック 4tトラック 2tトラック 2tパッカー車 積込用重機

産業廃棄物協会倉敷支部

産業廃棄物協会倉敷南支部

建設業協会倉敷支部

建設業協会浅口支部

建設業協会吉備支部

建設業協会児島支部

一般廃棄物収集運搬許可業者

くらしき美誠JV

倉敷環境システム
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(ｶ)アクションカードに関する質疑応答時間の設定 

図上訓練を進行するなかで，プレイヤーが疑問に思った点などを漏らさず解消できるように配

慮する必要がある。 

■第１回 
１つのアクションカードの訓練が終わるごとに，質疑応答の時間を設けることが想定される。

先述の席替えのタイミングとあわせ，全体の進行順は下図の通り。 

図表 153 全体の進行順（第１回） 

 

■第２回 
アクションカード⑧，⑩及び⑪の内容は相互に連動する内容であるため，この３つのカードは

１度順に司会が進行し内容の確認を行いつつも，住民及びボランティア向けの広報を作成するた

めの状況付与を２回に分けて行い,それぞれに対応する時間をとることが想定される。 

そのため，冒頭にアクションカード①の内容を実施したあとに質疑の時間をとり，アクション

カード⑧，⑩及び⑪については，質疑を挟んで２度状況付与に対する検討を行う流れとすること

が考えられる。先述の席替えのタイミングとあわせ，全体の進行順は下図の通り。 

図表 154 全体の進行順（第２回） 

 

①災害対策部の立ち上げ

⑨総務・経理

②一次仮置場の選定

③一次仮置場の設置

④一次仮置場の管理・運営

⑤災害廃棄物の収集運搬（通常収集）

⑥災害廃棄物の収集運搬（特別収集）

振り返りワーク

アクションカード①⑨→②③④→⑤→⑥の順に訓練を実施します。
間にアクションカードの内容に関する質疑の時間をとります。

質疑

質疑

質疑

質疑

質疑

質疑

テーブル０

テーブル０

テーブル１

テーブル１

テーブル１

テーブル２

テーブル３

各テーブル

質疑

席替え

進
行
順

席替え

席替え

①災害対策部の立ち上げ

⑧被災現場管理
⑩広報・住民窓口
⑪ボランティアとの連携

⑧被災現場管理
⑩広報・住民窓口
⑪ボランティアとの連携

振り返りワーク

アクションカード①→⑧⑩⑪の順に訓練を実施します。
間にアクションカードの内容に関する質疑の時間をとります。

質疑

質疑

質疑

テーブル０

テーブル０
テーブル１
テーブル２

テーブル０
テーブル１
テーブル２

各テーブル

席替え

進
行
順

席替え
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ウ 振り返り 

(ｱ)想定される振り返りの議論の概要 

図上訓練終了後，プレイヤーで複数のグループをつくり，訓練に使用したアクションカードに

ついて，以下の２点を議論することが想定される。 

・アクションカードの記述について気になった点・改善すべき点 

・気になった点・改善すべき点の改善方法 

(ｲ)議論の対象とするアクションカード 

議論の対象とするアクションカードはテーブルごとに分けることが考えられる。具体的には以

下のとおり。 

図表 155 各テーブルが振り返りの議論の対象とするアクションカード 

区分 テーブル 
対象とするアクションカード 

前半 後半 

第１回 

１ 仮置場 （※） ② ③と④ 

２ 通常収集 ⑤ ② 

３ 特別収集 （※） ⑥ ③と④ 

第２回 

０ 災害対策本部 ⑧ ① 

１ 広報・住民窓口 ⑩ ⑪ 

２ ボランティアとの連携（※） ⑪ ⑩ 

※人数が多いため，２つのテーブルに分かれることとした。 

(ｳ)議論の進め方 

プレイヤー各自が訓練実施中に記録した「アクションカードに関する気づき・改善点記入シー

ト」をもとに，テーブル内でそれぞれ「気になった点・改善すべき点」及び「改善方法」を発表し，

意見を集約させることが想定される。 

(ｴ)議論の発表 

各テーブルにおける議論の後，各テーブルで集約した「気になった点・改善すべき点」及び「改

善方法」について,順に発表することが想定される。 
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２.研修内容の検討による成果と課題 

(１)成果 

今回の図上訓練の内容検討に係る獲得目標に対する検討結果の成果を整理する。 

（獲得目標） 

アクションカードに基づき，官民含めた具体的な役割分担を決定し，各分野において協議して方針

を決定し，具体的な作業のスタートを切るまでをロールプレイすることで，以下の２点を達成する。 

 関係者間での初期対応のイメージの共有と課題の掘り起こし 

 官民連携体制のさらなる強化 

ア 関係者への災害廃棄物処理初動対応に関する意識づけ，官民連携体制の構築への第１歩 

訓練の企画と関係者への説明等を通じて，災害廃棄物処理初動対応に関する関係者間の相互連

絡の方法や役割分担に関する認識を深めることができた。 

関係者への説明を実施したことで，関係者間のコミュニケーションをとることができ，官民連

携体制の構築に向けた第１歩を進めることができた。 

イ 倉敷市担当者自身による平成30年７月豪雨の課題・教訓の振り返りとその訓練内容への反映 

訓練用の資料内容を検討する過程で，倉敷市担当者自身が平成30年７月豪雨災害時の対応を振

り返り，その教訓や課題を，今回の訓練内容の検討テーマに織り交ぜることができた。倉敷市内部

で平成30年７月豪雨災害時の課題や教訓を改めて確認する機会にもなった。 

ウ その他（訓練実施のための資料等一式の作成） 

訓練内容の検討において，今後の研修実施に向けて準備・送付が必要と整理された資料等は以

下のとおり。 

（参加者配布資料） 

次第・タイムスケジュール 

出席者一覧・配席図 

資料１ 平成30年７月豪雨の振り返り（有識者資料） 

資料２ 図上訓練の進め方（進行用資料） 

資料３ 訓練進行用アクションカード 

資料４ アクションカードに関する気づき改善点記入シート 

資料５ 参加者アンケート 

資料６ 自組織活用シート 

 

（事務局用資料） 

情報カード 

掲示用資料（情報集約のためのシート） 

受付時問診票 

ネームプレート 

ビブス表示 

班名テーブル表示 
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(２)課題 

今回の検討を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 訓練の企画及ぶ関係者への説明等を通じて，個々の関係者への災害廃棄物処理の初動対応

に関するイメージを持ってもらうことはできたが，複数の関係者間で共有して共通理解を

図るところまでは達せられなかった。 

 訓練の企画を通じて，より関係者の理解を深めるためには，単にアクションカードの内容

を確認するだけでなく，アクションカードごとに，プレイヤーに検討いただく具体的な検

討テーマ（前述「議論の中心となるテーブルで検討する事項」）を設定することが必要だと

認識された。 

 仮置場の設置や住民向け広報の検討など，個別のテーマの立ち上げ時における関係者間の

連絡体制や期待役割や，収集された情報に基づき実際に作成するアウトプット（例：仮置

場の設置・運営に必要な資機材の種類・数量の調整，特別収集に必要な車両の種類・台数

の調整，住民・ボランティア向けのわかりやすい広報誌面の作成など）について深耕でき

る場が必要だと認識された。 

(３)次年度以降に実施する研修の例 

今回検討を行った図上訓練は，倉敷市においてアクションカードが定められた後，初めて実施

するものであったため，関係者が記述内容を理解できることを最優先に，司会の進行のもと，全員

で読み合わせながら実施する訓練を企画検討した。今回の検討の成果と課題を踏まえ，次年度以

降の研修としては次のものが考えられる。 

 

○関係者間での初期対応のイメージを共有し共通理解を図るための基本的な研修 

・今回企画した目的・内容での訓練 

 

○災害廃棄物処理に関するより実践的な研修 

・状況付与をもとに，アクションカードを参照しながら，プレイヤー自身で対応を検討する訓練 

（アクションカードの内容に対する関係者の理解がより深まった段階での実施を想定） 

 

○個別のテーマを深堀りする研修 

・仮置場の設置・運営について，必要な資機材の種類・数量の確保に向けた役割分担に関する

ワークショップ 

・特別収集の実施について，必要な車両の種類・台数の確保に向けた役割分担に関するワーク

ショップ 

・住民・ボランティア向けの広報について，ピクトグラムなどを使ったわかりやすい誌面づく

りに関するワークショップ 
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 米子市 

１.研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

○災害時の初動対応手順の確認及び仮置場の設置・運営 

 災害廃棄物処理を一度も経験したことがない職員が，初動の全体の流れが分かること 

 仮置場について，設置運営に当たって必要な人員と資機材とその確保方法が分かること 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年10月22日（金）13：30～17：00 

場所：米子市クリーンセンター 301会議室 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 156 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

13：30 開会 開会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

13：35 ミニワーク 事前ワークの問題意識の共有 

13：40 講義 
「災害廃棄物処理の初動対応と仮置場設置・運営について」 

（国立環境研究所  宗 清生 客員研究員より） 
14：25 説明 図上訓練の進め方 
14：50 図上訓練① 災害廃棄物処理の初動対応 

15：45 休憩 ～休憩～ 

15：55 図上訓練② 仮置場の設置運営に必要な人員と資機材 
16：25 訓練まとめ 図上訓練①と図上訓練②の発表まとめ 
16：30 発表 各班からの発表 

16：36 講評 有識者からの講評 

16：46 振り返り 班内検討 →アンケート記入 

17：00 閉会 閉会の挨拶（米子市） 

(３)出席者 

研修は，米子市役所内のみならず鳥取県，周辺地方公共団体，協定締結団体にも参加を呼びかけ，

20名の参加があった。 

図表 157 参加者内訳 

属性 人数 

米子市 クリーン推進課，環境政策課，防災安全課から計９名 

近隣市町村及び一部事務組合 境港市，大山町，鳥取県西部広域行政管理組合から計３名 

鳥取県 循環型社会推進課，西部総合事務所から計３名 

協定締結団体 
（一社）鳥取県産業資源循環協会，鳥取県清掃事業（協），鳥

取県環境整備事業（協），鳥取県西部解体業協議会から計５名 
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(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 158 事前ワークの内容 

１．10月22日(金)の研修の参加に当たって，研修を効果的に行うため，災害廃棄物の仮置場

の選定・開設・管理運営について事前課題（記録誌の一読，課題抽出）の提出をお願いい

たします。 

「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」（環境省中国四国地方環境事

務所・倉敷市） 

○概要版 

 概要版は豪雨災害対策の全体像が整理されていますので，御一読ください。 

○本編 

 記録誌本編の下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

 ◎第３章第１節 災害廃棄物処理の概要 

 ・第３章第３節 仮置場の選定・開設・管理運営 １～６ 

 ◎第５章第３節 広報 

 ◎第５章第５節 仮置場 

 ※多忙な場合は，◎の部分だけでもお読み下さい。 

２．同資料を読んでいただき，各自が「重要だと感じた点や課題」を３つ程度に絞り，箇条

書きにしてください。 

参加者の個人ワークの結果を研修の冒頭の「ミニワーク」で自己紹介とともに，それぞれが重要

だと感じた点や課題を共有し，問題意識を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)講義の概要 

国立研究開発法人国立環境研究所源循環・廃棄物研究センター災害環境マネジメント戦略推進オ

フィス 宗清生客員研究員より，「災害廃棄物処理の初動対応と仮置場設置・運営について」として

講義いただいた。 

(６)図上訓練 

ア 図上訓練の実施概要 

(ｱ)図上訓練の概要 

米子市災害廃棄物処理計画を踏まえ，水害が発生した前提で訓練上の役割を演じることを通じ

て，必要となる行動を習得する図上訓練を実施した。参加者は，複数の班に分かれ，全班とも被災

自治体とした。 

図上訓練①では，発災直後の主に以下２点について，必要な手順等を確認し実施した。 

• 各市域の被災状況の把握 

• 災害廃棄物処理のための体制確保 

図上訓練②では，水害発生直後の被災者の片づけごみを置く仮置場の開設について，以下の２

点を確認した。 

• 仮置場の開設に必要な人員と確保先 

• 仮置場の開設に必要な資機材と確保先 
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(ｲ)図上訓練の前提条件 

• 日野川水系（日野川・法勝寺川）に豪雨が降り河川氾濫が発生 

• 豪雨により発生した災害廃棄物処理を実施する必要がある 

• 想定最大雨量及び建物被害世帯数は次のとおり。 

河川（水系）名 想定最大雨量 
床上浸水 

（世帯） 

床下浸水 

（世帯） 

日野川水系 

（日野川・法勝寺川） 

日野川流域 

 519mm/48h 
27,552 ６,322 

   ※床上浸水は浸水深０.５m以上，床下浸水は浸水深０.５m未満の被害。 

イ 図上訓練の実施手順 

(ｱ)図上訓練①：災害廃棄物処理の初動対応 

「米子市災害廃棄物処理計画」の初動部分（第２章組織及び協力支援体制）を中心に訓練を実

施した。ただし，水害発生時は洪水が発生する前の準備段階からの対策が重要であるため，その

部分を盛り込んだ。 

計画の訓練の対象部分をもとにしたシナリオを配布し，参加者はそのシナリオを見ながら記載

順に図上訓練を進めた。ただし，シナリオに記載のない事項を状況付与し，付与された状況に対

する対応策も検討した。 

図表 159 訓練シナリオ 
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(ｲ)図上訓練②：仮置場の設置運営に必要な人員と資機材 

図上訓練②では，下記の仮置場開設手順の演習を行った。 

 仮置場毎に管理する人員，配置する資機材を確保する 

 並行して仮置場毎に配置計画図を作成し，現地に資機材を配置する 

 

図表 160 仮置場の開設における人員配置及び確保先の整理イメージ 

 

図表 161 仮置場の開設における当該資機材の調達先・調整先，平時の実施事項の整理イメージ 
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(７)研修の様子 

〇有識者の講義状況 〇図上訓練①の実施風景 

 
 

〇図上訓練①の実施風景 〇仮置場の人員配置の検討 

 

 

〇資機材調達先の検討 〇有識者の講評 

  

〇振り返りの発表 〇振り返りの発表 
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２.研修の結果 

(１)図上訓練①：災害廃棄物処理の初動対応 

訓練シナリオに則って演習を行い，初動対応を確認した。班ごとに，初動段階で実施するべき住

民広報の内容を整理した。 

班名 初動期の住民広報内容 

Ａ班 

○災害ごみの仮置場の設置を予定しています。 

○場所については改めてお知らせします。 

○それまでは路上等へは捨てないでください。 

○各自で分別して自宅敷地内においてください。 

Ｂ班 

〔ごみ収集について〕 

○可燃ごみは予定通り収集するが，大半は遅れることが予想される。 

○不燃ごみ，不燃性粗大ごみ，資源ごみ（古紙含む）の収集は当面の間中止します。 

○勝手仮置の禁止，不法投棄の禁止。 

○災害ごみの仮置き場所については，決定次第連絡します。 

(２)図上訓練②：仮置場の設置運営に必要な人員と資機材 

班ごとに，演習仮置場における人員配置と人員確保先の検討を行った（ステップ１）後，演習仮

置場における必要な資機材の調達先及び平時からの備えについて検討（ステップ２）を行った。 

各班の検討結果は下記のとおり。 

ア Ａ班 

(ｱ)ステップ１：仮置場の開設（人員の確保） 

図表 162 仮置場における人員配置及び人員確保先 
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(ｲ)ステップ２：仮置場の開設（資機材の確保） 

図表 163 演習仮置場における必要な資機材の調達先・調整先，平時から備えておくべき事項 

資機材 調達先・調整先 平時から備えておくべき事項 
重機 ○レンタル会社  

破砕・選別機 ○業者  
受付機材 ○米子市 ○必要数検討 

看板等掲示物 ○米子市 ○事前準備 
品目仕切り ○米子市  
誘導矢印等 ○米子市  

立入禁止帯等仕切り ○民間企業  
門，フェンス等 ○建設業協会  
作業員控室 ○建設業協会  
トイレ ○建設業協会  
駐車場 ○民間企業  

上記で「民間企業」の部分は，研修の中では実際の企業名が記されていた。 

イ Ｂ班 

(ｱ)ステップ１：仮置場の開設（人員の確保） 

図表 164 仮置場における人員配置及び人員確保先 

 

(ｲ)ステップ２：仮置場の開設（資機材の確保） 

図表 165 演習仮置場における必要な資機材の調達先・調整先，平時から備えておくべき事項 

資機材 調達先・調整先 平時から備えておくべき事項 
重機 ○協会 ○オペレーター，重機・機械を動かせる人 

破砕・選別機 ○協会 ○事前の計画，協定締結時から事業者と協議 
受付機材 ○市，鳥取県  

看板等掲示物 ○市，鳥取県  
品目仕切り ○建設業協会  
誘導矢印等 ○建設業協会  

立入禁止帯等仕切り ○建設業協会，民間企業  
門，フェンス等 ○建設業協会，民間企業 ○事前の計画，協定締結時から事業者と協議 
作業員控室 ○民間企業  
トイレ ○民間企業  
駐車場 ○市  
その他  ○保護具の備蓄を普段から連携 

上記で「民間企業」の部分は，研修の中では実際の企業名が記されていた。 
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(３)振り返り 

本日の講義，図上訓練を振り返り，事前ワークで取り上げた重要点や課題についての対応策や仮

置場の選定や管理運営に関する米子市の課題を踏まえ，災害が発生する前に準備・対応しておくべ

き事項について各班で議論を行った。 

図表 166 災害が発生する前に準備・対応しておくべき事項 

班名 災害が発生する前に準備・対応しておくべき事項 

Ａ班 

○初動対応における広報の範囲 

・まずは，災害ごみの仮置場の設置予定を知らせて住民の災害不安を和ら

げる。場所は改めて知らせる。路上廃棄が一番の問題。一度捨てられる

と回収の手間もあるので，避けたいこと。 

・速やかな災害復旧のためには分別が大原則である。 

・住民の混乱や不安がある中でのことなので，広報の範囲については時間

をかけて検討したい。 

○仮置場の確保，仮置場の人員配置 

・人員配置は予定どおりにはいかないと思っている。職員は支援者である

前に被災者である。職員の被害状況をしっかり把握した上で検討する必

要がある。 

○資材の検討 

・必要な資機材どこから調達するかについては，今日の訓練を通して具体

的な業者名まで確認できた。それを参考にしつつ，スムーズな対応のた

めに，今一度整理をする必要がある。 

Ｂ班 

○情報収集 

・災害経験がないため，どこまで想定すべきか，どこまで災害を想定して

情報収集をすれば良いか難しかった。 

○適材適所での配置 

・仮置場の人員配置については適材適所での配置が重要である。県から応

援いただけるという話があったが，特に入口近辺はごみに対する専門知

識のある職員を配置したい。 

・業者からも指摘いただいた。分別の内容によっては，市の職員でも分か

らないものがある。たとえば，スレートと石膏ボードの判別は容易では

ないので，業者にご協力いただけるとありがたい。 

○基本的な知識不足 

・職員には基本的な知識が不足している。事前準備の段階で協定事業者に

協力いただき，レイアウト等を検討していくことが重要である。 
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３.有識者の講評 

○被災状況を正確に把握し，通常ごみ及びし尿の収集方針についての広報を住民にしっかりする

ことが重要である。また，災害廃棄物については，発災後直ぐに予告広報することが，勝手仮

置場の発生抑制につながると思っている。本日参加された皆さんも同様のお考えのようでとて

もありがたいと感じている。 

○実際災害が起きた時，人員配置については容易には人が集まらないという現実があり，どこか

ら人を確保するかがネックとなる。今日感じた点，気づいた点を成果としていただきたい。 

○現在，分別品目として11品目を挙げているが，品目は少ないほど分別指導員を少なくすること

ができる。品目を少なくするため，たとえば家具と可燃物をまとめて排出可能などして少なく

しすぎると，それをまた分別する作業が発生する。逆に品目を多くするとリサイクル業者など

多くの引き取り手を探す必要がでてくる。品目数の決定は慎重に行う必要がある。米子市では

既に品目数が決定しているかもしれないが，本日の成果として改めて見直しを検討してもよい

のではないか。 

○今回の訓練では，ボランティアについてはあまりふれていないが，仮置場の運営にボランティ

アの支援があることは大変ありがたい。ただし，危険な作業が発生し得る仮置場へのボランティ

ア活用の可否については，社会福祉協議会の判断による。実際に活用できるのであればよいが，

通常は，被災者宅の片付け補助が優先作業なので，ボランティアが少なく，派遣されないこと

もある。 

○発災当初は遠方から即座の応援は望めないので，米子市内関係者との連携が重要である。 

また，近隣の自治体をはじめ，多様な主体がすぐに参集できる仕組みをつくることが重要であ

る。 

○本日参加いただいた民間事業者とは，協定内の詳細について，たとえば協力可能なところとそ

うでないところを洗い出し，改めて協議いただけるとよいと思う。 

○本日の訓練を通して，平時における準備がいかに重要であるかを理解いただけたと思う。ご自

身が大切だと思ったことや気づきが，今後につながればよい。 

○米子市，近隣市町村，民間事業者，それらをバックアップする県という，実際に動く主体が一

堂に会する訓練は実際に役立つ訓練である。資機材の確保，調整先として，具体的な事業者の

名前も出た。実際に誰がどのように動くかを確認できたことは本日の成果だと思う。今後もこ

のような機会をつくっていただき，継続できるとよいと思う。 
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４.参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 167 所属 

 

図表 168 参加時の立場 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，約６割が「そう思う」約４割が「ややそう思

う」と回答した。 

図表 169 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 170 有識者による講義の理解度 

 

図表 171 有識者による講義の満足度 

 

 

27.3% 54.5% 9.1% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

県 市町村 一部事務組合 民間

81.8% 18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

参加者 見学者 事務局・担当

63.6% 36.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

81.8% 18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

60.0% 40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 図上訓練①（発災直後） 

図上訓練①（発災直後）の理解度については，９割以上が理解した（「理解した」+「やや理解し

た」）と回答し，満足度も同様に，９割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答し

た。 

図表 172 図上訓練①（発災直後）の理解度 

 

図表 173 図上訓練①（発災直後）の満足度 

 

ウ 図上訓練②（仮置場） 

図上訓練②（仮置場）の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 174 図上訓練②（仮置場）の理解度 

 

図表 175 図上訓練②（仮置場）の満足度 

 

  

36.4% 54.5% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

63.6% 27.3% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

60.0% 40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

70.0% 30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=10

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「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」の回答が非常に多かった。 

図表 176 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「災害廃棄物処理の体制・

指揮命令系統」が最も多く，「他機関・ボランティアとの協力・支援体制」，「仮置場」が続いた。 

図表 177 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 

  

90.9%

90.9%

27.3%

36.4%

54.5%

27.3%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=11

72.7%

36.4%

54.5%

18.2%

36.4%

18.2%

45.5%

9.1%

9.1%

27.3%

27.3%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他
N=11
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(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題点や課題（具体的な内容） 

ア 講義で気づいた点 

有識者の講義により気がついた自組織の問題点や課題としては，災害廃棄物対策の重要性，県

市町の連携及び仮置場に関することであった。 

図表 178 講義を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○災害廃棄物対策の重要性に対する認識 

・災害ごみ処理に関する関心の不足 

・県内市町の災害廃棄物処理計画の策定状況が悪いこと 

・災害時の対応について知らないこと，すべきことが多く気づきがあった。自組織においても

事前の対策案の重要性がある。 

・災害廃棄物処理の計画と周知の重要性がよく分かった。 

・具体的な対応 

・準備体制の大切さ 

○県，市町の連携 

・県としてどのように災害と関わっていくのか。県の危機管理部門外の所属であるため，情報

収集の方法に課題がある。２-１と同様に対応職員の人員，知識不足 

・県としてどこを支援できるのか。 

・関係市町村との連絡体制等が不足していると思った 

○仮置場に関すること 

・仮置場の県内市町の位置を把握していないこと 

 

イ 図上訓練で気がついた点 

図上訓練で気がついた問題点や課題も有識者の講義と類似しているが，民間事業者との連携も

課題としてあげられた。 

図表 179 図上訓練を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○災害廃棄物対策の重要性に対する認識 

・災害が起きた際に県としての動きを理解していなかった。（人事異動により知識が途切れてい

る） 

○県，市町の連携 

・市ですら災害対応には苦慮されているので，町村での対応についてどのような支援がいるか

考える必要がある 

・市町村のニーズの把握と支援体制方法について準備が不足 

・関係市町村との連絡体制等が不足していると思った 

○民間事業者との連携 

・協定先との事前の内容確認が必要 

・やはり，関係機関や民間事業所との平時からの相談協議が重要であると思った。 

○図上訓練に関すること 

・訓練の実行性 

○その他 

・実際に動く際のスピード 

・必要な資機材の調達先など知らないことが多いということが分かった。 
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(７)問２－３ 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと 

今回の研修を通じて計画や事前対策として最も反映すべきこととしては，災害廃棄物処理計画の

策定，関係市町や協定事業者との連携，仮置場が挙げられており，気がついた問題点や課題を踏ま

えた事項となっている。 

図表 180 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと感じたことは何か 

○災害廃棄物処理計画，訓練ほか事前の対策 

・まず，全市町村に計画を策定いただくこと。少なくとも，必須事項（広報，仮置場の位置）に

ついて定めておいてもらいたい 

・市町村の災害ごみ対策，処理計画がより具体化されると県としてもバックアップや事前準備

が具体的になるのではと思った。 

・有事の際に動けるように計画，プレ訓練などが必要と感じた 

・具体的な作業を考慮し，事前の対策が必要と感じた 

○関係市町，協定事業者等との連携 

・関係市町村が被災した時に，我々に何が手伝えるのか明確にしておく 

・市と県それぞれの協定に基づいて団体に協力要請を行った場合の交通整理を検討していく必

要がある。 

○仮置場に関すること 

・災害対策本部の運営に関わるくらい，仮置場の設置には人員が必要であることを理解した。

仮置場対応の人員も含めた本部対応を考えるべき 

○その他 

・広報（適時適切な内容） 

 

(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「市町村内部の関係部

署間の連携強化」，「県と市町村の連携強化」，「市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化」の回答

が多かった。 

図表 181 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 

  

27.3%

54.5%

54.5%

36.4%

54.5%

9.1%

9.1%

9.1%

27.3%

18.2%

0% 20% 40% 60%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=11

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等
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(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 182 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

 

・役割分担を具体的に準備しておくことが，いざという時の連携につながり，大切である 

・日頃の共同訓練が必要 

・民間事業者は自治体にはないスキルとノウハウがある。平時から災害時のことを考え，協力，

連携体制をとっていくべき 

・災害廃棄物処理の計画を関係協力機関と意見交換しながら，実行性の高いものにするべき 

 

(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，７割以上が「適切である」と回答した。 

図表 183 実施時期，時間について 

 

○「改善の余地あり」の内容 

・予算，イベント時期のため多忙 

・ひとつひとつが有意義な内容なので，複数回に分けてもらいたい 

・宗先生の講義時間をもう少し長くとってもらいたい 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，７割以上が「１年に１回程度」と回答した。 

図表 184 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，全員が「対面型で実施した方が良い」と回答した。 

図表 185 実施方法について 

 

 

72.7% 27.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

適切である 改善の余地あり

27.3% 72.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度 その他

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他
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エ 実施対象者 

実施対象者については，５割近くが「適切である」又は「対象者を増やした方が良い」と回答し

た。 

図表 186 実施対象者について 

 

○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・協定締結先事業者 

・（参加希望がなかったかもしれないが）全市町村に参加してもらいたい 

・他市町村にも参加いただきたい 

・事務職員にも対象範囲を拡大してもいい 

オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 187 配布資料について 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，その他の意見は以下のとおり。 

図表 188 その他 

 

・大変勉強になった。ありがとうございました。 

・図上訓練の説明が少なく，よく分からないところがあった。 

 

 

  

45.5% 45.5% 9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

適切である 改善の余地あり
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(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容」，「関係団体，事

業者等との連携」との回答が多かった。 

図表 189 今後扱うテーマについて希望するものは何か（複数回答） 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望を尋ねたとこ

ろ，特に意見はなかった。 

 

  

50.0%

10.0%

50.0%

10.0%

30.0%

20.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

30.0%

10.0%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=10
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５.成果と課題 

(１)成果 

今回の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 災害廃棄物処理を一度も経験したことがない職員が，初動の全体の流れが分かること 

イ 仮置場について，設置運営に当たって必要な人員と資機材とその確保方法が分かること 

ア 災害廃棄物処理を一度も経験したことがない職員が，初動の全体の流れが分かること 

有識者による講義を通じて初動対応の流れ及び仮置場について理解した。 

図上訓練を通じて，水害発生時の初動対応の流れについて概ね理解した。 

イ 仮置場について，設置運営に当たって必要な人員と資機材とその確保方法が分かること 

有識者による講義を通じて初動対応の流れ及び仮置場について理解した。（再掲） 

図上訓練を通じて，仮置場の設置運営と必要な人員と資機材とその確保方法について理解し

た。 

特に必要となる人員，資機材と確保先を，具体的な固有名詞まで検討・整理できた。 

ウ その他の成果 

災害廃棄物対策の重要性が認識された。 

県，市町の連携についての重要性が認識された。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 災害廃棄物処理計画を未策定の市町村について，少なくとも広報と仮置場の位置について

定めることが重要であることが認識された。 

 県と市町，協定事業者等との連携をあらかじめ明確にしておくことの重要性が認識された。 

 仮置場の設置には人員が必要であることが認識された。 

 災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統に課題があると認識した。 

(３)次年度以降に実施する研修の例 

参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修としては次のものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得 

・災害廃棄物処理の全体像が把握できる基礎的な研修（リモート可） 

・災害廃棄物処理全体に係る関係事業者との連携に関する研修（可能な限り多数の関係事業者

に参加して頂く）（集合） 

○より実践的な仮置場に関する研修 

・実際の仮置場候補地におけるレイアウト作成や運営に関する訓練（集合） 

・仮置場の設置・運営に係る関係事業者との連携や役割分担に関するワークショップ（連携が

想定される関係事業者に可能な限り多数参加して頂く）（集合） 

・仮置場設置の実地訓練 
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 宇部市 

１.研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

○仮置場の開設・設置・運営 

 参加者が仮置場の選定・開設・管理運営に関する各自の役割，具体的な業務内容を確認する

こと 

 仮置場候補地をもとにして，設置運営に必要となる人員，資機材と確保先を具体的に分か

ること 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年10月27日（水）10：00～16：30 

場所：宇部市環境保全センター３Ｆ会議室 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 190 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶 

10：05 ミニワーク 事前ワークの問題意識の共有 

10：15 講義 
「災害廃棄物仮置場の設置・運営について」 

（国立環境研究所  宗 清生 客員研究員より） 
11：45 説明 午後の図上訓練「仮置場の開設・設置・運営」の進め方 
12：00 昼休み ～休憩～ 
13：00 図上訓練① 水害発生時における仮置場の選定 

14：00 図上訓練② 仮置場の開設・管理運営 
  （10分間休憩を挟む） 

15：55 発表 各班からの発表 

16：05 講評 有識者より講評 

16：15 振り返り 班内検討 →アンケート記入 

16：30 閉会 閉会の挨拶 

(３)出席者 

研修は，宇部市役所内のみならず山口県，周辺市，協定締結団体にも参加を呼びかけ，20名の参

加があった。 

図表 191 参加者内訳 

属性 人数 

宇部市 市民環境部，廃棄物対策課，環境保全センター施設課から計11名 

周辺市 山口市，下関市，長門市，美祢市，山陽小野田市から計５名 

山口県 
廃棄物・リサイクル対策課，宇部健康福祉センター生活環境課から計

２名 

協定締結団体 （一社）山口県産業廃棄物協会から２名 
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(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 192 事前ワークの内容 

１．10月27日(水)の研修の参加に当たって，研修を効果的に行うため，災害廃棄物の仮置場

の選定・開設・管理運営について事前課題（記録誌の一読，課題抽出）の提出をお願いい

たします。 

「平成30年７月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録」（環境省中国四国地方環境事

務所・倉敷市） 

○概要版 

 概要版は豪雨災害対策の全体像が整理されていますので，御一読ください。 

○本編 

 記録誌本編の下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

 ・第３章第３節 仮置場の選定・開設・管理運営 １～６ 

 ・第５章第５節 仮置場 

２．同資料を読んでいただき，各自が「重要だと感じた点や課題」を３つ程度に絞り，箇条

書きにしてください。 

参加者の個人ワークの結果を研修の冒頭の「ミニワーク」で自己紹介とともに，それぞれが重要

だと感じた点や課題を共有し，問題意識を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)講義の概要 

図上訓練の実施に先立ち，参加者が図上訓練を実施するために必要な知識を習得するための講義

を行った。講義は，国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター災害環境マネ

ジメント戦略推進オフィス 宗清生客員研究員より，「災害廃棄物仮置場の設置・運営について」と

して講義いただいた。 

(６)図上訓練 

ア 図上訓練の実施概要 

(ｱ)図上訓練の概要 

宇部市の仮置場候補地をもとに，水害が発生した場合にどの仮置場をどのように活用するかに

ついて，具体的な内容を検討する図上訓練を実施した。参加者は，３班に分かれ，全班とも被災自

治体とした。 

図上訓練①では，宇部市のハザードマップと非公表の仮置場の個票を使いながら，以下の訓練

を行った。 

 ハザードマップ地域における被害の様相の想定 

 仮置場候補地の中から使用する仮置場を優先順位の高いものを決定 

 早期の段階での住民への広報 

図上訓練②では，選定した仮置場の白地図を使って次の訓練を行った。 

 レイアウトの作成 

 仮置場の開設に必要な人員と確保先 

 仮置場の開設に必要な資機材と確保先 
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(ｲ)図上訓練の前提条件 

訓練開始時には，水害が発生したということのみ参加者には伝えておき，開始直後に班ごとに

異なるハザードマップを配布し，そのハザードマップをもとに訓練を実施した。 

イ 図上訓練の実施手順 

図上訓練①，②共通の訓練シナリオをもとに，コントローラーの進行に合わせて訓練を進めた。 

(ｱ)図上訓練①：水害発生時における仮置場の選定 

宇部市のハザードマップに仮置場候補地をプロットした地図を配布し，水が引いた後の仮置場

候補地の選定作業を行った。訓練で使用したハザードマップは，次の２種類である。 

使用したハザードマップ 

宇部市高潮ハザードマップ（詳細図２） 地区：常盤，恩田，岬，見初，神原，琴芝，

上宇部，新川，鵜の島 

厚東川洪水ハザードマップ（想定最大規模）① 

訓練では被災自治体として３班を設定し，うち２班には厚東川洪水ハザードマップ，１班には

高潮ハザードマップを配布した。その後の手順は次のとおり。 

１）マップ地域の水害による被害の様相を予測（状況予測訓練） 

 災害廃棄物の発生に関係する建物，土地利用を踏まえた被害状況の予測 

２）ハザードマップ内の仮置場の内，使用したい仮置場の優先順位づけ 

 優先順位だけでなく，候補地を使用する際の留意事項，事前の調整・準備事項も整理 

３）現地確認等を踏まえ使用する仮置場を決定 

４）この時点での住民への周知内容と周知手段を検討 

(ｲ)図上訓練②：仮置場の開設・管理運営 

1）レイアウトの作成 
図上訓練①で使用が決まった仮置場の白地図を使ってレイアウトを作成した。レイアウトの検

討に当たっては，有識者の講義資料を参考としながら実施した。 

図表 193 レイアウトの検討イメージ 
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2）仮置場の設置運営に必要な人員と資機材 
作成したレイアウト図をもとに，下記の仮置場開設手順の検討訓練を行った。 

 仮置場毎に管理する人員，配置する資機材を確保する 

 並行して仮置場毎に配置計画図を作成し，現地に資機材を配置する 

図表 194 仮置場における人員配置及び確保先の検討 

 
図表 195 仮置場における当該資機材の調達先・調整先，平時の実施事項の整理イメージ 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義 〇仮置場の選定の様子 

 

 

〇仮置場の選定の様子 〇仮置場のレイアウトの様子 

 

 

〇資機材調達先の検討 〇振り返りの発表 

  

〇振り返りの発表 〇振り返りの発表 
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２.研修の結果 

(１)図上訓練①：水害発生時における仮置場の選定 

ア 状況予測訓練 

各班の状況予測訓練の結果は次のとおりであった。 

図表 196 状況予測訓練の結果 

 １班 ２班 ３班 

ハザードマップ 厚東川洪水 高潮 厚東川洪水 

立地建物を踏ま

えた被害の様相 

・洪水により住宅２階ま

で被害が及び畳や家具

が多い 

・工場立地場所の３ｍ程

度浸水で危険物が被害

にあう 

・新川，神原など床上浸水

の被害大 

・空港水没 

・焼却場水没 

・工場：薬品工場，化学工

場があり，薬品が漏れ

る 

・商業施設（飲食店）と戸

建て（木造が多い）は１

階の床上浸水あり 

土地利用を踏ま

えた被害の様相 

・米作地であり，わら等の

被害が多数 

・電車が浸水している（山

陽本線，宇部線，小野田

線） 

・水道施設が水没により

使えない 

・工業地帯は金属，油，石

炭 

・住宅地は家財道具，畳，

自動車 

・空港付近は自動車 

・海沿いは海岸ごみ，がれ

き（流木） 

・北川（上流）：米作地（田）

があり農作物の被害 

その他 － － 
・薬品の流出により水質

汚染 

イ 仮置場の選定 

配布したハザードマップをもとに，各班において仮置場の選定を行った。優先順位の高い候補

地から現地調査，地権者等との調整を行い各班で使用する仮置場を決定した。 

結果として，中山第２浄水場跡地，厚南体育広場，東部体育広場（明神町二丁目）が選定された。 
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(２)図上訓練②：仮置場の開設・管理運営 

図上訓練１で選定した仮置場のレイアウトを検討し，仮置場を開設し，必要な人員，資機材配置

の検討を行った。 

それぞれの検討結果は，以下のとおり。 

ア ステップ１：仮置場のレイアウトの検討 

イ ステップ２：仮置場の開設・管理運営（人員の確保） 

【１班】                  【２班】 

  

【３班】 
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ウ ステップ３：仮置場の開設・管理運営（資機材の確保） 

演習仮置場における必要な資機材の調達先の検討を行った。検討結果は以下のとおりであった。 

図表 197 演習仮置場における必要な資機材の調達先・調整先 

資機材 
調達先・調整先 

１班 ２班 ３班 

重機 民間企業 
産廃協会 
建設業協会 
民間企業 

リース会社 
土建業者 

破砕・ 
選別機 

民間企業 
民間企業 
産廃協会 

民間企業 
 

受付 
機材 

民間企業 物品リース会社 宇部市 

看板等 
掲示物 

看板屋 
 

宇部市作成 

リース会社 
土建業者 
警備会社 

ＰＲ内容の資材は宇部市
（事前作成） 

品目 
仕切り 

民間企業 民間企業３社 
民間企業 
宇部市 

誘導 
矢印等 

宇部市 
体育協会 

 
リース会社 
土建業者 
警備会社 

立入禁止帯等 
仕切り 

宇部市道路整備課 ホームセンター 

リース会社 
土建業者 
警備会社 
民間企業 
宇部市 

門，フェンス
等 

民間企業 
レンタル会社 
建設業者 

土建業者 
解体業者 

作業員控室 
学校 

民間企業 
民間企業 

リース会社 
土建業者 
警備会社 

トイレ 民間企業 
民間企業３社 

宇部地区環境整備事業協同
組合 

民間企業 

駐車場 民間企業 
ホームセンター 

学校 
体育協会 

 

その他 民間企業（鉄板） 

建設業者（鉄板） 
産廃協会（運搬車） 

廃棄物業者（脱着コンテ
ナ） 

リース会社 
土建業者 
警備会社 

上記で「民間企業」の部分は，研修の中では実際の企業名が記されていた。 
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(３)振り返り 

本日の講義，図上訓練を振り返り，事前ワークで取り上げた重要点や課題についての対応策や仮

置場の選定や管理運営に関する宇部市の課題を踏まえ，災害が発生する前に準備・対応しておくべ

き事項について各班において議論を行った。特に重要な事前の取組３つは以下のとおり。 

図表 198 災害が発生する前に準備・対応しておくべき事項 

班名 特に重要な事前の取組み 

宇部市 

１班 

仮置場の選定と状況把握 

関係機関との協定による応援資機材と人員の把握 

災害を想定した訓練 

宇部市 

２班 

人員・資機材の確保（関係団体との調整） 

広報の準備 

仮置場の検証 

宇部市 

３班 

広報活動 

・仮置場が開設するまで災害廃棄物を捨てないようＰＲする 

・仮置場の開設情報（名称，場所，時間，分別品目） 

仮置場の開設に必要な業種との協定 

・リース業 

・警備 

・建設業 

人員の確保 

・他市職員への協力要請 

・ボランティア（事前に社協との協議） 

・職務内容を決めての応援依頼 
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３.有識者の講評 

〔仮置場の候補地の選定〕 

○仮置場の候補地の選定においては，ハザードマップをもとに検討いただき，コントローラーに

使用可能か状況を聴取し，最終的に候補地を決定した。ここでは，発災後，まずは被害状況を

確認することが必要だということを学んでいただいた。 

○候補地を仮置場として使用する際は，使用可能となるまでにどの程度の時間を要するかという

点に留意する必要がある。仮置場候補地が被災し，散乱物がある，土砂等が堆積している，又

は，駐車場を仮置場として使用する他ないという状況により，工事を行えば使用可能となる場

合も実際にあった（車止めを撤去して仮置場をつくった例あり）。但し，工事を発注してもすぐ

に対応してもらえない場合は，その候補地は使用できないと判断される。至急の工事対応が可

能かどうかを確認することが重要である。 

○出入口の拡張を経験していただいたことはよかった。 

 

〔仮置場のレイアウト〕 

○仮置場のレイアウトの検討は，難しかったと思う。私自身このような訓練の経験は初めてで，

感心しながら見ていたが，平時から想定しておくことの重要性に気づかれたと思う。これが今

日の大きな成果の一つと私は感じている。 

○参考であるが，分別品目を配置する際，可燃物と不燃物を交互に配置することで火災の延焼を

防ぐことができる。特に濡れた畳は積み上げるとすぐに発熱して火災が起こる可能性があるの

で，極力可燃物の近くにはおかないよう注意する必要がある。そういった配慮ができている班

もあり感心した。 

○中央に配置する品目については，皆さんから意見が聞けなかった。私のイメージでは，入口か

ら全体が見えるようにしたいので，中央には高く積み上げないものを配置すべきと考える。そ

のような配慮があると，入口付近にいる誘導員，管理者などが説明しやすいのではないか。 

○参考であるが，持ち込み禁止物については，目立つ場所に置くと，持ち込んでよいと誤解され

るケースがあるので，人目に付かない場所にブルーシートで被って保管するなどの配慮が必要

である。 

 

〔仮置場の運営に必要な人員の確保〕 

○仮置場の運営に必要な人員の確保については，確保先（どこのどのような人に来ていただくか）

で議論があったのではないか。背景がないから迷うのは当たり前のことだが，実際災害が起き

た時，このことがネックとなる。その点での気づきもあったのではないか。 

○人員の削減については，単純な問題ではなく，現実には難しい場合もある。どういう状況で削

減できるかについて例を示す。 

・受付については，複数回の搬入のうち，１回目のみ受付を行い，２回目以降は簡略化するこ

とも可能ではないか。講義で示した搬入数のグラフからも，日ごとに数が減少していくこと

も分かっているので，それに応じた人員削減が可能となる。但し，試行をした上で削減する

ことが必要になるだろう。 

・積荷チェックに関しても受付と同様，効率化を考え，試行しつつ削減が可能かを判断してい

く必要がある。 

・分別指導員については，量が少ない品目で兼務することが可能だろう。イメージ図で示した

品目エリアの大きさは実際のデータをもとにしている。スレートや石膏ボード，ソファの持

ち込みは少ない。最初に申し上げたが，品目の割合は災害ごとに異なるので，運用していく

中での判断となる。 

・荷降し補助員については，様子を見ながらではあるが，住民の方に持ち込みの際に複数人で

来ていただき，荷降し補助を担っていただくことで削減が可能だろう。 

・交通誘導員は，公道に面している場所での誘導は有資格者が必要となるので，委託先に依頼

して増員することになる。 

・講義の中でも申し上げたが，分別品目数を少なくすればその分人員を減らすことができるの

で，できるだけ削減するべきである。ただ，品目を少なくしすぎるとその後の分別が必要に
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なることから，慎重に決定することが重要である。 

・ボランティアについては，通常のゴミ出しの分別指導として市民ボランティアが日常的に活

動されていると聞く。仮置場のボランティアとして，そういった経験のある方を想定しても

よいと思う。但し，通常の災害ボランティアの場合，仮置場での危険な作業に伴う事故対応

が難しいことから社会福祉協議会によってはボランティアの活用は不可と判断するところも

ある。社会福祉協議会の方針を確認の上での活用が必要となる。 

 

〔本日の訓練の感想〕 

○発災時には，近隣市町村が（協定の細やかな内容に関わらず）すぐに応援にかけつけるという

ことが重要である。民間事業者も含めた協力体制の構築が今後の活動の目標となればよい。 

○今日の訓練を通して，事前準備ができていないと初動の問題をクリアできないということを学

んでいただけたと思う。個々人の気づきをそれぞれ持ち帰り，将来に備えた解決策を模索して

いただきたい。 

○実際に災害が起きたら，宇部市及び近隣の市町，それをバックアップする県，民間事業者が実

際に動き，各主体の協力のもと災害廃棄物処理が行われる。今日はその主体が一堂に会し，実

際的に役立つ訓練になったと思う。 

○仮置場候補地に草が生えている，森になっているといった具体的な話を聞くことができたし，

資機材の調達においては実在するお店の名称が出てくるなど，大変意味のある訓練となった。

人員の確保が容易でない中，人員削減の話をしたが，実際に即した訓練ができた。今後もこの

ような機会をつくり継続できればよい。 
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４.参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 199 所属 

 

図表 200 参加時の立場 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，９割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 201 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 202 有識者による講義の理解度 

 

図表 203 有識者による講義の満足度 

 

 

12.5% 75.0% 12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

県 市町村 一部事務組合 その他

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

参加者 見学者 事務局・担当

81.3% 12.5% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

81.3% 18.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

86.7% 13.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=15

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 図上演習①仮置場の選定 

図上演習①仮置場の選定の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 204 図上訓練①（発災直後）の理解度 

 

図表 205 図上訓練①（発災直後）の満足度 

 

ウ 図上演習②仮置場の開設・管理運営 

図上演習②仮置場の管理運営の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解し

た」）と回答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 206 図上訓練②（仮置場）の理解度 

 

図表 207 図上訓練②（仮置場）の満足度 

 

  

81.3% 18.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

87.5% 12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

75.0% 25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

87.5% 12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=16

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」，「災害廃棄

物処理の手順の詳細が分かった」，「災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった」の回答が多かっ

た。 

図表 208 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「仮置場」が最も多く，「他

機関・ボランティアとの協力・支援体制」，「災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統」，「住民等への

啓発，広報」が続いた。 

図表 209 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 

  

75.0%

93.8%

56.3%

81.3%

68.8%

12.5%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=16

64.3%

42.9%

71.4%

7.1%

7.1%

7.1%

14.3%

14.3%

14.3%

78.6%

7.1%

14.3%

7.1%

7.1%

57.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他
N=14
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(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題点や課題（具体的な内容） 

ア 講義で気づいた点 

有識者の講義により気がついた自組織の問題点や課題としては，広報や事前準備の重要性，準

備不足，情報共有に関することであった。 

図表 210 講義を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○広報や事前準備の重要性 

・事前準備の重要性。災害廃棄物の排出側と処理側の立場が違う。正しい啓発が必要 

・勝手仮置場が出来ないための広報や事前準備の必要性について理解しました。また，事前準

備といっても市民への周知や協力団体のリストアップなど計画的に進める必要があり，重要

だと感じた。 

・市民への周知など問題点が多いと思われる。 

・仮置場の事前登録，確認。また，レイアウトの想定が必要。広報活動の重要性 

○準備不足 

・災害発生時の初動対応とその準備ができていない 

・仮置場の選定。取組みが遅れていると感じた。 

○情報共有 

・県内市町の共有 

○その他（分かりやすい講義であった等） 

・仮置場のみの内容でそれぞれの問題の写真があり，よく理解できた 

・レイアウト等とても具体的な内容の講義，図上訓練であり，とても参考になった。 

 

イ 図上演習①仮置場の選定で気づいた点 

図上訓練①で気がついた問題点や課題は，平時からの仮置場候補地の選定と状況把握，職員へ

の教育があげられた。 

図表 211 図上演習①を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

 

  

○平時からの仮置場候補地の選定と状況把握 

・候補地の中には仮設住宅等，別の用途で使われることもあり，常に候補地のリストアップは

しなければならない。 

・候補地は選定されているが，偏りがあるように思える。 

・仮置場の選定は，候補地をリストアップしていても災害の状況や条件などで決定すると難し

いのだと思った。より細かなリストアップと地図での把握をポイントに活用したい。 

・県内の仮置場候補地の把握 

・仮置場の特性，制約を日常から把握していくべきだ 

・仮置場の選定方法。様々な状況を考慮し選定する。 

・仮置場の選定ができていない 

・仮設置場のMAPづくり（全体図）の未作成 

○職員への教育 

・市職員はこのようなことを全く知らないと思うので，全職員がこの講義を受けたら良いと思

う。初期の対応の重要さを再確認すべきである 

○その他 

・レイアウトの重要性。安全確保 
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ウ 図上演習②仮置場の開設・管理運営で気づいた点 

図上訓練②で気がついた問題点や課題は，人員・資機材の確保，レイアウト，仮置場の管理・運

営，仮置場の選定であった。 

図表 212 図上演習②を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○人員・資機材の確保について 

・人員，資機材の確保ができていない 

・人員，資機材の確保の準備 

・人員の確保の難しさ。重機等資機材確保の想定 

○レイアウトについて 

・レイアウトの重要性。発火の恐れのあるものは注意。 

・レイアウトが思った以上に難しく，土地の特性や形などによって大きく左右されるのにびっ

くりした。 

・可燃，不燃等，火災の危険性を考慮しながら，レイアウト等を考えなければならない。とても

難しいと思った。 

○仮置場の管理・運営について 

・仮置場の管理，運営の詳細な想定をしていない 

・管理，運営への体制の不備 

○仮置場の選定について 

・仮置場が少ない。市有地では足りないので，民有地の活用の検討が必要 

・仮置場の候補地は選定されているが，実際に廃棄物を置くとなった時に置けるのか。 

 

 

(７)問２－３ 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと 

今回の研修を通じて計画や事前対策として最も反映すべきこととしては，広報や市民への周知，

協定締結事業者の選定，仮置場に関する事前準備，教育・訓練の実施が挙げられている。 

図表 213 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと感じたことは何か 

○広報，市民への周知 

・・災害廃棄物発生時の対応方法が市民に充分周知及び理解されていないと思う。 

・広報の準備 

・PR材の準備 

○協定締結事業者の選定 

・協力支援業者の連絡先や業者の選定。常にとどこに連絡したらよいか分かるようにしておく。 

・協定 

・災害廃棄物の種類ごとの搬出先リスト 

・災害廃棄物処理に関係する事業者団体との事前協定。 

○仮置場に関する事前準備 

・仮置場候補地のリストアップと地図上での把握 

・仮置場の具体的準備及び体制の整備 

○教育，訓練の実施 

・災害発生後にやらなければならないことのイメージを作り，リーダーとなる業者への繰り返

しの訓練が必要だと思った。 

・常日頃の訓練 

○その他 

・災害時の迅速な対応 
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(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「市町村内部の関係部

署間の連携強化」，「市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化」，「自治体とその他の民間事業者（※）

との連携強化」の回答が多かった。 

図表 214 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 

(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 215 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

 

・民間企業と比較し，自治体は異動により災害廃棄物処理の経験が少ない職員が多く感じた。

民間企業の災害対策の経験や研修が実際の実務で役立つなと感じた。 

・連携が重要であることは確かではあるが，それ以前に職員が何をすべきなのか日頃から把握

する必要がある。 

・連携民間業者を自治体が強いリーダーシップでもって導き，行動して欲しい 

・関係団体と積極的な交流が必要 

・もう少し，常に連携した方がよい 

・協議等，具体的な取り組みが遅れていること 

 

 

  

50.0%

78.6%

57.1%

35.7%

71.4%

21.4%

21.4%

42.9%

64.3%

28.6%

21.4%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=14

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等
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(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 216 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，８割以上が「１年に１回程度」と回答した。 

図表 217 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，９割以上が「対面型で実施した方が良い」と回答した。 

図表 218 実施方法について 

 

エ 実施対象者 

実施対象者については，８割弱が「適切である」，２割強が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 219 実施対象者について 

 

 

○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・リース会社や建設業者を参加させる 

・災害廃棄物処理に関係する民間事業者にもっと参加していただきたい 

・廃棄物担当職員以外にも・事務職員にも対象範囲を拡大してもいい 

 

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=13

適切である 改善の余地あり

18.2% 81.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=11

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度 その他

92.3% 7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=13

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他

76.9% 23.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=13

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い
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オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 220 配布資料について 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，その他の意見はなかった。 

(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「関係団体，事業者等との連携」，「避難所ごみ，災害時におけ

る生活ごみ対策」，「仮置場の選定，設置・運営」との回答が多かった。 

図表 221 今後扱うテーマについて希望するものは何か（複数回答） 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

図表 222 中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望 

 

・災害廃棄物処理計画改定モデル業務のオンライン研修会を開催していただけると嬉しいです 

 

  

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=13

適切である 改善の余地あり

23.1%

46.2%

23.1%

38.5%

7.7%

7.7%

15.4%

38.5%

23.1%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=13
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５.成果と課題 

(１)成果 

今回の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 参加者が仮置場の開設・設置・運営に関する各自の役割，具体的な業務内容を確認すること 

イ 仮置場候補地をもとにして，設置運営に必要となる人員，資機材と確保先を具体的に分かる

こと 

ア  参加者が仮置場の開設・設置・運営に関する各自の役割，具体的な業務内容を確認するこ

と 

○仮置場の開設・設置・運営について，有識者の講義を通じて理解が深まった。 

○同じく講義を通じて，仮置場に関する各自の役割や具体的な業務内容を確認し，手順の詳細

を理解する一方で準備不足を認識した。 

○講義による理解の後，図上訓練において実際のハザードマップを使って仮置場の選定とその

土地を仮置場として使用するための要件を整理しつつ，仮置場候補地の優先順位づけができ

た。 

イ  仮置場候補地をもとにして，設置運営に必要となる人員，資機材と確保先を具体的に分か

ること 

○仮置場候補地で実際にレイアウトを検討し，１つの案が作成できた（今後の精査は必要）。 

○レイアウト作成の難しさと作成時の留意点を具体的に認識できた。 

○レイアウトを踏まえ，必要となる人員，資機材と確保先を，具体的な固有名詞まで検討・整理

できた。 

ウ  その他の成果 

○事前の準備事項として，仮置場の選定や人員・資機材の確保等に関する協定の締結や事前の

協力要請などの必要性が認識された。 

○住民に対する広報活動や事前準備の重要性が認識できた。 

○仮置場に関する職員への教育や講義・訓練の重要性を確認できた。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 仮置場候補地を選定していない自治体からの参加者は，候補地選定の課題を認識した。 

 研修を通じて理解してもなお，仮置場に対する問題や課題があると認識した職員が多数い

た。 

 自治体側・民間事業者側の双方から自治体と民間事業者との連携がもっと必要であるとい

う課題を持った。 

 災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統に課題があると認識した。 

 仮置場の管理運営に必要な人員，資機材の確保が十分でない。 
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(３)次年度以降に実施する研修の例 

本年度の研修の成果及び参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修としては次のもの

が考えられる。 

○より実践的な仮置場に関する研修 

・本年度の研修で作成した仮置場レイアウトを活用した仮置場設置の実地訓練（可能であれ

ば，レイアウトを作成した仮置場において） 

・仮置場の設置・運営に係る関係事業者との連携や役割分担に関するワークショップ（連携が

想定される関係事業者に可能な限り多数参加して頂く）（集合） 

 

○仮置場以外のテーマに関する研修 

・災害廃棄物処理全体に係る関係事業者との連携に関する研修（可能な限り多数の関係事業者

に参加して頂く）（集合） 

・災害発生後の生活ごみや避難所ごみ，片づけごみに関する研修及び図上訓練（リモート可） 
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 高知市 

１.第１回研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，災害廃棄物処理に関する以下の２点の実施方法等を理解する。 

○ボランティアとの連携による災害廃棄物処理 

・ 災害廃棄物の排出における住民広報の実施方法を習熟すること 

・ ボランティアとの連携体制の構築方法を理解すること 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年10月20日（水）10：00～16：00 

場所：高知共済会館 大ホール「桜」 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 223 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（高知市） 

10：05 ミニワーク 事前ワークの問題意識の共有 

10：10 講義１ 
「災害廃棄物処理における住民広報」 

（廃棄物・３Ｒ研究財団 上席研究員 中山 育美氏より） 
10：40 ワークショップ１ 災害廃棄物の排出における住民広報の実施方法の検討 
12：00 昼休み ～休憩～ 
13：00 発表 各班からの発表 

13：20 講評 有識者からの講評等 
13：30 講義２ 災害廃棄物処理におけるボランティアとの連携 
13：50 ワークショップ２ ボランティアとの連携体制の構築方法の検討 
15：00 休憩 ～休憩～ 
15：10 発表 各班からの発表 

15：30 講評 有識者からの講評等 

15：45 振り返り 振り返り討議 

15：55 閉会 閉会の挨拶（中国四国地方環境事務所） 

16：00 アンケート アンケート記入等 

(３)出席者 

研修は，高知市のほか社会福祉協議会，高知県からも参加があり，24名の参加があった。 

図表 224 参加者内訳 

属性 人数 

高知市 

新エネルギー・環境政策課，環境施設対策課，環境保全課，廃棄物対策

課，環境業務課，清掃工場，防災政策課，地域防災推進課，地域コミュ

ニティ推進課，広聴広報課，地域共生社会推進課から計20名 

高知市社会

福祉協議会 
地域協働課から２名 

高知県 環境対策課から２名 
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(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 225 事前ワークの内容 

添付の「平成30年７月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」（令和３年３月，環境省

中国四国地方環境事務所・広島市）をお読みいただき，各自が重要だと感じた点や課題につ

いて別紙２－２へご記入ください。 

なお，災害廃棄物処理の全体像を把握いただくため，全ページを対象としておりますが，

下記のページについては，今回の研修内容に特に関連する箇所となっておりますので，必ず

お読みください。 

・第２章第７節 １ 片づけごみの収集運搬 ······························· P.32 

・第２章第９節 ２.１ 土砂等の撤去に関する市民への広報 ················ P.48 

・第２章第９節 ３.１ 被災家屋の解体・撤去に関する市民への広報 ········ P.52 

・第２章第９節 ５.１ 費用償還に関する市民への広報 ···················· P.62 

・第２章第13節 ボランティア活動 ······································ P.74 

・第３章第２節 災害廃棄物処理の今後の課題 ···························· P.79 

※あわせて概要版もご参照ください。 

※研修では，ご提出いただいた内容を基にワークショップを実施します。また，事前に講師

に共有し，講義内容の参考とさせていただきます。 

  

参加者の個人ワークの結果を研修の冒頭の「ミニワーク」で自己紹介とともに，それぞれが重要

だと感じた点や課題を共有し，問題意識を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)講義の概要 

ワークショップ１及びワークショップ２のそれぞれの実施前に，参加者がワークショップ実施に

必要な知識を習得するための講義を行った。講義は，（公財）廃棄物・３Ｒ研究財団 上席研究員 中

山 育美 氏より，次のものを講義頂いた。 

講義１ 「災害廃棄物処理における住民広報」 

講義２ 「災害廃棄物処理におけるボランティアとの連携」 

(６)ワークショップ 

ア  ワークショップの実施概要 

(ｱ)ワークショップ１の概要 

ワークショップ１では，住民の広報をテーマに次のステップで検討を行った。 

1）ステップ１：広報する内容の確認 
有識者の講義１の内容を踏まえ，被災時に広報する内容について付箋紙に書き出しながら集約

した。 

2）ステップ２：伝達手段，伝達時期の検討 
各グループに災害発生時から時系列順に災害の様相を示した模造紙（以下，「広報ワークシー

ト」という）を配布し，「広報ワークシート」に示した災害の様相を与条件として，広報伝達手段

と伝達時期を検討した。検討内容は，赤付箋に書き出し，時系列順に整理した。また，広報を実
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施するに当たっての課題（事前準備，応援要請等）があれば，青付箋に記入して，「広報ワーク

シート」に貼り付けて整理した。 

図表 226 広報の伝達手段，伝達時期と実施に当たっての課題の検討イメージ 

 

3）ステップ３：住民等からの想定問答の検討 
ステップ１，ステップ２で検討した広報内容，伝達手段・時期を踏まえて，災害時に住民等か

ら寄せられると考えられる問合せやクレーム等の内容のアイデア出しを行った。 

次に，別のグループが検討した問合せ・クレーム等の内容に対する回答案・対応策，そのため

に必要となる事前準備の工夫について検討を行った。 

検討に当たっては，各グループから問合せ・クレーム等の内容を説明するホスト役を１名選出

し，問合せ・クレームの内容について説明を行った。その後，各グループで，住民等からの問合

せ・クレーム等の内容に対する回答・対応策について赤付箋に，住民等からの問合せ・クレーム

等の内容に対する回答・対応策を円滑に実施するための事前準備の工夫等について，青付箋に書

き出して検討を行った。 

4）各グループからの発表 
ステップ１から３までのワークショップの結果について，以下に示す発表の視点を主なポイン

トとして各グループ発表を実施し，他グループとのワーク成果の共有を行った。 

・ それぞれの検討に当たって苦労した点・難しかった点とその理由 

・ 全体的に事前に備えておくべき事項についてのポイント・気付き     等 

(ｲ)ワークショップ２の実施概要 

ワークショップ２では，ボランティアとの連携体制の構築方法をテーマに次のステップで検討

を行った。 

1）ステップ１：災害廃棄物処理のボランティア要請事項 
各グループに災害廃棄物処理の模式図を示したワークシートを配布した。有識者の講義２を踏

0h 12h 24h（1日） 48h（2日） 72h（3日） 7日 3週間

災
害
の
様
相

広
報
の
タ
イ
ミ
ン
グ

〇広報原稿ツールの準備・確認

〇仮置場案内用看板等の準備・確認

▼水害発生 ▼水が引く

▼傾斜地で土砂災害発生

▼停電、通信の遮断（被災地域限定）

▼断水（被災地域限定）

▼焼却施設が停止
▼し尿処理施設が停止
▼トイレ使用不可

〇避難所開設

〇仮設トイ レ設置、し尿収集手配

〇生活ごみ収集計画の変更

〇一次仮置場の開設

〇仮設トイレ不足

〇ボランティアセンター設置

〇臭気・害虫の発生
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まえ，ワークシートの災害廃棄物処理の模式図を参考として，被災者から災害廃棄物処理におい

て，ボランティアに対してどのような要望事項が考えられるかを検討した。要望事項は黄付箋に

書き出し，ワークシートに貼り付けて整理した。 

図表 227 ワークシートとボランティアに対する要望事項検討のイメージ 

 

2）ステップ２：ボランティアに対する活動事前説明事項の検討 
ステップ１で検討した想定される要請事項をボランティアの方に実施いただくにあたり，活動

前に説明しておくべき事項の洗い出しを行った。説明しておくべき事項は，赤付箋に書き出し，

ワークシート上で，黄付箋と対応するよう貼り付けて整理した。 

3）ステップ３：ボランティア活動実施中の情報共有のあり方 
下記の２点の状況付与を行い，状況付与に対応するためのアイデアについて検討した。アイデ

アは青付箋に書き出して模造紙上に貼付け，同種・類似の意見をグルーピングする等して整理し

た。 

○ボランティアセンターから災害廃棄物処理のボランティア活動を通じて，被災現場から

の質問・疑問が多く上がってくるようになってきた。 

○一次仮置場の新規開設，旧仮置場の受入停止（満杯等）等の状況変化が生じており，ボ

ランティアの方々に情報共有する必要がある。 

4）各グループからの発表 
ステップ１から３までのワークショップの結果について，以下に示す発表の視点を主なポイン

トとして各グループ発表を実施し，他グループとのワーク成果の共有を行った。 

・ それぞれの検討に当たって苦労した点・難しかった点とその理由 

・ 全体的に事前に備えておくべき事項についてのポイント・気付き     等 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義 〇住民広報の実施方法の検討 

 

 

〇住民広報の実施方法の検討 〇ワークショップ１の発表 

  

〇ボランティアの要請事項の検討 〇ボランティアとの情報共有のあり方の検討 

  

〇ワークショップ２の発表 〇有識者講評 
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２.第１回研修の結果 

(１)ワークショップ１：災害廃棄物の排出における住民広報の実施方法の検討 

ア ステップ１：広報する内容の確認 

広報ツールを各自治体で活用する際に，アレンジ・調整が必要となる事項，ツール活用に当たっ

ての課題（事前準備が必要な事項等）について検討を行った。結果は以下のとおりであった。 

図表 228 広報ツールをアレンジ・調整が必要となる事項，ツール活用に当たっての課題 

（※表中の（）内の数字は，同種の御意見をいただいた班の数） 

項目 アレンジ・調整が必要となる事項，ツール活用に当たっての課題 

仮置場 

○仮置場の開設場所の確保（５） ○仮置場の開設期間・時間 
○仮置場へのルート，アクセス（３） 
○仮置場のマップ，搬入可能地区分布（２） 
○仮置場のレイアウトの検討（４） ○受入可能及び不可品目（２） 
○分別表示の看板 ○仮置場搬入時のルール 
○人員の確保，配置（２） ○ボランティア 
○仮置場担当スタッフのユニフォーム・目じるしなど 
○コロナ対策 
○仮置場設置場所の周辺住民への周知・理解（２） 

分別 ○分別ルールの徹底（２） 

排出方法 
○生活ごみと災害廃棄物は別々に排出する（２） 
○排出不可品目の対応 

通常収集 ○生活ごみの収集について 

広
報 

広報手段 

○チラシ，ポスター（４） ○広報車（２） ○防災無線 
○ラジオ，ＴＶ ○ＳＮＳ，ＨＰ（３） 
○複数のツールを使用した場合，内容にずれがないよう注意する。 
○避難所の広報方法の検討 
○ネットが使えない人への対応の検討 
 

広報内容・ 

タイミング 

○住民に伝わりやすい内容の検討（４） 
○多言語対応（２） ○ユニバーサルデザイン（３） 
○自分でゴミが出せない人への広報 ○ボランティア向けの広報 
○仮置場開設までの自宅保管のお願い ○開設期間短縮の可能性 
○仮置場で提示する身分証明書について 
○トラックへのごみの積み方 ○分別用具（袋・ゴミ箱・看板） 
○アプリのＱＲコード 
○伝える情報の優先順位（２） 

広報・問合せ 

対応にかかる 

体制・方法 

○広報の役割分担（どの部署がどこへ何を伝えるのか），広報伝達系
統の検討 

連携先との連絡・調整 
○自主防災組織との連携 

その他 

○ツール等の保存場所の共有 
○ツールをダウンロードできない場合の手段の検討 
○平時から広報内容，範囲を決めておく（３） 
○住民や自主防災組織向けのゴミ出し訓練の検討 
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イ ステップ２：伝達手段，伝達時期の検討 

広報の伝達手段・伝達時期の検討，実施に当たっての課題について検討を行った。検討結果は以

下のとおりであった。 

図表 229 広報の伝達手段・伝達時期の検討，実施に当たっての課題 

（※表中の（）内の数字は，同種の御意見をいただいた班の数） 

 広報伝達手段 実施に当たっての課題 

０時間 

○防災無線（３） 

○マスコミ（テレビ，ラジオ）（２） 

○シティＦＭ 

○ホームページ，ＳＮＳ（２） 

 

 

○市長メッセージ 

○町内会，避難所にチラシを配布，掲示

（２） 

○広報車 

 

 

 

○フォロー数が少ない 

○ネットが使えない人（障がい者，高齢

者，外国人etc）の対応 

○内容の検討 

○参集人数 

○事前のチラシ作成，用紙の準備 

12時間 

○防災無線（２） 

○マスコミ（テレビ，ラジオ）（５） 

 

○ホームページ，ＳＮＳ（３） 

 

 

○広報車 

 

○平時の連携体制，事前協定の締結 

○放送内容 

○更新作業者の確保 

○被災状況の把握 

○電源確保 ○広報先リスト 

○担当者の確保 

24時間(１日） 

○防災無線 

○ホームページ，ＳＮＳ（２） 

○チラシ配布（４） 

○ポスター（避難所） 

○広報車（３） 

 

○看板の設置（２） 

○住民資源（青パトなど）の活用 

○窓口，現場での対面対応 

 

 

○早期の準備 

 

○広報ルート，安全の確保 

○広報内容の事前準備，人員の確保 

○事前の現地確認と設置者の確保 

○住民との意見交換 

○想定問答の準備 

48時間(２日) 

○防災無線 

○マスコミ（TV，ラジオ，新聞）（２） 

○ホームページ，ＳＮＳ（２） 

○チラシ配布（２） 

○看板の設置 

○窓口，現場での対面対応（２） 

○広報誌 

 

○事前の協定締結 

○ネットが使えない人の対応 

 

○事前の現地確認と設置者の確保 

○想定問答の準備 ○人員の確保 

 

72時間(３日) 

○ボランティアセンターへのチラシ配

布（３） 

○関係機関との日頃からの連携（２） 

○募集範囲 

○ボランティア向けのマニュアル準備 

７日 

○ボランティアセンターへのチラシ配

布（２） 

○ボランティアセンターへのポスター

掲示 

○ＨＰ 

○関係機関との日頃からの連携（２） 

○事前準備 

○事前準備。伝える内容を決めておく 

○窓口へ来てもらわないと伝わらない 

３週間 ○広報誌 ○情報の集約と整理 
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ウ ステップ３：住民等からの想定問答の検討 

想定される住民等から問合せ等とそれに対する回答・対応，事前準備の工夫について検討を行っ

た。検討結果は以下のとおりであった。 

図表 230 想定される住民等から問合せ等とそれに対する回答・対応，事前準備の工夫 

（※表中の（）内の数字は，同種の御意見をいただいた班の数） 

項目 
想定される住民等からの 

問合せ等 
回答・対応策 事前準備の工夫等 

仮置場に 
関すること 

 仮置場の開設はいつか。
待てない。 

 設置決定後，すぐに広報
するのでお待ちいただく
よう依頼する 

 

 仮置場の場所が分からな
い（２） 

 場所を伝える（２）  

 仮置場への道路が渋滞し
ている／仮置場で長時間
待たされる（４） 

 仮置場の配置人員を増や
す 

 分別方法を再考する 

 

 仮置場がいっぱいで置く
ことができない／どこに
ゴミを持っていけばよい
か分からない（４） 

 他の場所を案内 
 町内会・自治会が連携し
て搬出場所を確保 

 運営・管理マニュア
ルの準備 

 仮置場から異臭がする／
虫が出る／煙が上がって
いる（３） 

 定期的に消毒を散布する
（２） 

 確認の上，消火する 

 運営・管理マニュア
ルの準備 

 細かく分別できない 
 分別の方法がわからない 

 分別の必要性を説明 
 チラシを見てもらう 

 

 トラックの通行が多く危
険 

 現地を確認し交通整理を
行う 

 

災害廃棄物 
・片付けご
みの排出に
関すること 

 （車がない，高齢などで）
ごみを運び出すことがで
きない。（５） 

 災害ボランティアセン
ターに対応を依頼（４） 

 近所の方に依頼 

 ボランティア等 

 日中仕事なので夜しかゴ
ミが出せない／時間内に
排出できない 

 休日に手伝い 
 ボランティアや近所の方
に依頼 

 

 分別ができない／分別の
方法が分からない（４） 

 広報で何度も説明する
（２） 

 分別の必要性を説明 
 ボランティアに依頼 

 回収時に分別する 

 何故分別する必要がある
のか理解できない（２） 

 広報で何度も説明する 
 その後の手間，費用，時間
が増えることを説明し，
理解いただく 

 回収時に分別する 

 近所に勝手仮置場ができ
ている／ゴミで道路がふ
さがって通れない（４） 

 現地を確認の上指導する 
 道路へ置かないよう周知 
 収集を急ぐ 

 運営・管理マニュア
ルの準備 

 周辺住民への事前の
協力依頼 

 勝手仮置場になった場所
から異臭がする（２） 

 薬剤（消毒薬）を噴霧する
（２） 

 薬剤準備 

 清掃工場に直接持ち込ん
でもよいか 

 検討のうえ連絡する  

 決められた場所にゴミを
出さなければならないか 

 関係各所と調整  協定締結。連携の仕
組みつくり 
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項目 
想定される住民等からの 

問合せ等 
回答・対応策 事前準備の工夫等 

災害廃棄物 
・片付けご
みの収集に
関すること 

 近所に勝手仮置場ができ
たので，収集にきて欲し
い（２） 

 現場確認のうえ対応を検
討する 

 

通常収集に
ついて 

 生活ごみの通常収集はい
つからか／普段通りごみ
を出してよいか（２） 

 方針に基づき回答する  事前広報 

 ステージョンのごみが回
収されてない 

 確認のうえ対応する  

 他地区から生活ごみが持
ち込まれている 

 持ち込んだ本人の確認を
行う 

 

 近所の会社のごみが流れ
てきた。一般のごみとし
て排出してよいか 

 町内会・自治会が連携し
て搬出場所を確保 

 

ボランティ
アに関する
こと 

 ボランティアが来ない／
ボランティアの申込方法
が分からない（３） 

 ボランティアセンターを
案内，依頼方法を伝える 

 

 ボランティアが依頼に応
じない 

 ボランティアの作業内容
を明確化し伝える 

 

 ボランティアがこちらの
了承なく物を搬出してし
まった 

 ボランティアセンターの
問い合わせ窓口を案内 

 

 来た人が本当にボラン
ティアなのか信用できな
い 

 ボランティア共通のシー
ル等を準備中であること
を伝える 

 

その他  いつから水が使用できる
ようになるのか（２） 

 上下水道局の問い合わせ
窓口を案内 

 しばらく給水車の水を使
用するよう依頼 

 上下水道局へ見通し
を確認しておく 

 トイレはいつから使用で
きるようになるのか 

 仮設トイレの場所を案内
する 

 トイレトレーラーの
購入 

 簡易トイレの備蓄 

 飲み水，食料，防寒具が欲
しい 

 避難所を案内する  備蓄の啓発 

 広報車や無線の音が聞こ
えない（２）／インター
ネットが使えない（ＨＰ，
ＳＮＳが確認できない）
ので情報収集できない
（３）／テレビがない 

 複数の手段で伝える（３） 
 家族や近所の方との連携
を提案 

 コールセンターの問い合
わせ窓口を案内 

 広報車，広報内容の
事前準備 
 

 コールセンターに
FAQ を準備しておく 

 電話がつながらない（２）  回線を増やす  事前の設備増強 

 広報車や無線がうるさい  みんなの為に辛抱いただ
くよう依頼 

 対応しない 

 ごみの中から使えるもの
持ち帰ってよいか 

 危険なので，持ち帰らな
いよう依頼 

 

 被災者に負担を強いない
で欲しい／ネガティブ，
無気力，愚痴 

 心理カウンセラーに相談  

 ごみ屋敷に籠城。ほっと
いてくれ 

 心理カウンセラーに相
談。 

 強制執行 
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エ 各班発表 

ワークショップ１を終えて，苦労した点，難しいと感じた点，事前に備えておくべき事項につい

て気がついた点等について，各班において議論を行った。検討結果は以下のとおりであった。 

図表 231 ワークショップ１を通して難しいと感じた点，気がついた点等 

班名 難しいと感じた点，気がついた点等 

Ａ班 

広報の苦労･･･計画の周知 

伝達手段･･･処理施設によって 

住民からのクレーム･･･現状の把握が出来ていないと対応が難しい 

事前に備えておく事項･･･マニュアルの作成 

Ｂ班 

情報を出すタイミングが難しい（地域・人の状況によって欲しい情報が異な

る） 

様々なパターン・ツールを想定した事前準備 

他機関連携の連絡先の共有，周知 

個人の都合への対応が困難（騒音など） 

Ｃ班 

どうやって全員（ネットを使えない高齢者・障害者など）に正確に（分かり

やすく）に伝えるか 

行政だけでは対応できない 

地域共生社会 

・家族・近所・ボランティア・町内会・自治会 

・事前の準備 

Ｄ班 

災害の規模の把握 

有効に使用できる情報手段の確認 

住民の要望・行動の想定 

平時からの関係機関との連携・テンプレートの作成 

Ｅ班 

災害派遣対応を経験していないのでイメージしづらい 

住民からの問合せに対して，他部署との連携・情報共有が必要 

住民目線で必要な広報を検討する必要がある 
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(２)ワークショップ２：ボランティアとの連携体制の構築方法の検討 

ア ステップ１：災害廃棄物処理のボランティア要請事項 

イ ステップ２：ボランティアに対する活動事前説明事項の検討 

災害廃棄物処理において想定される，被災者からボランティアに対する要望事項及び活動に当

たって事前説明が必要な事項について検討を行った。検討結果は以下のとおりであった。 

図表 232 ボランティアに対する要請事項と活動に当たって事前説明等が必要な事項 

（※表中の（）内の数字は，同種の御意見をいただいた班の数） 

活動場所 要請事項 事前説明が必要な事項等 

全体 －  災害規模の全体像，被害状況の把握（２） 

 危険箇所の説明 

 必要な装備品（ヘルメット，ゴーグル，軍手等）（２） 

 必要な用具の管理 

 マニュアルの配付 

 リーダー等指揮系統の説明 

 廃棄物以外の要望や業務の説明 

 廃棄物処理以外の連絡先の説明 

 要望元の周知（どこでどのようなニーズがあるか） 

 希望する範囲の事前確認 

 前日に作業計画を周知 

 派遣先を間違えない 

 緊急時連絡先の共有（４） 

 けがや病気などの緊急事態への対応 

 保険の加入（物の破損・事故） 

 トラブル時の対応方法の共有 

 ボランティアであることの表示（２） 

 ボランティア本人の体調管理（２） 

 コロナの感染予防対策 

仮置場  場所の把握  仮置場の場所（４） 

 仮置場周辺の地理，交通事情，移動ルート（３） 

 運営に関して  仮置場の運営ルール（３） 

 開設時間（３） 

 運搬  仮置場のレイアウト（３） 

 積み込みの順番（２） 

 搬出先の説明 

 運用できる資機材の確認 

 安全運転の周知（２） 

 安全確保の周知（３） 

 分別  分別リスト 

 分別方法（５） 

 分別ルール（２） 

 作業報告  活動報告 

 活動時間 

被災地域  家屋の片付け  破損してしまった場合の対応 

 危険物の取扱い 

 情報共有，ミーティングのルール 

 出来る事，出来ない事の説明 
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活動場所 要請事項 事前説明が必要な事項等 

 家の掃除  掃除の仕方 

 掃除で発生しそうなトラブル 

 水分補給 

 分別  災害ごみと生活ごみの違い，それぞれの排出方法 

 災害ごみの種類，分別区分，方法，ルールの周知（２） 

 災害ごみを出す際の注意点 

 分別ルールを示したチラシ周知 

 分別の大切さ，意義，実施する理由を周知 

 思い出の品，大切なも

のの探しもの 

 適切な断り方 

 被災している物品=ごみと呼ばないことの徹底（３） 

 必ずしもスピード重視でなく，住民の方の心に寄り添

うこと 

その他  身の回りのお世話，生

活支援 

 片付け以外の，出来ること，出来ないことのルールの周

知（２） 

 病院やスーパーの場所（２） 

 要望一覧，調達先リストの共有（２） 

 生活支援に係る注意事項の周知 

ウ ステップ３：ボランティア活動実施中の情報共有のあり方 

ワークショップを通じて，ボランティア活動実施中における，ボランティアの方々への情報共

有のあり方について検討した。検討結果は以下のとおりであった。 

図表 233 ボランティア活動実施中の情報共有のあり方 

（※表中の（）内の数字は，同種の御意見をいただいた班の数） 

○朝礼・定例ミーティング（４） 

・朝・晩など時間を決めて状況報告を実施する 

・チームリーダーから朝礼などで伝達 

・ボランティアリーダーを交えた，毎日の定例会で情報共有する 

・ボランティアセンターとの情報共有の会 

○掲示板の活用（３） 

・ボランティアセンターの掲示板に変更事項を掲示 

・活動の前に毎日確認する情報掲示板の設置 

・現場（集積場・活動地域）へ掲示 

○チラシ（３） 

・処理困難物（畳，消火器，バッテリー）など，特に注意が必要なものをチラシ等で周知 

○ホームページ（５） 

・ボランティアセンターのＨＰを活用 

・専用のＨＰを立ち上げて，情報発信を行う（掲示板活用） 

・最新情報が分かるように発信日の記載を行うこと 

○グループＬＩＮＥやメールによる情報発信（４） 

○ＳＮＳ（４） 

・専用ＳＮＳを立ち上げる 

・ボランティアセンターのＳＮＳを活用する 

○ボランティアセンターに情報を集約させる（情報共有の簡素化）（３） 

○相談窓口の設置 

○防災無線（２），広報車，電話，トランシーバー，ラジオの活用 

○デジタルツール（スマホ）を所有していない人への口頭連絡 

○前回までのＱ＆Ａを共有 
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(３)振り返り 

事前ワーク，テーマ１，テーマ２の講義とワークショップを振り返り，気がついた点，重要点に

ついて各班において議論を行った。 

図表 234 第１回研修を通して気がついた点，重要な点 

班名 気がついた点，重要な点 

Ａ班 

要請事項の検討･･･ボランティアの活動範囲 

説明・伝達方法･･･周知方法 

情報共有のあり方･･･ボランティアセンターなどの設置の仕方 

事前の備えを･･･連携機関（情報共有） 

Ｂ班 

トラブルを防ぐための事前の取り決め，指示が必要 

ボランティアとしての心がまえ，必要なものの周知 

統一された情報共有ツールがないため伝達が難しい 

思い出の品，個人情報の取り扱いに注意する 

ボランティアの体調管理，安全管理が必要 

状況に応じたＱ&Ａの作成と共有が大事 

Ｃ班 

支援される側，する側の気持ち 

情報・役割を分かりやすくどうシンプルに伝えるか 

情報が変化する 

今回のような研修でイメージしておく 

Ｄ班 

基本的な廃棄物対応以外の市民要望への対応 

どこまでの業務を担ってもらえるか 

ボランティアとしての“最低限”が必要 

マニュアル 

災害や被害の全体像 

被害者感情への配慮 

ＳＮＳ，ＨＰ等の情報格差への配慮→全員に本当に届いている？ 

朝礼等，一定必ず情報共有できる仕組みがあると安心 

事前の連携や訓練，アンケート 

経験していないと難しい 

Ｅ班 

災害廃棄物に目が行きがちだったが，それ以外の課題についても考える新

たな視点を持てた。（夜間警備，泥棒対策） 

事前の準備（指示・連絡系統など）がやはり重要 

仮置場でのボランティアニーズを知る事ができ，ボランティアセンターと

日頃からのつながりが重要と感じた。 

情報伝達手段（ルート）を複数用意しておく必要がある。 
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３.第１回研修での有識者の講評 

(１)ワークショップ１終了後の講評 

○広報にも災害対応にも正解はない。後々後悔することのないよう，できる限り手を尽くすこと

が重要である。しかし，いくら手を尽くしても伝わらないものは伝わらない。被災経験のある

方は皆，口をそろえて「災害時に周知することは困難」と言う。それでも住民も情報収集して

いるので，『情報は受け手に届くように出す』ということが大事である。 

○たとえば，市民の意見を聞く勉強会を実施し，行政もまだ勉強中という姿勢で臨めば多少変わっ

てくるのではないだろうか。 

○地域によって被災の程度が異なり，収集を止めると被災していない地域から苦情を受けること

もある。どうしても被災程度の大きい地域に目が行きがちだが，そうではない地域への配慮も

必要なので，状況を把握することは重要である。 

○地域ごと，被災状況によって広報の仕方も異なってくる。例えば，松山市は平成30年に土砂災

害に多く見舞われたが，地域ごとに内容の異なる広報を実施した。その方がきちんと伝わるし，

混乱がなく済んだと聞く。 

○問い合わせの受付体制の整備も重要である。先日，東日本台風の被害にあった栃木市のヒアリ

ングで聞いたのだが，よくある問い合わせについては，Ｑ＆Ａを準備しておいて（壁に貼り紙），

他部署からの応援職員など，誰でも対応できるようにしているということである。 

○仮置場の受付業務は非常に厳しく，心を病んでしまうことがある。最悪の場合は自殺に至るケー

スもある。そのフォロー体制については早急に検討する必要があると考えている。 

 

(２)ワークショップ２終了後および全体講評 

○ある程度の経験を積まれたボランティアの中には，積み重ねたやり方へのこだわりから，今の

やり方に反発する人がいると聞く。個々のボランティアの持つ様々なノウハウを生かしつつ，

「ここではこういうルールで対応して下さい」ということは丁寧に説明する必要がある。 

○ボランティアの安全確保は大変重要で，保険加入は必須である。ボランティアはヘルメットや

ゴーグル，手袋などをはじめとした防護具で自衛して活動することがほとんどだろうが，初心

者の方のために，ボランティアセンターでマニュアルを配布することも必要である。ただ，ゴ

ミ処理に関してはボランティアマニュアルには記載がないので，専用チラシを用意しておいた

方が良いと思う。 

○仮置場内では多数の重機が動いており，不用意に近づくと怪我の恐れがある。安全確保の観点

から，仮置場内でのボランティア活動に否定的な意見もある。今後，ボランティアへは安全に

配慮した作業（受付事務など）をメインにお願いすることになるかもしれない。 

○ワークの中で，ボランティアとの情報共有手段について検討いただいた。情報共有には，ＳＮ

Ｓやボランティアセンターのホワイトボードが多用されているようである。 

○多種多様な問い合わせへの対応や課題については，役割を明確にしつつ皆で協力して解決して

いく体制が必要だと思っている。本日のような研修を，是非重ねていっていただきたい。 
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４.第１回研修の参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 235 所属 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，９割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 236 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義（住民広報） 

有識者による講義（住民広報）の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解

した」）と回答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 237 有識者による講義（住民広報）の理解度 

 

図表 238 有識者による講義（住民広報）の満足度 

 

 

  

83.3% 8.3% 8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=24

高知市 高知市社会福祉協議会 高知県

54.5% 40.9% 4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

62.5% 37.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=24

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

54.2% 45.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=24

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ ワークショップ１（住民広報） 

ワークショップ１の理解度については，９割以上が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度も９割近くが満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 239 ワークショップ１（住民広報）の理解度 

 
図表 240 ワークショップ１（住民広報）の満足度 

 

ウ 有識者による講義（ボランティアとの連携） 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 241 有識者による講義（ボランティアとの連携）の理解度 

 
図表 242 有識者による講義（ボランティアとの連携）の満足度 

 

エ ワークショップ２（ボランティアとの連携） 

ワークショップ２の理解度については，９割以上が理解した（「理解した」+「やや理解した」）

と回答し，満足度も同様に，９割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 243 ワークショップ２（ボランティアとの連携）の理解度 

 
図表 244 ワークショップ２（ボランティアとの連携）の満足度 

 

54.2% 41.7% 4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=24

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

50.0% 37.5% 12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=24

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

60.9% 39.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

56.5% 43.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

56.5% 39.1% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

47.8% 47.8% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」が最も多く，

「災害廃棄物処理のスキルアップとなった」，「災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった」，「研

修の重要性が分かった」が続いた。 

図表 245 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「他機関・ボランティアと

の協力・支援体制」が最も多く，「仮置場」，「災害廃棄物に関する情報収集・連絡」，「住民等への啓

発，広報」が続いた。 

図表 246 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 

  

50.0%

79.2%

54.2%

25.0%

50.0%

20.8%

12.5%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=24

37.5%

54.2%

66.7%

25.0%

12.5%

16.7%

20.8%

4.2%

29.2%

58.3%

8.3%

12.5%

20.8%

20.8%

20.8%

4.2%

54.2%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80%

災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統

災害廃棄物に関する情報収集・連絡

他機関・ボランティアとの協力・支援体制

災害発生時における一般廃棄物処理施設

仮設トイレ対策やし尿処理対策

避難所ごみ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

がれき等の発生量推計

がれき等の収集運搬

仮置場

環境対策，モニタリング，火災対策

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品

災害報告書，災害査定

住民等への啓発，広報

その他 N=24
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(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題点や課題（具体的な内容） 

ア 講義１，ワークショップ１で気づいた点 

図表 247 講義１，ワークショップ１を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○広報の重要性について 

・形を持たない広報，その内容によって形を持ったゴミ処理の業務量や効率が大きく変わるこ

とを実感した。 

・広報の目的・場面についてあらためて知らされ，理解できた。広報の方法等も詳しく分かっ

たので，今後の様々な場面で活用したい。 

・複数の広報手段を効果的なタイミングで実施する必要がある。（要検討） 

・広報手段，連絡内容の精査 

・住民が直面する課題解決のための情報伝達・共有の重要性を感じた。 

・廃棄物処理についての他部局との連携は図れていても，住民広報については，詳細に理解し

ていなかったため，情報共有と連携が必要だと感じた。 

・災害ボランティアセンターでは，廃棄物処理の理解まで至っていなかったため，今後，住民

と共有・周知も必要と思った。 

・災害廃棄物の処理推進にとって，住民の協力は必須。 

○事前準備の必要性 

・仮置場の選定やルールの作成など，事前準備をしておかなければ対応が難しい。 

・事前準備しておくべき事のほとんどが出来ていない。 

・平時のうちに住民等への啓発・広報ができていない 

・平時からだが，誰ひとり取り残されない広報として，伝える情報や広報ツールについて，考

えないといけないと感じた。 

・市役所組織全体としての災害時の広報について，何ら検討されていないこと。 

・広報の事前準備や方法が決まっていない。 

・災害廃棄物に関する広報がほとんどできていない。工場見学等の機会を利用して広報できれ

ば良い。 

・連携が必要な他部署間との協議もしていない。 

○災害対応の向上 

・他市の事例を研究し，高知市独自の手法を確立したい 

・職員の中でも災害時の方法の手段についての知識量が異なる。（どのような手段があるか，ど

ういった連携をするようになっているか） 

○その他 

・早期の仮置場の選定が重要課題と再認識 

・今後アプローチを図ることが必要。 

イ 講義２，ワークショップ２で気づいた点 

図表 248 講義２，ワークショップ２を通じて気がついた自組織の問題点や課題 

○組織間連携の重要性，難しさ 

・災害対応は行政のみでは難しいため，ボランティアを含めた住民との連携が重要だと感じた。 

・安全管理面から，ボランティアとの連携は難しい。 

・組織間の連携が成り立っていない。 

・連携方法が決まっていない。 

○情報共有手段，ツールの必要性 

・各機関との情報共有の流れ等を確立する必要があると感じた 

・ボランティアと情報共有できる統一したツールが必要と感じた。 

・ボランティアへの情報共有手段 

○事前準備・平時の協議の重要性 

・ボランティアを効率よく動かすための事前準備も重要。 

・ボランティアの皆様の力は絶大。平時の協議が必要。 
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・事前準備しておくべき事のほとんどが出来ていない。 

○ボランティアに関する知識不足 

・ボランティアセンターの運営について詳細を知る必要があると感じました。 

・ボランティア活動について，知識が貧しくイメージしづらいところがあった。 

・仮置場にボランティアニーズがある事。 

○その他 

・今後も行政等，今回のような研修を重ねる必要があると思った。 

(７)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「市町村とボランティ

アセンターとの連携強化」が最も多く，「市町村内部の関係部署間の連携強化」が続いた。 

図表 249 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 

(８)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 250 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

○庁内の部局横断的な連携の重要性 

・市の庁内で，部局横断的な連携について議論ができていない。 

・市役所内での連携も必要。 

・横のつながりを増やしていかないと，災害時に誰に言えばいいのかなど相談・連絡相手がわ

からない。 

・市内部でも横のつながりを増やしていくことが大切と思われる。 

・平時とは異なる業務に効率的に対応する組織体制の検討が必要。 

○ボランティアセンターとの情報共有について 

・災害廃棄物処理とボランティアセンターの情報共有の場があればいいなと思いました。 

・災害廃棄物のルール等を作成するとともに，ボランティアセンターとの平時からの情報共有

が必要だと感じた。 

○住民との情報共有について 

・住民に情報共有を行っていく際には，行政，社福と協働で行うことが出来る部分は一緒に行

33.3%

75.0%

37.5%

20.8%

41.7%

8.3%

20.8%

83.3%

25.0%

12.5%

12.5%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県内部の関係部署間の連携強化

市町村内部の関係部署間の連携強化

県と市町村の連携強化

県と廃棄物関連団体・企業の連携強化

市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化

廃棄物関連団体内部（会員同士）の連携強化

県とボランティアセンターとの連携強化

市町村とボランティアセンターとの連携強化

自治体とその他の民間事業者（※）との連携強化

自治体の有識者との関係強化

県と国（環境事務所）との連携強化

市町村と国（環境事務所）との連携強化 N=24

※「その他の民間事業者」の例：建設業協会，リース会社，衛生関係，輸送関係等
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うことで住民の負担（理解など）も軽減されると思う。 

○研修や訓練の実施 

・一度協定を締結して終わるのではなく，継続して内容の確認や訓練を行い連携を深める。 

・研修において共有認識を持つことが大事 

・受援体制とその数値化，シミュレーション。 

○その他 

・関連団体との協定をしていない。 

(９)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，９割近くが「適切である」と回答した。 

図表 251 実施時期，時間について 

 
○「改善の余地あり」の内容 

・講義の時間を長くして，災害対応の実例をもっと聞きたかった 

・広報とボランティアとそれぞれの内容を半日ずつくらいが参加しやすい 

・時間が足りない 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，６割弱が「１年に２,３回程度」と回答し，４割強が「１年に１回程度」

と回答した。 

図表 252 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，９割以上が「対面型で実施した方が良い」と回答した。 

図表 253 実施方法について 

 
○「その他」の内容 

・対面・オンライン双方での実施 

・ワークショップをするなら対面型実施がよい 

 

 

86.4% 13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

適切である 改善の余地あり

56.5% 43.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

1年に2,3回程度 1年に1回程度 2年に1回程度

91.3% 8.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

対面型で実施した方が良い オンライン型で実施した方が良い その他
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エ 実施対象者 

実施対象者については，７割弱が「適切である」，３割強が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 254 実施対象者について 

 
○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・関係部署の参加人数増 

・住民・ボランティアへの広報というテーマだったが，災対の避難所班，現地支部班 

・関連部署以外の者も入った方が，色々な面からの意見が出ると思う 

・住民（市民）団体や関係機関を交えた形式がよい 

・様々な部局や立場により，意見や知識が異なるので 

・市民 

・多様な部署 

オ 配布資料 

配布資料については，９割近くが「適切である」と回答した。 

図表 255 配布資料について 

 
○「改善の余地あり」の内容 

・演習内容の説明事項が分かりづらい（勘違いしやすい） 

・少しワークショップの内容に対して理解に苦しむところがあった。内容？対策？を書く 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，その他の意見は以下のとおり。 

図表 256 その他について 

・住民への周知，一緒に考えられる意見交換ができないか。 

・今回の災害想定が南海トラフなどの地震なのか，豪雨災害なのか，それぞれがイメージして

いる災害が途中まで異なっていたので，明文化した方がイメージが膨らみやすいと感じた。 

 

 

  

65.2% 34.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

適切である 対象者を増やした方が良い 対象者を絞った方が良い

87.0% 13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

適切である 改善の余地あり
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(１０)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「関係団体，事業者等との連携」，「避難所ごみ，災害時におけ

る生活ごみ対策」，「仮置場の選定，設置・運営」との回答が多かった。 

図表 257 今後扱うテーマについて希望するものは何か（複数回答） 

 

(１１)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてアイデアや要望があるか尋ねた

ところ，特に意見はなかった。 

 

  

21.7%

30.4%

39.1%

26.1%

34.8%

21.7%

4.3%

34.8%

4.3%

26.1%

8.7%

4.3%

13.0%

13.0%

13.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

災害廃棄物処理の全体像把握，基本的内容

庁内関係部署（土木部局等）との連携

関係団体，事業者等との連携

ボランティアとの連携

避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策

災害時におけるし尿，仮設トイレ対策

災害廃棄物処理実行計画の策定

発生量，仮置場必要面積等の推計

仮置場の選定，設置・運営

損壊家屋等の撤去

選別・処理・再資源化

処理フローの作成

有害廃棄物，適正処理が困難な廃棄物対策

思い出の品対策

災害報告書の作成，災害査定対策

住民等への広報

受援対策，受援計画

業務継続計画，ＢＣＰ N=23
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５.第１回研修の成果と課題 

(１)成果 

今回の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 災害廃棄物の排出における住民広報の実施方法を習熟すること 

イ ボランティアとの連携体制の構築方法を理解すること 

ア 災害廃棄物の排出における住民広報の実施方法を習熟すること 

有識者による講義を通じて住民広報について全員が理解した。 

講義とワークショップを通じて，住民等への啓発，広報が自組織の課題であるとの認識が深

まった。 

イ ボランティアとの連携体制の構築方法を理解すること 

有識者による講義を通じてボランティアとの連携について全員が理解した。 

講義とワークショップを通じて，ボランティアとの協力・支援体制が自組織の課題であり，ま

た市町村とボランティアセンターとの連携強化が重要であるとの認識が深まった。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 住民への広報の重要性が認識される一方で，広報に関する事前準備や平常時の災害廃棄物

に関する広報が十分でないと認識された。 

 広報に当たって，伝達する情報や広報ツールについても考える必要があると認識された。 

 災害廃棄物処理に関するボランティアとの連携の難しさが認識される一方で，ボランティ

アに関する知識が不足していると認識された。 

 災害廃棄物処理に関する住民への広報及びボランティアとの連携に当たっては，市役所内

部の関係部署間との横断的な連携強化が課題と認識された。 
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６.第２回実施及び検討結果の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標としていた。 

○仮置場の設置・運営 

 水害・土砂災害発生時における仮置場（がれき混じり土砂置場，障害物置場等）の選定の考

え方を理解すること 

 水害・土砂災害発生時におけるがれき混じり土砂や道路啓開作業で発生した障害物の除去

や仮置きなどでの処理に当たって，関係機関の協力が不可欠であるとの共通認識をもつこ

と 

イ 実施日時，場所 

日時：令和４年１月24日（月）10:00～12：00（実際） 

場所：高知市役所本庁舎６階612・613大会議室 

(２)研修等の流れ 

研修当日のタイムスケジュール（予定）は，次のとおりであった。 

網掛けの図上訓練については，研修内容の検討を行った。 

図表 258 研修のタイムスケジュール（予定） 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 開会の挨拶（高知市） 

10：05 ミニワーク 事前課題の共有 

10：15 説明 「高知市災害廃棄物処理計画」，「高知県道路啓開計画」について 

10：30 講義１ 

「環境省における災害廃棄物処理対策に係る取組」 

（中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課 廃棄物対策等調

査官 大谷 可奈子より） 

11：00 講義２ 

「平成26年度及び平成30年度の広島市における災害廃棄物処理対策

について～がれき混じり土砂を中心に～」 

（近畿地方環境事務所資源循環課 課長補佐 林 篤嗣氏より） 
12：00 閉会 閉会の挨拶（中国四国地方環境事務所四国事務所） 

以下，研修内容の検討結果 

 図上訓練 災害発生時における仮置場の選定 

 休憩  

 
ワーク 

ショップ 
道路啓開及びがれき混じり土砂における関係部局の連携 

 発表 各班からの発表 
 講評 有識者からの講評等 

※網掛け部分は，今回研修内容の検討結果から想定される研修内容の流れを示す。 
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(３)出席者 

研修は，高知市環境部のほか防災対策部，都市建設部，高知県からも林業振興・環境部，土木部

からも参加があり，23名の参加があった。なお，今回検討を行った図上訓練についても同様の出席

者が想定される。 

図表 259 参加者内訳 

属性 人数 

高知市 

新エネルギー・環境政策課，環境施設対策課，環境保全課，廃棄物対

策課，環境業務課，清掃工場，防災政策課，地域防災推進課，道路整

備課，道路管理課，都市建設総務課，技術監理課から計18名 

高知県 環境対策課，道路課，高知土木事務所から５名 

(４)事前ワーク 

研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めること

を目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。なお，対象と

なる記録誌は第１回研修と同じ広島市であるが，研修テーマに合わせて必読箇所を変更している。 

図表 260 事前ワークの内容 

添付の「平成30年７月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」（令和３年３月，環境省

中国四国地方環境事務所・広島市）をお読みいただき，各自が重要だと感じた点や課題につ

いて別紙２－２へご記入ください。 

なお，災害廃棄物処理の全体像を把握いただくため，全ページを対象としておりますが，

下記のページについては，今回の研修内容に特に関連する箇所となっておりますので，必ず

お読みください。 

・第１章 ４  道路啓開 ············································· P.11 

・第２章第３節 方針の決定 ··········································· P.18 

・第２章第４節 災害廃棄物処理実行計画の策定 ························· P.24 

・第２章第８節 仮置場の選定・確保・運営 ····························· P.38 

・第２章第９節 がれき混じり土砂等の処理（特に１・２・４） ··········· P.46 

※あわせて概要版もご参照ください。 

※研修では，ご提出いただいた内容を基に演習を実施します。また，事前に講師に共有し，

講義内容の参考とさせていただきます。 

  

参加者の個人ワークの結果を研修の冒頭の「ミニワーク」で自己紹介とともに，それぞれが重要

だと感じた点や課題を共有し，問題意識を高めてから以後の研修を受講してもらった。 

(５)説明 

今回のテーマに関係する２つの計画の概要について，高知市及び高知県の担当者から説明を行っ

た。 

「高知市災害廃棄物処理計画」 高知市環境部新エネルギー・環境政策課 主事 山本 陽大 氏 

「高知県道路啓開計画」    高知県土木部道路課 技師 野島 悠太 氏 

(６)講義の概要 

参加者ががれき混じり土砂や仮置場の運営に関する必要な知識を習得するため，次の２つの講義

を行った。 
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（講義１） 

 「環境省における災害廃棄物処理対策に係る取組」 

中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課 廃棄物対策等調査官 大谷 可奈子 

（講義２） 

「平成26年度及び平成30年度の広島市における災害廃棄物処理対策について～がれき混じり

土砂処理を中心に～」 

近畿地方環境事務所資源循環課 課長補佐 林 篤嗣 氏 

(７)研修内容を検討した図上訓練等の概要 

高知市において検討を行った図上訓練等の概要を整理した。 

ア 図上訓練の検討結果概要 

(ｱ)図上訓練の前提条件 

訓練開始時には，水害が発生したということのみ参加者には伝えておき，開始直後に班ごとに

異なるハザードマップを配布し，そのハザードマップをもとに訓練を実施することとする。 

高知市で大規模水害が発生した場合に，がれき混じり土砂や道路啓開作業で発生した障害物の

仮置場の設置場所と被災地から仮置場までの主な搬送ルートを具体的に検討する図上訓練を実施

することが想定される。参加者は，４班に分かれ，各班とも高知市，高知県の所属部署が重ならな

い班構成とし，それぞれの立場から検討できる体制とする。 

(ｲ)図上訓練の進め方 

高知市の洪水のハザードマップに，土砂災害危険箇所を踏まえて土砂災害が発生したと想定す

る場所（各地図４箇所）を示した地図等を配布し，道路啓開作業終了後の仮置場の選定作業を行う

ことが想定される。準備すべきハザードマップは次の４種類（班ごとに別のマップを使用）であ

る。 

使用したハザードマップ 

一宮東小学校区，秦小学校区（南部），泉野小学校区，久重小学校区（南部） 

 

これを使った訓練の手順は，次のとおり。 

１）マップ地域の水害による被害の様相を予測（状況予測訓練） 

 土砂災害エリアと浸水被害エリア別に道路上と民有地の被害状況の予測 

２）市有地リストから使用が考えられる仮置場候補地を５箇所選定 

 仮置場候補地を選定するとともに，使用する際の留意事項，関係部署・機関との調整事項も整

理 

３）現地確認等を踏まえ仮置場として使用する市有地を決定（３箇所） 

４）被災地域から仮置場までの主要搬送ルートを選定するとともに，当該ルートの道路管理者

や緊急輸送道路との関係等を踏まえ，搬送ルートとして使用する際の留意事項を整理 
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イ 図上訓練に係るワークショップの検討結果概要 

(ｱ)考え方 

図上訓練で使用したハザードマップと選定した仮置場，搬送ルートをケーススタディとして，

必要な人員や資機材，高知市，高知県の関係部局の役割分担や課題等について検討を行い，がれき

混じり土砂や道路啓開作業で発生した障害物の処理に当たって，関係機関の協力が不可欠である

との共通認識をもつことを目指すワークショップが想定される。 

(ｲ)検討の流れ 

班ごとに，「道路上の障害物，がれき混じり土砂」と「民有地のがれき混じり土砂」別に検討を

進めるため，下図の枠を模造紙で２枚準備し，次のステップで検討することが考えられる。 

１）図上訓練の検討場所をケーススタディとして，２枚の模造紙それぞれに「災害現場」「運搬」

「一次仮置場」での主な必要作業を洗い出す。 

２）各作業実施のために必要な人員と資機材を記入 

それらの調達先（行政内外問わず）を記入 

３）ステップ１，２の検討を踏まえ，各作業の実施主体として考えられるものを記入，あわせて

主な協力連携者を記入 

４）ステップ３まで全ての検討を踏まえ，要検討事項，懸念される事項，調整が必要な事項を記

入 

図表 261 ワークショップでの検討の枠組 
 

災害現場 運搬 一次仮置場 

必要作業 

   

必要な人員・資機材 

調達先 

   

作業の主体 

協力連携者 

   

要検討・ 

調整事項 

   

※この枠組の中に付箋紙を貼り付けながら検討を進める。 
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(８)研修の様子（講義のみ） 

〇開会のあいさつ 〇事前ワークの共有の様子 

  

〇「高知市災害廃棄物処理計画」の説明の様子 〇「高知県道路啓開計画」の説明の様子 

  

〇講義１の様子 ○講義２の様子 

  

〇会場の様子 〇閉会のあいさつ 
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７.事前ワークで出た有識者に対する質問への回答 

○広島県と広島市との役割分担については，平成30年西日本豪雨では，広島市域は広島市が処理

し，広島市域外の市町は県が主体となって事務委託などで対応している。 

○広域の被災であったことから，広島市は直ちに一般廃棄物処理団体と協議した。広島市が団体

との協定で支援依頼すると，近隣の市町の処理が進まなくなることが想定された。そこで，団

体の支援を広島市と広島市域外に折半するよう調整した。 

○他都市の応援についても全国都市清掃会議と協議した。広島市は，全国都市清掃会議の支援は

受けず自力で行うことを示し，広島市域外を支援するよう調整した。 

○広島市では，道路啓開や民有地の土砂撤去は，災害緊急特例として，予め地域で決めている業

者に随意契約をするシステムを整えているが，がれき混じり土砂等の処理業務は，契約関係部

局と協議し，随意契約は難しいということになり，一般競争入札としている。 

○迅速に取り掛かっても処理が遅くなる場合がある。家屋の解体は，所有者の意向があるため，

１年以上かかることがある。農地の土砂撤去は，畦道しかない場所が多く，土砂の搬出に仮設

道を作ったり，秋の刈り入れまで待ったりして長引くことが多い。 

○広島市では，道路事情の問題から，片付けごみを，市民やボランティアが自力で仮置場に運ぶ

ことは認めていない。各地区の集積所に出してもらうか，処理施設に搬入することをお願いし

ている。 

○片付けごみの出し方の周知について，近年，市民へは，NHKを中心にTVでテロップを流してもらっ

たり，中国新聞にコメントを出すなどして，市民には定着していると思っている。 

○集積所に出された片付けごみは，広島市が収集して仮置場に持って行くことはない。広島市の

処理施設に搬入して処理するようにしているため，二度手間にはなっていない。 
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８.第２回研修の参加者アンケートの結果 

事前ワークと２つの講義を踏まえて参加者にアンケートを実施した。 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 262 所属 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，約６割が「そう思う」約４割が「ややそう思

う」と回答した。 

図表 263 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 講義１（環境省の取組み紹介） 

講義１（環境省の取組み紹介）の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解

した」）と回答し，満足度も同様に，９割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答

した。 

図表 264 講義１（環境省の取組み紹介）の理解度 

 

図表 265 講義１（環境省の取組み紹介）の満足度 

 

 

 

 

21.7% 78.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

高知県 高知市

56.5% 39.1% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

43.5% 56.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

40.9% 54.5% 4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった
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イ 講義２（広島市の事例紹介） 

講義２（広島市の事例紹介）の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解し

た」）と回答し，満足度も同様に，９割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答し

た。 

図表 266 講義２（広島市の事例紹介）の理解度 

 

図表 267 講義２（広島市の事例紹介）の満足度 

 

(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」，「災害廃棄

物処理に対する危機意識が高まった」の回答が非常に多かった。 

図表 268 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

 

○「その他」の内容 

・連携すべき点について各部局と認識を共有できた 

 

 

  

43.5% 56.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=23

理解した やや理解した どちらともいえない あまり理解できなかった 全く理解できなかった

45.5% 50.0% 4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=22

満足した やや満足した どちらともいえない あまり満足できなかった 全く満足できなかった

65.2%

69.6%

21.7%

34.8%

8.7%

4.3%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80%

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

研修の重要性が分かった

ワークショップという方法の理解が深まった

その他 N=23
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(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「他機関・ボランティアと

の協力・支援体制」，「仮置場」が最も多く，「災害廃棄物処理の体制・指揮命令系統」が続いた。 

図表 269 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 

(６)問２－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」「役割分担」についての問題点や

課題具体的な内容） 

図表 270 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

 

・平時から関係機関と連携等について検討する場を継続的に設ける必要がある 

・平時からの連携 

・「連携」や「役割分担」の具体的内容（項目名など）を各関係機関と事前に決めておくととも

に，自組織（廃棄物対策本部）内の職員に認識させておくことが必要 

・災害廃棄物の処理は基本的に市町村が行うものとのことであるが，津波等の広範囲な災害の

場合の行政間（市町村，県等）の連携が重要になると感じた 

・発災時は全庁的に取り組む必要があるため，直接的な関連部局のみではなく，庁内に広く声

掛けを行ってはどうか 
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(７)問３－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 271 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，６割弱が「１年に１回程度」，３割強が「１年に２，３回程度」と回答し

た。 

図表 272 実施頻度について 

 
○「その他」の内容 

・１年に４回程度 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，約７割が「対面型で実施した方が良い」，約３割が「オンライン型で実施

した方が良い」と回答した。 

図表 273 実施方法について 

 

エ 実施対象者 

実施対象者については，約９割が「適切である」，約１割が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 274 実施対象者について 

 
○「対象者を増やした方が良い」の内容 

・補助金の話もあるので，事務職員を増やした方がよい 

・部長・課長クラスも参加してもらった方がよい 
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オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 275 配布資料について 

 

カ その他 

研修についての課題や改善点について，その他の回答はなかった。 

(８)問３－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「仮置場の選定，設置・運営」「庁内関係部署（土木部局等）と

の連携」，「関係団体，事業者等との連携」「ボランティアとの連携」との回答が多かった。 

図表 276 今後扱うテーマについて希望するものは何か（複数回答） 

 

(９)問３－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイ

デアや要望 

今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望を尋ねたとこ

ろ，特に意見はなかった。 
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９.第２回研修の成果と課題 

(１)成果 

今回の第２回研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 水害・土砂災害発生時における仮置場（がれき混じり土砂置場，障害物置場等）の選定の

考え方を理解すること 

イ 水害・土砂災害発生時におけるがれき混じり土砂や道路啓開作業で発生した障害物の除去

や仮置きなどでの処理に当たって，関係機関の協力が不可欠であるとの共通認識をもつこと 

ア 水害・土砂災害発生時における仮置場（がれき混じり土砂置場，障害物置場等）の選定の考

え方を理解すること 

有識者による講義（広島市での事例）を通じて，がれき混じり土砂置場や障害物置場等の仮置

場の種類があり，それらが必要であることが理解された。 

イ 水害・土砂災害発生時におけるがれき混じり土砂や道路啓開作業で発生した障害物の除去

や仮置きなどでの処理に当たって，関係機関の協力が不可欠であるとの共通認識をもつこと 

有識者による講義を通じて，がれき混じり土砂や障害物の除去等において関係機関と連携す

るべき点が理解されるとともに，平常時から連携が重要であると認識された。 

中国四国地方環境事務所の説明を通じて，がれき混じり土砂等を含む災害廃棄物の処理には，

環境部局のみならず道路・土木部門，さらには農林水産部門や自衛隊との連携が不可欠であ

ると認識された。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 がれき混じり土砂や障害物の除去等を含む災害廃棄物処理は全庁的に取り組む必要があ

り，直接的な関係部局に限らず庁内に広く周知する研修が必要である。 

 訓練やワークショップが中止となったため，仮置場候補地の選定，がれき混じり土砂・障

害物の除去や処理に関する具体的な課題抽出ができなかった。早期にこれらの研修を実施

し，関係機関で課題を共有することが必要である。 
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(３)次年度以降に実施する研修の例 

第１回及び第２回の研修の内容及び参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修として

は次のものが考えられる。 

 

○より実践的な広報に関する研修 

・参加者に住民も含めた災害廃棄物の広報に関するワークショップ（集合） 

 

○環境部門と道路・土木部門との連携に関する研修 

・がれき混じり土砂の取扱いに関する関係機関の役割分担（本年度中止となった研修）（集合） 

・損壊家屋等の撤去（優先順位づけ，公費解体のフロー，役割分担，自費解体の償還手続，石

綿対策）に関する研修とワークショップ（集合） 

・仮置場設置の実地訓練（可能であれば今回のワークで作成した市有地マップの内のいずれ

かの市有地） 

 

○多様な参加者による災害廃棄物処理に関する研修 

・災害廃棄物処理全体に係る関係事業者（協定締結団体の会員事業者等）との連携に関する

研修（可能な限り多数の関係事業者に参加して頂く） （講義はリモート可，ワークショッ

プや訓練は集合） 
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 松山ブロック 

１.第１回研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

 各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

 各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

なお，留意事項として以下を示し，研修に臨んでいただいた。 

 自組織で対応していくことの拡充，それでも自組織でできないことの整理を念頭に置いて

検討すること 

 研修後の処理計画の改定等を見据え，「どの業務について，誰に，いつ，どのように，どの

順番で」など，支援要請の流れもイメージして検討すること 

 

イ 実施日時，場所 

日時：令和３年11月17日（水）10：00～16：00 

場所：ウェブ会議システム（Zoom） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 277 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 挨拶（環境省 中国四国地方環境事務所四国事務所） 

10：05 講義 国立研究開発法人国立環境研究所 客員研究員 高田光康 氏 

「災害廃棄物処理の初動と連携について」 

11：05 休憩  

11：15 説明 本研修の進め方 

11：35 ミニワーク ウェブ会議システムを活用したワークの練習 

12：00 休憩  

13：00 説明 実施内容の説明（移動時間） 

13：10 

ワーク

ショップ 

【事前ワーク共有】 

初動時の地域内連携に向けてできること・できないことの共有 

13：40 【検討テーマ①】応援要請を実施したらどのような対応が必要か 

14：10 【検討テーマ②】応援要請を受けたらどのような対応が必要か 

14：40 休憩  

14：50 取りまとめ 検討テーマ①②／松山市に依頼できないときの対応 

15：35 振り返り 各班発表（10分程度 各班５分程度×２班） 

15：45 講評 有識者からの講評 

15：55 閉会 挨拶（松山市）／連絡事項（アンケ―ト等の記入・提出依頼） 
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(３)出席者 

研修は，松山ブロック内の３市３町のみならず愛媛県，愛媛県中予保健所，（一社）えひめ産業資

源循環協会にも参加を呼びかけ，21名の参加があった。 

図表 278 参加者内訳 

属性 人数 

松山ブロック 松山市，伊予市，東温市，久万高原町，砥部町，松前町から計17名 

愛媛県 循環型社会推進課，中予保健所から計２名 

協定締結団体 （一社）えひめ産業資源循環協会から２名 

(４)事前ワーク 

 研修参加者には，研修内容についての問題意識をあらかじめ持って頂き，研修の効果を高めるこ

とを目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 
図表 279 事前ワークの内容 

 第１回研修に向けて，各市町の災害廃棄物処理計画を確認し，初動時の対応について整

理してください（提出は任意ですが特に必須項目はWSで活用する項目です）。 

 本課題における初動の期間は幅広に「２週間程度」とします。 

 時間，対応項目，対応内容，対応主体，連携先（支援要請先），受援内容（想定できる範

囲で詳細に），対応時（受援時含む）の課題を整理してください。 

参加者の個人ワークの結果は，研修で実施するワークショップにおいて「事前課題の共有」とし

て，それぞれが重要だと感じた点や課題を共有し，問題意識を高めてから以後の研修を受講しても

らった。 

(５)講義の概要 

ワークショップに先立ち，参加者がワークショップを実施するために必要な知識を習得するため

の講義を行った。国立研究開発法人国立環境研究所 高田光康客員研究員より，「災害廃棄物処理

の初動と連携について」として講義いただいた。 

(６)ワークショップ 

ア ワークショップの実施概要 

(ｱ)ワークショップの概要 

災害時の自治体職員の役割や対応手順の確認や松山ブロック内における連携体制・人的・資機

材の支援や広域処理の検討をより具体的に実施するため，モデル地域の自治体と協議した結果，

松山ブロック内での受援と支援をテーマとして実施した。 

 【事前ワーク共有】初動時の地域内連携に向けてできること・できないことの共有 

 【検討テーマ①】応援要請を実施したらどのような対応が必要か 

 【検討テーマ②】応援要請を受けたらどのような対応が必要か 
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(ｲ)ワークショップの前提条件 

平成30年７月豪雨を想定して実施した。なお，当時の被害状況を把握するために，任意ではあるが

上述した事前ワークの際に「平成30年７月豪雨愛媛県における災害廃棄物処理の記録（環境省中国

四国地方環境事務所，愛媛県）」を参考にすることを提示した。 

イ ワークショップの実施手順 

ワークショップは，松山ブロック及び中国四国地方環境事務所四国事務所と協議の結果，最も

参加者が使用可能なウェブ会議システム（Zoom）を活用して２班に分け，電子ホワイトボードツー

ル（ジャムボード）を活用し，ワークショップを実施した。ワークショップにおいては，ファシリ

テーター（受託者）の進行で進めた。 

(ｱ)事前ワーク共有：初動時の地域内連携に向けてできること・できないことの共有 

事前ワークでは，各市町の災害廃棄物処理計画における初動期の対応を整理頂いた。その内容

を踏まえて，「初動時の地域内連携に向けて自組織でできること・できないこと」を共有した。 

付箋の作成は参加者各自で実施し，初動時の対応について，自組織でできることは水色の付箋，

自組織でできないことは桃色の付箋に記載した。 

図表 280 対策カードを用いた業務の振り分け 
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(ｲ)検討テーマ①：応援要請を実施したらどのような対応が必要か 

検討テーマ①では，「応援要請を実施したらどのような対応が必要か」について，参加者が被災自

治体として支援を受ける立場で検討した。 

付箋の作成は参加者各自で実施し，事前ワークで共有したことを踏まえた。応援要請事項は黄色

の付箋，支援を受ける立場として事前に準備しておく事項は緑色の付箋に記載した。 

図表 281 付箋貼付のイメージ 

 

(ｳ)検討テーマ②：応援要請を受けたらどのような対応が必要か 

検討テーマ②では，「応援要請を受けたらどのような対応が必要か」について，参加者が被災自治

体を支援する立場で検討した。 

付箋の作成は参加者各自で実施し，検討テーマ①で整理した応援要請事項（黄色の付箋）をファシ

リテーターで整理した結果を踏まえ，支援を実施する立場として事前に準備しておく事項を緑色の

付箋に記載した。 

図表 282 付箋貼付のイメージ 
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(７)研修の様子 

〇有識者による講義 〇事前ワーク共有（Ｂ班）の様子 

  

〇検討テーマ①（Ｂ班）の様子 〇検討テーマ②（A班）の様子 

  

〇取りまとめ（A班） 〇取りまとめ（B班） 

  

〇振り返りの発表（A班） 〇振り返りの発表（B班） 
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２.第１回研修の結果 

(１)ワークショップ 

ア 【事前ワーク共有】事前ワークの内容の共有 

事前ワーク共有の実施結果を以下に示す。実施結果は２班分を統合している。 

図表 283 事前ワーク共有の結果 

 

 

 

 

 

 

分類 自組織でできること 自組織でできないこと

総括･進行管理 総合調整本部の設置
総括･進行管理 庁内体制の構築（３）
総括･進行管理 体制構築（総合調整本部設置）
総括･進行管理 庁内体制の構築・情報収集・共有
総括･進行管理 危機管理課中心に庁内の体制構築
総括･進行管理 庁内の体制構築・役割確認・県への報告
市民周知･啓発 仮置場等の広報
問合せ対応 相談窓口の設置
支援受入れ 災害廃棄物処理に係る事業者への指導
災害ごみの収集 生活ごみ等の収集運搬体制の確保・実施
災害廃棄物等の推計 災害廃棄物発生量・処理可能量の推計
被害状況の把握 処分場被害状況の確認
被害状況の把握 ごみ処理とし尿処理組合へ稼働状況の確認
情報収集 災害廃棄物処理に関する情報収集、被害状況の把握
情報収集 情報収集・被害状況の把握
情報収集 住宅等の被害状況の把握

情報収集
ごみ処理組合までの道路状況の確認
（伊予市にあるので確認して分かるかどうか）

情報収集 情報収集・共有
情報収集 被害状況等情報の収集
情報収集 避難所設置状況の把握
連絡調整 関係機関との情報共有
被害状況の把握 委託事業者の被災状況の確認
被害状況の把握 処理施設の被害状況の把握
被害状況の把握 松前町さんの状況確認（一部事務組合関係）
被害状況の把握 松山市さんへ受け入れ可能状況の確認

被害状況の把握
市内廃棄物処理施設の稼働状況の確認、収集運搬等
委託業者・災害協定締結先の被害状況等の確認

被害状況の把握
被害状況の確認（危機管理課集約）ごみ処理委託業
者への被害確認（町民課）

市民周知･啓発 分別区分・収集場所の周知
市民周知･啓発 状況に応じた広報
一次仮置場の設置 仮置場の設置
一次仮置場の設置 仮置場の設置
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営
支援要請 災害廃棄物収集支援要請
支援要請 支援要請（３）
支援要請 支援要請（他自治体・協定締結業者）
災害廃棄物等の推計 災害廃棄物量の推計
災害廃棄物等の推計 災害廃棄物発生量・処理可能量の推計

被災から
3時間

～1日
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イ 【検討テーマ①】応援要請を実施したらどのような対応が必要か 

検討テーマ①の実施結果を以下に示す。実施結果は２班分を統合している。 

図表 284 検討テーマ①の結果 

 

 

分類 自組織でできること 自組織でできないこと

災害廃棄物等の推計 仮置場の必要量算出
災害廃棄物等の推計 処理施設の受け入れ可能量の算定
災害廃棄物等の推計 仮置場の必要量算出
災害ごみの収集 避難所ごみの収集
災害ごみの収集 避難所ごみの収集
仮設トイレ 仮設トイレの設置
仮設トイレ 仮設トイレの設置
市民周知･啓発 住民への啓発・広報
市民周知･啓発 広報（５）
問合せ対応 各種相談窓口の設置
有害物･危険物等の対応 有害物質・腐敗性廃棄物の把握
清掃工場等の稼働 処理施設の応急復旧
支援受入れ ボランティア等の受け入れ
連絡調整 国・県等との連携・情報収集
片付けごみの収集 廃棄物収集直営部隊ルート選定
片付けごみの収集 災害廃棄物の収集運搬ルートの確保
片付けごみの収集 収集運搬（一般廃棄物）
一次仮置場の設置 仮置場の設置（３）

一次仮置場の設置
仮置場設置（実際には、７月豪雨で当町は被害がな
かったので、これ以降は未経験です。）

一次仮置場の管理運営 仮置場の運営（３）
事業系ごみの収集 収集運搬処理（産廃）
仮設トイレ 仮設トイレの設置の応援要請の検討
仮設トイレ 仮設トイレの設置
実行計画の策定 処理方法の検討・協議
被害状況の把握 生活ごみ等収集運搬車両の被害状況確認
片付けごみの収集 収集運搬（２）
片付けごみの収集 災害廃棄物の運搬・処理
一次仮置場の設置 仮置場設置・運営（２）
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営（２）
一次仮置場の管理運営 すべての仮置場への人員配置
廃棄物処理 自己処理の可否、広域処理・委託の判断
廃棄物処理 災害廃棄物処理
廃棄物処理 廃棄物処理（施設と業者が健在なら）
廃棄物処理 災害廃棄物収集運搬
廃棄物処理 災害廃棄物処理（２）
廃棄物処理 災害廃棄物処理（市内業者が稼働不可の場合）
廃棄物処理 廃棄物処理（施設と業者に被害）

～2週間

～3日

～1週間

分類 応援要請事項 事前に準備しておく事項

片付けごみの収集 ごみ収集車量の確保
片付けごみの収集 収集運搬
協定締結 事業者との協定
情報収集 被害状況の把握
情報収集 住宅等の被害状況の把握（２）
人員体制の整備 地区割・必要人数の事前設定
人員体制の整備 業務分担・必要人員の整理
災害廃棄物の分別 廃棄物の分別選定
被害状況の把握 廃棄物処理施設の稼働状況の確認

被災から
3時間
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分類 応援要請事項 事前に準備しておく事項

災害廃棄物等の推計 災害廃棄物発生量・処理可能量の推計
人員体制の整備 地区割・必要人数の事前設定
人員体制の整備 要請人数の設定
一次仮置場の管理運営 仮置場での交通整理等
一次仮置場の管理運営 仮置場までの地図等作成
一次仮置場の管理運営 仮置場内分別の周知
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営補助
一次仮置場の管理運営 被害状況の把握し仮置き場の規模等を検討
協定締結 産廃協会との協定締結
消毒 消毒作業
消毒  次亜塩素酸確保等

被害状況の把握
廃棄物処理施設の稼働状況の確認
（衛生事務組合へ確認が必要）

被害状況の把握 処理能力の確認
情報収集 被害状況把握
仮設トイレ 仮設トイレの設置
仮設トイレ 仮設トイレ設置場所や設置数の検討
一次仮置場の設置 仮置き場の設置
一次仮置場の設置 仮置き場の確保
一次仮置場の管理運営 仮置き場の運営
一次仮置場の管理運営 仮置き場内外の交通整理
市民周知･啓発 広報（ごみの捨て方、場所等）
協定締結 産廃協会との協定締結
協定締結 マスコミとの協定
協定締結 し尿収集業者との協定

被害状況の把握
廃棄物処理施設の稼働状況の確認
（松前町さんへ：一部事務組合）

仮設トイレ 仮設トイレの設置（２）
仮設トイレ 仮設トイレ等設置
片付けごみの収集 廃棄物収集運搬
片付けごみの収集 収集運搬ルート道路上のがれき撤去

災害廃棄物等の推計
災害廃棄物の量の試算（南海トラフは処理計画に記
載されているが、豪雨災害は未記載）

一次仮置場の設置 仮置場設置
一次仮置場の設置 仮置場の場所選定や規模等の検討
一次仮置場の管理運営 仮置場運営（３）
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営（必要な人員の派遣）
協定締結 仮設トイレ業者との協定
協定締結 災害協定団体との協定内容確認
協定締結 運営業務委託の業者選定（当初は直営見込）
片付けごみの収集 災害廃棄物の収集運搬
災害ごみの収集 災害ごみの収集運搬
廃棄物処理 廃棄物の処理受入れ
仮設トイレ 仮設トイレの設置（２）
連絡調整 平常時からの連携構築
片付けごみの収集 災害廃棄物の収集運搬
廃棄物処理 災害廃棄物処理
支援要請 支援要請先の想定

～1日

～3日

～2週間

～1週間
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ウ 【検討テーマ②】応援要請を受けたらどのような対応が必要か 

検討テーマ②の実施結果を以下に示す。実施結果は２班分を統合している。 

図表 285 検討テーマ②の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 応援要請事項 事前に準備しておく事項

情報収集 住宅等の被害状況の把握（３）

情報収集

現地のトイレ事情は知りたいです。西予市に行った
時はトイレの使用に制限がかかっており不衛生だっ
たので、私の後にくる女性職員の派遣を男性に交代
しました。（余り関係ない話ですいません。）

人員体制の整備 必要人数・調査範囲
片付けごみの収集 ごみ収集車量の確保
片付けごみの収集 収集運搬
災害廃棄物等の推計 災害廃棄物発生量・処理可能量の推計
情報収集 支援先の道路状況等の確認
情報収集 現地までの道路状況
連絡調整 連絡体制（指揮系統）

被害状況の把握
廃棄物処理施設の稼働状況の確認
（衛生事務組合へ確認が必要）

人員体制の整備 庁内における派遣人員の確保調整（２）
人員体制の整備 支援に必要な人員の条件等
一次仮置場の管理運営 仮置場での交通整理等
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営補助
市民周知･啓発 仮置場内分別の周知
消毒 消毒作業
消毒 消毒剤及び人員の必要量の把握
仮設トイレ 仮設トイレの設置
支援要請 協定団体との連携・確認（２）
一次仮置場の設置 仮置き場の設置
一次仮置場の設置 資機材
一次仮置場の設置 必要資機材の確保（２）
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営
一次仮置場の管理運営 仮置場内外の交通整理
人員体制の整備 必要人数
情報収集 支援範囲及び被災規模
市民周知･啓発 広報（ごみの捨て方、場所等）

被害状況の把握
廃棄物処理施設の稼働状況の確認
（松前町さんへ：一部事務組合）

仮設トイレ 仮設トイレの設置（２）
仮設トイレ 必要数・設置場所

仮設トイレ
松山市と協定を結んでいる業者に派遣できるか要請
する（仮設トイレ設置）

仮設トイレ
設置台数や設置場所等の詳細の把握（仮設トイレの
設置）

片付けごみの収集 廃棄物収集運搬
片付けごみの収集 収集運搬ルート道路上のがれき撤去
清掃工場等の稼働 し尿処理場の受入れ可能容量（台数）を提示
支援要請 支援先の業務内容

支援要請
仮置き場への派遣依頼に対する庁内協議・必要人
数、派遣期間・時間、場所の事前把握

被災から
3時間

～1日

～3日
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エ 分類のまとめ 

図表 286 分類のまとめ 

 

分類 応援要請事項 事前に準備しておく事項

片付けごみの収集 災害廃棄物の収集運搬
片付けごみの収集 災害ごみの収集運搬
災害廃棄物の分別 ごみの種類
一次仮置場の設置 必要機材（車両等）の確認
一次仮置場の設置 廃棄物の処理受入れ
一次仮置場の管理運営 収集経路・仮置き場の場所の把握
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営（４）
一次仮置場の管理運営 仮置場の運営（必要な人員の派遣）
清掃工場等の稼働 市所有施設の許容量
清掃工場等の稼働 搬入予定量、搬入開始日
仮設トイレ 仮設トイレの設置
人員体制の整備 派遣人員等の調整
人員体制の整備 派遣人員の選定（総務課）

人員体制の整備
応援職員の派遣（危機管理課から西予市の仮置場へ
割振り経験あり）

協定締結 各自治体の協定先・契約登録業者
片付けごみの収集 災害廃棄物の収集運搬
廃棄物処理 災害廃棄物処理
最終処分 市内民間最終処分場への受入同意

～1週間

～2週間
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(２)振り返り 

本日の講義，図上訓練を振り返り，事前ワークで取り上げた内容を踏まえ，「①応援要請を実施し

たらどのような対応が必要か」，「②応援要請を受けたらどのような対応が必要か」，「③松山市に応

援要請できない場合の対応」について各班において議論を行った。各検討テーマにおける特に重要

な事前の取組５項目は以下のとおりである。 

ア 【検討テーマ①】応援要請を実施したらどのような対応が必要か 

図表 287 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・応援要請の際に情報提供が重要。双方の情報を把握したうえで対応内容を決めていく
必要がある。人員や作業内容など。 

・情報共有が重要，スピード感をもって対応する必要がある。 
・処理計画に記載されている。 
・的確な情報提供が必要。情報の収集も必要，きめ細やかに実施。災害が起きると混乱
がおきるため連絡体制をはっきりしておく。 

・個別にどのような情報を共有すべきかという例示は上げている。担当者だけでなく組
織全体で共有できるかというところは課題。 

・正確な情報の共有が重要。住民の問合せが多くなる。処理とともに相談対応もできる
体制の充実が必要。 

・計画には記載されているが，詳細というところで対応できるかは疑問。 
・正確な情報提供や連絡体制の把握が必要となる。 
・計画に記載されているが詳細は詰める必要がある。 

Ｂ班 

・情報の提供（人数，場所，必要業務，期間，被災地の状況など正確に詳しく伝える）。 
・協定締結状況の把握。 
・丸投げしたらダメという講義があったとおり，ほったらかしをせずに応援要請した内
容について管理することが大事。 

・応援の結果を市民に広報・周知する，市民は状況が分からないと思うので。委託しま
した，応援要請しましたなど。 

・派遣してほしい人員，業務の振り分けなどをあらかじめ行う。 
・仮設トイレ，し尿処理が大変重要になるので，仮設トイレに関する要請，し尿の受け
入れ先を早期に要請することが必要。 

・情報提供が一番大事。的確・正確に伝えること。 
・マニュアルを見直して協定団体との連携を確認することが大事。 
・（応援に行った経験を踏まえると）正確かつ詳しい情報はいらない。行けば分かる。応
援に来ています！というアピールがあれば広報は必ずしも必要ではない。 

図表 288 特に重要と思われる５項目（検討結果） 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

① 支援自治体等に向けた正確な情報提供が必要 
② ①を実施するために可能な限り丁寧な情報収集が必要 
③ 効率的に支援を受入れるためのスピード感ある対応（的確な事前準備が必要） 
④ 十分な体制整備（担当課だけでなく他の課とも連携し，応援自治体に頼るだけでな

く自組織でできることも拡充しておく） 
⑤ 計画への反映（情報に関する記載について，いつ，どのような情報を収集して提供

するのかという点を明記する） 

Ｂ班 

① 応援業務に関する情報提供（応援業務内容，数量・規模） 
② 応援業務の人の振り分け，応援要請業務全体の管理（丸投げせず） 
③ 協定締結状況の確認，関連マニュアルの確認 
④ 仮設トイレとし尿の応援要請は早期に実施 
⑤ 応援状況等の周知（応援職員が市町村名入り服・ビブスをすることでも周知） 
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イ 【検討テーマ②】応援要請を受けたらどのような対応が必要か 

図表 289 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・必要なものとして資機材の事前の整理と情報提供を依頼する必要がある。 
・依頼をされた側の被災自治体は混乱している状況，情報整理が難しいところもある。
被災自治体の状況を考えながら対応していく必要がある。 

・予め他市の応援を受ける場合，通常業務を受ける場合の対応できる人員を判断しなが
ら対応する必要がある。 

・情報を頂いたなかで効果的な応援対応ができるようにする。 
・受けてから動くと遅くなってしまう。ある程度想定して事前の準備をしておく必要が
ある。庁内で協議しておく必要がある。支援する側の体制構築も必要。 

・要請を受けた場合，担当課だけでは足りないため防災担当課との連携などの体制を整
える必要がある。 

・要請を受けてから動いたのでは遅いと思った。事前に準備をしておく必要がある。防
災関係の担当課とも連携する必要性もある。 

Ｂ班 

・詳細な情報（１つ目の裏返し）の収集。 
・し尿処理の応援要請として，し尿処理の受け入れ可能量の確認が必要。 
・人員派遣の場合は，人員の選定が必要。 
・応援要請を実施していることが分かる服装。 
・何の応援に行くかによって必要な備品を持参する（ボールペンもないような状況）。 
・派遣人員の選定。 
・資材の把握と確保。 
・被害状況を確認し，被災市町に必要なものを検討する。 
・派遣人員の選定においては庁舎内（総務課人事課と危機管理部門）との調整。 
・派遣に際して必要な資機材の準備。 
・民間の最終処分場関係の事務支援。 
・人数，場所，被害状況の把握。 
・要望の把握（どのような支援を希望しているかを十分に把握する必要がある）。 

図表 290 特に重要と思われる５項目（検討結果） 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

① 被災自治体も混乱している状況の中で先方の実情も踏まえた対応が必要 
② 可能であれば，被災自治体の状況を知りたいが，応援自治体でも情報を収集して

対応内容を検討する 
③ 通常業務と並行した支援となることを踏まえると，支援体制として，提供できる

人員や資機材を事前に確認・整理しておく必要がある 
④ 廃棄物担当だけでは手が足りないため，防災担当などの庁内他課との事前調整が

必要 

Ｂ班 

① 人数，場所，被害状況の把握 
② 派遣に際して必要な資機材・備品の準備 
③ 応援要請を実施していることが分かる服装（○○町と書かれた服） 
④ 要望の把握（どのような支援を希望しているかを十分に把握する必要がある） 
⑤ し尿処理の応援要請，し尿処理の受け入れ可能数 
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ウ 松山市に応援要請できない場合の対応 

図表 291 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・応援要請ができない場合は，本市で対応していかないといけないため災害対応の優先
順位が高いものから実施し，他市町の状況が落ち着いたら応援を要請する。 

・ボランティア募集や協定事業者への応援要請を実施し，自組織で対応する。 
・愛媛県や環境省に協力を依頼するなど，応援要請できるところに要請する。既に協定
締結している市町や，熊本市や横須賀市などにも応援を要請する。 

・他市町も大規模な被災で人員が大幅に不足している想定で対応する。例えば，消防団，
地縁団体など地域の団体にも応援要請を実施する。 

・消防団，自主防災組織と連携して自組織で乗り切る。協定締結事業者，県内のカウン
ターパート方式の自治体に応援要請する。 

・一般廃棄物は町内の処分業者，し尿処理は他市町の受入れ先を検討する。また，県を
通じて応援職員の派遣要請を実施する。 

Ｂ班 

・被災していなければ，一般廃棄物は市内処分業者に委託する。 
・し尿処理は，他市町の受入れ先を検討する（組合のＢＣＰに従う）。 
・応援職員の派遣要請は，県を通じて県内外の職員も対象として応援を要請する。 
・民間業者に確認し処分作業の可否を確認する。また，し尿処理については近隣市町の
施設を確認して処理の可否を確認する。 

・一般廃棄物（可燃物）は民間事業者に受入れ可能かを確認する。 
・し尿処理は他市町での受入れを検討するとともに，県へ応援を要請する。 
・応援職員の派遣要請については危機管理課が対応するため同課に必要人数を伝える。 

図表 292 特に重要と思われる５項目 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

① 地域の消防団や自主防災組織との連携 
② 自治体内の協定締結している事業者（処分業者，し尿処理業者等）と連携する 
③ ボランティアの募集・活用 
④ 県内のカウンターパート方式の自治体への依頼 
⑤ 環境省や県，協定提携済みの自治体（松山市であれば熊本市や横須賀市など）を通

じた応援要請 

Ｂ班 

① 一般廃棄物（可燃物）は市町内の民間業者に受入れ可能かを確認 
② し尿処理については他の受入れ先の検討，県への要請 
③ 派遣要請は，県を通じて県内外の職員を要請する 
④ 姉妹都市等からの支援や過去に支援したことのある都市への要請 
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３.第１回研修の有識者の講評 

〔支援要請のタイミングについて〕 

 午後のワークを始めて，まずは自組織でできることできないことを青と赤の付箋でまとめて
いたが，自組織でできることの青付箋が非常にたくさん書かれていた。 

 Ａ班には話したが，本来は自組織でやるべきことだが，実際に災害が起こった時に，必要な
期間内に少ないスタッフで本当に自分たちだけでできるのか，そこをもう一度よく考えてほ
しい。あまり頑張りすぎずに支援に頼る際は，早めの判断が必要だと思っている。午前中の
講義で話した「白旗をあげる向きとタイミング」の話だが，早めに支援を受けることも選択
肢として考えておく方が，災害廃棄物処理の全行程を踏まえると結果的にうまくいくと思う。 

 実例としては，一昨年の東日本台風の際，関東の人口の多い町で被害が出ていたので，支援
が必要ではないかと各方面より問合せをしたが，「大丈夫です」「自力でできます」との返事
をした自治体があった。同じ県内のもう少し小さい自治体などは支援をお願いする自治体が
複数あった。県は支援を必要とする市町村に県のリソースを発災直後に振り分けた。 

 自力でできると答えた自治体がなぜそういったかというと，その自治体は災害廃棄物処理計
画を作っておらず，普段委託で収集している事業者へできるかと聞き，事業者からの「でき
る，やれる」という答えを頼りに支援を求めなかった。普段収集している事業者から，処理が
間に合わずごみが片付かない，普段なら運べる量が災害廃棄物の場合は混合になっているの
で積み下ろしの際に時間がかかり効率が上がらないとのことで，ギブアップするまでに５日
間程経過していた。しかし，その間に県内のリソースはほかの市町に振り分けられ，改めて
支援をお願いした時にはもう応援の人員などは他の市町に行ってしまっていた。 

 このような実例も踏まえ，受援の計画を立てて支援要請の場所を決めるなど準備ができてい
ればそういったことにはならなかった。決して頑張りすぎないことも大事である。 

〔支援要請を受ける際の留意点について〕 

 支援に行く方の話があった。先ほどの松前町の話であったように，他の自治体からの支援が
来ていると，例えば松山市民が松山市役所の職員に食って掛かることはあるかもしれないが，
他の自治体の職員が応援に来ていることが分かるとそういったことにはならないだろうと思
う。実際に支援に行くとそういうことも分かる。 

 支援に行くときは人数の関係で無理な場合もあると思うが，できれば支援経験のある人と初
めて支援に行く人がペアになり支援に入ると良い。このような形にしている自治体も多くあ
り，支援の経験を活かすとともに，経験の継承につながる。支援に行く際は，こういったペア
リングも考えていただけると良いと思う。 

〔事前の備えの重要性について〕 

 ワーク中盤，支援を受けるために必要なことのテーマの際，事前にしないといけないことの
話はたくさん出ていた。Ａグループでは話したこととして，実際に現在しているのかと確認
すると，検討しておく必要があるが実際にはできていないという回答だった。 

 極端な例ではあるが，平成30年７月豪雨の被災経験があった県で，例えば愛媛県も被災の記
録を作っており，教訓や反省点から次の災害に備えてしておかないといけないことが書かれ
ている。これらは経験に基づくものであるが，次の災害に備えておくべきことが本当にでき
ているかということを改めて確認する必要がある。次の災害が起きた時に結局同じことが起
こってしまうと，災害の経験が活きていないということになる。 

 検証というのは，ただ反省点を書き出すだけではなくて，やっておくべきことがあるのであ
れば，「誰が，いつまでに，それをするか」ということを明確にして，期限がきたときにそれ
ができているかの確認をして初めて検証と言える。これが災害分野における検証で大事な部
分である。皆さんもここをしっかり行って，この研修でしておくべきと分かったことをその
ままにしてしまうと，結局何も考えていなかったという話と結果が同じになってしまう。今
日の研修で，学びや実りが多かったと思われたなら，今できていないことを誰がいつまでに
やるのかということを自組織できちんと考えていただきたい。 
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４.第１回研修の参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 293 所属

 

図表 294 参加時の立場

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，９割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 295 事前ワークは研修の理解に役立ったか 
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(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 296 有識者による講義の理解度 

 

図表 297 有識者による講義の満足度 

 

イ ワークショップ 

ワークショップの理解度については，９割以上が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と

回答した。満足度は，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 298 ワークショップの理解度 

 

図表 299 ワークショップの満足度 
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(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「災害廃棄物処理に対する危機意識が高まった」（83.３％），

「災害廃棄物処理への準備不足を認識した」（77.８％），「災害廃棄物処理のスキルアップとなった」

（44.４％），の回答が多かった。 

図表 300 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 
○「その他」の内容 

・他市町村が実際に経験した事象などの話を聞けた 

(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「仮置場」（58.８％）が最も

多く，「災害廃棄物に関する情報収集・連絡」（47.１％），「住民等への啓発，広報」（47.１％），「災

害廃棄物処理の体制・指揮命令系統」（41.２％），「他機関・ボランティアとの協力・支援体制」（35.

３％）が続いた。 

図表 301 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 

 
○「その他」の内容 

・事前の備え 
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(６)問２－２ 研修を通じて気づいた自組織の問題点や課題 

ア 有識者による講義で気づいた点 

有識者の講義により気づいた自組織の問題点や課題としては，広報や事前準備の重要性，普段

の備えの重要性，情報共有の重要性に関することであった。 

図表 302 講義を通じて気づいた自組織の問題点や課題 

○住民への広報 

 ・仮置場やごみの排出方法について，市民への早めの周知が必要である。 

 ・迅速に排出ルールを徹底するには，とりあえず分別ルールだけ周知する方法では不十分であ

り，「いつ，どこに，何を，どのように出すのか」を発災後の早い段階で，様々な媒体を使っ

て広報する必要がある。 

・発災直後の初動対応（特にごみの仮置きの早期設置，住民へ周知の重要性） 

○事前準備，平時の備え 

・普段の備えの重要性 

・災害時の初動対応の重要性 

・降雨災害に対しては予め予測が可能なことから事前の準備が可能であるが，地震については

突然発生するため初動対応が遅れてしまう。 

・災害関係担当課との連携や，協定締結団体の把握等事前準備の重要性を感じた。 

・平時からの備え，連携，タイミングの重要性 

・大規模災害の被災経験のない本市では，災害発生時の初動対応に対する認識や対策が十分と

は言えない現状であることを感じた。 

・実際に災害が起こった際の状況をどこまで想像できているかという点において，自分の想像

よりもより重大な状況を想定しておかないといけないこと，実例の確認等が必要であること

が確認できた。 

○情報共有 

・防災の備えの重要性は市職員誰もが認識していると思うが，廃棄物も災害に合わせて必ず発

生するので，防災と同様に対策の重要性をみんなが認識すべきと感じた。 

・仮置場の運用に関する検討がされているかどうか。 

・災害発生初期は情報等が断片的で不確実なものが多いため，災害時のおける情報について共

有する相手方・共有する情報の内容等，再度確認する必要があると思いました。 

イ ワークショップで気づいた点 

ワークショップで気づいた問題点や課題は，事前準備の必要性，正確で迅速な情報共有の重要

性，被災自治体の実情を踏まえた対応の重要性に関することであった。 

図表 303 ワークショップを通じて気づいた自組織の問題点や課題 

○事前準備 
 ・様々な状況を想定した平時からの備え，初動の大切さなど 
・災害はいつ起こるか分からないのに，災害廃棄物処理対応の必要が出てきたときに，実際そ

れぞれがどのように対応すべきか理解できていないと感じた。 
・計画の重要性 
・ワークショップ内であった内容をよく精査し係内で検討しておく必要がある。 
・研修で学んだ支援要請等の内容について，本市に置き換えたとき，その具体性や実効性に不

安を感じた。支援要請を受けたときはこれまでの経験から対応可能と考えるが，受援要請を
行った場合に，適切に対応しなければ混乱を招く恐れがあると考える。 

・支援時の準備（支援物資も一緒に持って支援に行く際，多めに持っていくことがよい） 
○正確で迅速な情報共有 
・支援を依頼する際には，正確な情報提供（必要とする人員・機材・時期等）をする必要があ

り，そのためには，丁寧な情報収集が重要である。 
・情報把握の精度 
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(７)問２－３ 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと 

今回の研修を通じて計画や事前対策として最も反映すべきこととしては，広報や市民への周知の

内容やタイミング，災害廃棄物処理の優先順位の確認，仮置場に関する事前準備，教育・訓練の実

施に関することであった。 

図表 304 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと感じたことは何か 

 

  

・各市町の災害時の問題点等を共有し災害時に素早く対応できるようにする必要がある。 
・いかにスピーディーに正確な情報提供を行うかが重要となる。 

○被災自治体の実情を踏まえた対応 
・支援する自治体側は，被災自治体の実情を踏まえた，協力体制が必要である 
・し尿処理について，愛媛県内の各市町は，処理能力の大きい松山市に頼っていることが分かっ

た。松山市のし尿処理場が被災した場合，どのように対処するか問題があると感じた。 
・処理計画をより具体化し，起こりうる事態についての対処を想定し，処理計画を詰めていく

ことが必要と感じた。 
・少ない職員をどのようにして避難所や仮置場等に配置することができるか。 

○広報や市民への広報 
 ・住民への周知方法の検討や配布チラシの作成 
・災害廃棄物処理実行計画の制定及び周知 

○災害廃棄物処理の優先順位 
・支援を受ける業務内容や，タイミング，状況の目安等を検討する必要があると感じた。 
・災害が起こったときに迅速に対応できるように，有事の際の優先順位を各職員が事前に確実

に把握しておくこと。 
・災害発生時は特に初動対応が重要であり，その点において，本市の計画は机上の計画となっ

ているのではないか。もっと具体的な対策が求められる。 
・災害初動時の組織体制構築 

○仮置場 
・勝手仮置場の対応について 
・平成30年度の豪雨災害でも，処理施設の受入基準を満たしていない状態での搬入があり，苦

労をしていたので，後々の災害廃棄物処理がスムーズにできるよう，仮置場での分別や排出
基準を決め，運用を早急に開始できるよう計画・事前準備が重要。 

○教育・訓練の実施 
・災害廃棄物の研修を重ねることで，実際災害がおこった時の対応イメージをふくらませス
ピード感や柔軟な対応ができるようにしたいと考える。 

・適切な初動対応ができるよう平時から仮置場の選定等，出来ることを準備し災害に備える必
要があると思いました。 

・すぐに行動できるように，実効性のあるマニュアル等の整備，担当部署での認識共有が重要。 
・処理計画の具体化が必要な部分もあり，定期的な見直し等の必要性を感じた。 
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(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「県と市町村の連携強

化」（62.５％），「自治体とその他の民間事業者との連携強化」（50.０％），「市町村内部の関係部署間

の連携強化」（43.８％），「市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化」（43.８％）の回答が多かっ

た。 

図表 305 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 

(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 306 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

・ 情報を正確かつ迅速に伝えることが大切 
・ 県内市町村間での連携は重要だと思うので，研修等を通して定期的に担当者間で情報共有し

たり顔を合わせたりすることは重要と感じた。 
・ 環境省が主催する災害廃棄物の四国ブロック協議会に大半の市町村が参画していないため，

情報共有ができていない。 
・ 大規模災害の発生時には受援を要請することとなるが，平常時からの関係機関・団体との連携

強化を図る必要がある。 
・ 災害発生時の初動対応における情報収集の手段の確認 
・ 通常の業務時には，つながりがある市町の部門が限られるため，災害時にスムーズ意思疎通が

できるかどうかは，若干課題があるように感じた。 
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(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 307 実施時期，時間について 

 

イ 実施頻度 

実施頻度については，約８割が「１年に１回程度」と回答した。 

図表 308 実施頻度について 

 

ウ 実施方法 

実施方法については，その他を除き，「対面型で実施した方が良い」と「オンライン型で実施し

た方が良い」と回答した。 

図表 309 実施方法について 

 
○「その他」の内容 
・コロナが無ければ対面，両方でできれば良い，臨機応変にどちらも対応 
・オンラインホワイトボートをうまく使えば，よく議論できることが分かった。 

エ 実施対象者 

実施対象者については，約９割が「適切である」，１割強が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 310 実施対象者について 

 
○「その他」の内容 
・課の８割以上参加 
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オ 配布資料 

配布資料については，全員が「適切である」と回答した。 

図表 311 配布資料について 

 

カ その他 

・ジャムボードが便利だったので，今後対面で行う際にも活用できたら良いと思いました 

・個人のPCでやりたい 
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(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「避難所ごみ，災害時における生活ごみ対策」（41.２％），「仮

置場の選定，設置・運営」（35.３％），「発生量，仮置場必要面積等の推計」（29.４％），「住民等へ

広報」（29.４％）との回答が多かった。 

図表 312 今後扱うテーマについて希望するものは何か（３つまで選択） 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

図表 313 中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望 

・過去に実際起こった災害に対する廃棄物処理の流れについて 
・４－２の設問にもありましたが，あるポイント（例えば，仮置場の設置，運営）に特化した研

修を混ぜてやるといいと思います。 
・仮置場運営モデル業務 
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５.第１回研修の成果と課題 

(１)成果 

今回のワークショップの獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

イ 各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

ア  各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

 事前ワークを通じて，参加者の災害廃棄物処理計画の記載内容を踏まえ，「自組織でできるこ

と」と「自組織でできないこと」を把握できた。 

 「自組織でできること」については初動から迅速に対応できるよう意識付けができた。また，

「自組織でできないこと」については，県との連携や民間事業者との協定締結などの事前の

備えを確認できた。 

イ  各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

 ワークショップを通じて，初動時の地域内での受援・支援内容を確認できた。 

 災害時を想定して「支援を受ける立場」と「支援を実施する立場」の双方における事前の準

備事項や実際に対応する際の留意事項について確認できた。 

ウ  その他の成果 

 参加者の災害廃棄物処理計画について，内容確認とともに見直しへの意識付けができた。 

 ウェブ会議システムを活用したワークショップの有益性を確認できた。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 自組織で実施できることを拡充するための具体的な取組の検討が必要（自組織活用シート

を踏まえた検討が必要）。 

 地域内連携を実施するための具体的な手続きについての図上訓練（シミュレーション）が

必要（第２回研修で実施予定）。 

 確認した事前の備えについて，各市町の災害廃棄物処理計画（ないしはマニュアル等の内

部資料）への反映が必要。 

(３)次年度以降に実施する研修の例 

本年度の研修の成果及び参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修方法としては次の

ものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得（リモート／集合の双方を想定） 

① 自組織で実施できることを拡充するための検討機会の提供（講義，ワークショップ等） 

② 初動時の地域内連携における具体的な行動の検討機会の提供（ワークショップ等） 

③ 集合型の研修の検討・実施 
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６.第２回研修の概要 

(１)実施概要 

ア 研修を通じての獲得目標 

研修を通じて，以下の２点を獲得することを目標とした。 

○初動時の実務対応の手順確認・松山ブロック内自治体間の連携 

 各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

 各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

なお，留意事項として以下を示し，研修に臨んでいただいた。 

 中予地域の廃棄物処理について，各市町の処理施設の老朽化が進み，一時的に松山市で他

市町の可燃ごみを処理していること 

 自組織で対応していくことの拡充，それでも自組織でできないことの整理を念頭に置いて

検討すること 

 研修後の処理計画の改定等を見据え，「どの業務について，誰に，いつ，どのように，どの

順番で」など，支援要請の流れもイメージして検討すること 

イ 実施日時，場所 

日時：令和４年１月18日（火）10：00～16：00 

場所：ウェブ会議システム（Zoom） 

(２)研修の流れ 

研修当日のタイムスケジュールは，次のとおりであった。 

図表 314 研修のタイムスケジュール 

時間 プログラム 内容 

10：00 開会 挨拶（環境省 中国四国地方環境事務所四国事務所） 

10：05 講義 
国立研究開発法人国立環境研究所 客員研究員 高田光康 氏 

「災害廃棄物処理における近隣自治体の連携事例」 

10：35 実施内容の説明 
図上訓練「初動時の実務対応手順の確認／松山ブロック内自治

体間における連携」の進め方 

11：00 図上訓練（午前） 午前の部の実施 

11：55 申送り等 午後に向けた申送り 

12：00 休憩  

13：00 実施内容の説明 午後の進め方 

13：10 図上訓練（午後） 午後の部の実施 

14：30 申し送り等 振り返りに向けた申し送り 

14：35 休憩  

14：45 振り返り内容の説明 振り返りの進め方 

14：50 振り返り 

【振り返りテーマ①】（20分） 

初動対応を迅速に実施するための平時の対応（準備） 

【振り返りテーマ②】（20分） 

テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理計画に反映すべき内容 

15：30 発表 各班の検討内容の発表 

15：45 講評 有識者からの講評 

15：55 閉会 挨拶（松山市）／連絡事項（アンケ―ト等の記入・提出依頼） 
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(３)出席者 

研修は，松山ブロック内の３市３町のみならず愛媛県，愛媛県中予保健所，（一社）えひめ産業資

源循環協会にも参加を呼びかけ，17名の参加があった。 

図表 315 参加者内訳 

属性 人数 

松山ブロック 松山市，伊予市，東温市，砥部町から計14名 

愛媛県 循環型社会推進課，中予保健所から計２名 

協定締結団体 （一社）えひめ産業資源循環協会から１名 

(４)事前ワーク 

 研修参加者には，研修対象についての問題意識をあらかじめ持って頂き研修の効果を高めるこ

とを目的に，事前ワークをしていただいた。事前ワークの内容は下記のとおりである。 

図表 316 事前ワークの内容 

１．１月18日(火)の研修の参加に当たって，事前に下記の豪雨災害の記録を一読ください。 

① 対象：愛媛県ご担当者 

「平成30年７月豪雨愛媛県における災害廃棄物処理の記録」 

（令和３年３月，環境省中国四国地方環境事務所・愛媛県） 

下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

  ・第１章第２節 基本機能別の課題 

  ・第２章第４節 １.県の体制 

  ・第２章第４節 ４.関係機関との連携・協力体制 

  ・第２章第５節 災害廃棄物の処理 

  ・第２章第６節 災害廃棄物仮置場の選定・確保 

  ・第２章第７節 被災者への対応及び情報発信，ボランティア活動 

② 対象：市町ご担当者 

「平成30年７月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理の記録」 

（令和３年３月，環境省中国四国地方環境事務所・広島市） 

○概要版 概要版は豪雨災害対策の全体像が整理されていますので，御一読ください。 

○本編  

記録誌本編の下記の部分が，今回の研修に関係する部分ですのでお読みください。 

 ・第１章 ５廃棄物処理施設等の被害状況の確認 

 ・第２章第２節 ３関係機関との連携・協力体制 

・第２章第９節 ２.１土砂等の撤去に関する市民への広報 

 ・第２章第９節 ３.１被災家屋の解体・撤去に関する市民への広報 

 ・第２章第13節 ボランティア活動 

・第３章第２節 災害廃棄物処理の今後の課題 

２．同資料を読んでいただき，各自が「重要だと感じた点や課題」を３つ程度に絞り，箇条

書きにしてください。 

(５)講義の概要 

図上訓練の実施に先立ち，参加者が図上訓練を実施するために必要な知識を習得するための講義

を行った。講義は，国立研究開発法人国立環境研究所 高田光康客員研究員より，「災害廃棄物処理

における近隣自治体の連携事例」として講義いただいた。 
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(６)図上訓練 

ア 図上訓練の実施概要 

(ｱ)図上訓練の概要 

大規模な水害が発生することを想定し，被災市町が災害廃棄物処理を行うための発災直後の初

動時の実務手順の確認，地域内市町との連携及び関係団体との連携を中心に実施した。全市町は

被災自治体とし，市町，関係団体，県がそれぞれの対応を実施した。 

図上訓練では，「大規模災害時における四国ブロック災害廃棄物対策行動計画(平成30年３月災

害廃棄物対策四国ブロック協議会）」，協定締結関係団体との連携として愛媛県が定める様式を使

いながら，以下の訓練を行った。 

 【午前】体制構築，被害状況の確認，広報 等 

 【午後】初動時の災害廃棄物処理に向けた地域内連携，広報 等 

(ｲ)図上訓練の前提条件 

平成30年７月豪雨を踏まえ，その当時の各市町の被害が発生したものと想定した。なお，災害廃棄

物処理に関する訓練であり参集を目的とした訓練ではないため，全ての災害廃棄物担当職員は参集

できており，庁舎被害もなく，廃棄物担当の体制が整っているという前提とした。 

イ 図上訓練の実施手順 

図上訓練は，松山ブロック及び中国四国地方環境事務所四国事務所と協議の結果，最も参加者

が使用可能なウェブ会議システム（Zoom）を活用して実施した。合わせて，愛媛県が平時より導入

しているLogoチャットを進捗確認用に活用した。各執務室から参加する参加者は，ウェブ会議シ

ステム（Zoom）の機能により２班に分けた。実際の災害時の連絡手段を想定し，メールを用いて連

絡や報告を行った。 

午前の部・午後の部共通の訓練シナリオをもとに，コントローラーの進行によって訓練を進め

た。また，シナリオに記載のない事項を状況付与し，付与された状況に対する対応策も検討した。 

(ｱ)図上訓練（午前の部） 

「愛媛県災害廃棄物処理計画」を基に，初動対応を中心に訓練を実施した。水害発生時は洪水が

発生する前の準備段階からの対策が重要であるため，大雨洪水警報の発表時から始まり，訓練中

に洪水害，土砂災害が発生するシナリオとした。手順は以下の通り。 

１）体制構築 

２）全般的な被災状況の把握 

３）一般廃棄物処理施設等の被害状況等の把握 

４）住民等への啓発・広報 

(ｲ)図上訓練（午後の部） 

午後の部は地域内の連携，愛媛県と県内市町の協定締結団体である「えひめ産業資源循環協会」

への応援要請を中心に実施した。同協会への応援要請は，指定の様式を用いた。 
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図表 317 訓練シナリオ 

 

 

図表 318 協定締結団体との連携イメージ 
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(７)研修の様子 

〇環境事務所 開会挨拶 〇有識者講義 

  

〇図上訓練の様子（A班） 〇図上訓練の様子（B班） 

  

〇振り返りの様子（A班） 〇振り返りの様子（B班） 

  

〇全体写真 〇松山市閉会挨拶 
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７.第２回研修の結果 

(１)図上訓練（午前の部） 

各市町の住民等への広報内容（手順６）の検討結果は次のとおりであった。 

図表 319 住民等への広報内容の検討結果 

〇自治体Ａ 〇自治体Ｂ 

 

 

(２)図上訓練（午後の部） 

各市町の住民等への広報内容（手順11）の検討結果は次のとおりであった。 

図表 320 住民等への広報内容の検討結果 

〇自治体Ｃ 〇自治体Ｄ 
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(３)振り返り 

本日の講義，図上訓練を振り返り，「【テーマ①】初動対応を迅速に実施するための平時の対応（準

備）」，「【テーマ②】テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理計画に反映すべき内容」，について各班に

おいて議論を行った。 

振り返りの際は，県と県保健所をＡ班とＢ班に割り振り２班で検討を実施した。各班のコントロー

ラーが進行し，発言内容のメモを行った。各検討テーマにおける特に重要な事前の取組５項目は以

下のとおりである。 

ア 【検討テーマ①】初動対応を迅速に実施するための平時の対応（準備） 

図表 321 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・被災状況の報告は簡単だと思うが意外と時間がかかる。どこに連絡するのか，どこにど

の施設があるのかを日ごろから確認しておく必要がある。発災直後の広報は，事前に広

報内容を作成されている市町はすぐに対応できるが，そうでない市町はすぐに対応する

のは難しいと感じた。産資協への支援要請は，県で取りまとめる等の手続きを踏まえる

と，時間がかかると感じた。 

・情報を集めることが大変だと感じた。今回の状況設定からは判断できない内容もある

が，検討事項として事前に確認する必要性を感じた。例えば，仮置場の必要面積を検討

する際に，災害廃棄物の発生量を推計する必要がある。広報の様式を事前に作成してお

いたが，内容を検討する場と，様式を整理する場を設ける必要があると感じた。 

・連絡先に戸惑ってしまい，手順の前後があった。災害廃棄物のマニュアルを作成してい

るが，細かい内容をまとめきれていない。マニュアルの改訂（連携体制，協定内容等）

細かい内容を見直す必要がある。 

・Faxでのやりとりが主だが，時間かかってしまう。早い回答は１-２時間だが，遅いとこ

ろは８時間かかったりする。連携体制を整える必要がある。市町と業者が事前にコミュ

ニケーションを取っておき，いざというときに連携できるようにしておきたい。連絡リ

ストを作成しているが，電話番号とFaxしか掲載していないので，メールの活用等も検

討が必要。４月に担当者が変わった際に，県がまとめて担当者の連絡先の更新をご連絡

いただけると良い。協会宛てであれば，メールを送っていただき，事業者に展開するこ

ともできる。 

・情報収集に時間がかかる・連絡先が分かりづらかった理由 

・集合型の図上訓練では連絡先が分かりやすかったが，オンラインだと周りの見えない状

況で，通常業務の電話やメールが来るため，混乱した。 

・オンラインで慣れない手順があって戸惑った。現場の温度感・緊張感のある中で，LoGo

チャットも対応するのは難しかった。 

・警報発令時の避難所開設の際（ファイル添付もしてる）にも使用しており，慣れてはい

る。しかし，LoGoチャットのみ，メールのみ等一本化したほうが良い。両方で連絡をす

ると戸惑う。 

・リアルで各自治体の状況を把握できるので良い。 

・メールだとみているかが分からず，隣の市がどのような対応をしているかが分からない

が，LoGoチャットだと分かりやすい。ライン等でこのようなチャットは使い慣れている

ので活用できると思う。 

Ｂ班 

・広報について，都度情報を反映させることが難しかった。平時から様々なパターンを用

意しておく必要がある。 

・状況を踏まえ，様式に落とし込む作業が難しかった。様式をわかりやすくしておくと良

いと感じた。 

・平時から各様式について確認し，災害時に迅速に対応できる準備が必要。候補地一覧表

等もすぐに出せる状況にしておく必要があると感じた。 
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・広報についてあらゆる場面を想定して複数パターンの内容を準備しておくべき。 

・訓練を繰り返し行っておくことが重要と感じた。 

・松山市や関係団体との円滑な情報共有等ができる準備が重要と感じた。 

・初動時の連絡先・内容について手間取った。訓練時に改めて確認するとともに普段から

準備しておく。予めひな形を用意しておくことが重要と感じた。 

・市町への支援について，県との役割分担などを平時からのすり合わせが必要。 

・LoGoチャットについて，時系列で発信内容を確認できる点は良かった。 

・LoGoチャットは連絡の確認など，機動的な連絡には使いやすいと感じた。災害に限らず，

使い勝手を良くして行けるとよい。（環境省ではLINEワークス活用，写真の送付が便利） 

・ある市では予告広報のひな形を活用していた。計画に掲載されているものなのか。ひな

形を用意しておき，状況に合わせてカスタマイズしながら活用できると良い。他市町で

も参考にできるとよい。 

・ひな形の必要性は以前から出ていた。今回の訓練内容を踏まえ作成したため，計画には

載っていない。今回いただいた意見を反映して，マニュアルの様式として追加できると

良い。 

図表 322 特に重要と思われる５項目  

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

① 連絡先，確認事項，情報収集内容の整理（分かっていても時間がかかる） 
② 広報の様式の作成 
③ 大量の会員事業者・被災市町との連絡・情報共有方法についての取り決め（産資協） 
④ LoGoチャットは有用。使い方は要検討。 
⑤ し尿処理施設の被害状況，処理対応の確認 

Ｂ班 

① 広報様式の準備（災害ごと・タイミングごと） 
② 報告様式の準備・内容の事前共有 
③ 訓練の定期的な実施 
④ 連絡網の整備・共有 
⑤ 支援の受入体制・内容の事前整理 
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イ 【検討テーマ②】テーマ①を踏まえて災害廃棄物処理計画に反映すべき内容 

図表 323 検討中の発言内容 

班名 検討中の発言内容 

Ａ班 

・情報伝達の方法（現在はFaxがメイン）の再検討。担当者が変わった際の連絡先の更新。

分別について，市町村によって処理できるもの，出来ないものが違う。仮置場は狭いが，

次々処理して仮置場を回転できるように，分別の仕方を計画の中で明確にしておくと，

産資協として支援しやすい。 

・細かい内容を記載できていない。連携体制，処理の流れ，処理方法・処分先等の記載も

必要。どのようなことが起きたらどこに連絡するのかというルート等も必要。広報様式

も必要。 

・初動対応に関してのフローをしっかりと落とし込む必要がある。複数市町が合同で検討

するなど，ブロックの計画もあると良いと感じた。 

・仮置場の選定（候補地リストからの選定）・調整に関して，現計画で必要面積が算出さ

れているが，選定の方法や，不足した場合の対応を事前に検討しておく必要がある。 

・県の候補地をリストアップ。今回の訓練で，時間がかかることが良く分かった。 

・分別の仕方は事前に検討しておかないと，初動での広報が遅れる。し尿処理施設の被災

状況の確認で，市町村で確認してもらったが，目の前の整理で手いっぱいになってしま

うので，忘れないようにしなければならない。 

Ｂ班 

・タイミングや災害によってカスタマイズできる広報様式等を計画に掲載する。 

・現在の広報様式についても，分別内容などの点をより詰めていく必要がある。 

・仮置場の分別区分についてより詳細に記載する。仮置場がいっぱいになった際の対応な

ども記載する。 

・市町間や県，関係団体との連絡体制などを計画に記載する（業務ごとの担当者など） 

・初動時の組織体制について計画に記載しておく必要がある。関係団体との連絡体制を明

確にしておく。 

・計画内でボランティア対応の方針なども示しておく。 

・広報・報告の様式を計画に定められるとよい。報告様式・内容等については県内で統一

させておくとスムーズな情報共有ができるだろう。 

・仮置場の調整について，事前に手順を決めておく必要がある。（実際の災害では地権者

への確認などはより大変になることが予想される。） 

・市町と産資協の個別やり取りについて，全体的な状況は把握しづらい。連絡体制の全体

像（協定の枠組）について事前に計画の中で整理しておく必要がある。 

図表 324 特に重要と思われる５項目 

班名 特に重要と思われる項目 

Ａ班 

① 初動対応の流れ（情報連絡～処分先まで） 
② 複数市町合同での計画の検討（策定） 
③ 仮置場候補地が足りなかった場合の対応（県の候補地のリストアップ） 
④ 担当者の連絡先の情報更新 
⑤ 分別方法，処理できるものとできないものを災害廃棄物処理計画に明確に整理 

Ｂ班 

① 広報様式の準備 
② 仮置場のレイアウトと分別方法をリンクして準備 
③ 連絡スキームの整理 
④ 連絡網の整理（庁内部署，関係団体など幅広に） 
⑤ 地権者との調整内容の整理（リストに加え地図へプロット等） 
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８.第２回研修の有識者の講評 

〔事前の準備による「迷いとブレ」の軽減について〕 

初動時は，情報があまり来ないので，混乱の中で対応することになる。これは仕方のないこと

だが，一番良くないのは「迷いとブレ」である。初動対応は「迷いとブレ」を無くすことを心がけ

ていただきたい。 

準備ができていないと迷いが出てしまう。迷ってしまうと判断・決断に時間がかかる。ごみは

それを待ってくれない。そのため，迷いが出ないように分別や仮置場について事前にしっかり準

備をすることが重要である。 

迷いの中で物事が始まると，見込み違いや予想外のことが起こってくる。その対応時に，分別

方法や仮置場の場所が変わるなど，行政が発信する情報と内容にブレが生じると市民などの受け

手は困惑する。あるいは余計な苦情を呼び込んでしまうことになりかねない。ブレが無いように

するためには，事前の準備が非常に重要となる。 

〔仮置場候補地の共有方法について〕 

Ｂ班の発表で，地図にプロットするという話が出たが，非常に大事なことだと思った。連絡網

の整理時に住所・電話番号を表で一覧にするだけでなく，地図上に施設や仮置場候補地をプロッ

トしておくと，初動の時に役立つと思う。 

〔地域で連携した計画策定の検討について〕 

地域全体で取組む意識を持っているのであれば，それぞれで作成している計画を無理にそろえ

る必要はないが，災害時の廃棄物の処理についてどのように協力するかなど協議の場を持ち議事

録などで連携・協力の手順を共有しておくと良い。 

〔ボランティア活用の考え方について〕 

ある市の広報内容の発表で，ボランティアの募集について仮置場での分別をしてもらうとあっ

た。ボランティアは被災者の支援が目的であり行政の無償の労働力ではないため，仮置場での分

別を対応頂くことを念頭に置いた検討はふさわしくない。仮置場の運営・管理は，協定締結事業

者との連携が望ましい。ボランティアには，被災家屋からのごみ出しと仮置場への運搬までを手

伝ってもらうという前提で検討いただきたい。 

松山ブロックでの連携を含めたこの図上訓練をきっかけに，地域での災害廃棄物処理の推進を

期待したい。 
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９.第２回研修の参加者アンケートの結果 

(１)問０ 所属 

アンケートの回答者の属性は次のとおりである。 

図表 325 所属 

 

(２)問１－１ 事前ワークの有効性 

事前ワークは研修の理解に役立ったかについては，７割以上が「そう思う」「ややそう思う」と回

答した。 

図表 326 事前ワークは研修の理解に役立ったか 

 

(３)問１－２ 理解度と満足度 

ア 有識者による講義 

有識者による講義の理解度については，全員が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回

答し，満足度も同様に，全員が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 327 有識者による講義の理解度 

 

 

図表 328 有識者による講義の満足度 
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イ 図上訓練 

図上訓練の理解度については，７割以上が理解した（「理解した」+「やや理解した」）と回答し

た。満足度は，７割以上が満足した（「満足した」+「やや満足した」）と回答した。 

図表 329 図上訓練の理解度 

 

図表 330 図上訓練の満足度 

 

(４)問１－３ 研修に参加して良かった点 

研修に参加して良かった点については，「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」の回答が最も多くともに64.３%となった。「図上訓練という

方法の理解が深まった」（42.９％）が続いた。 

図表 331 研修に参加して良かった点は何か（複数回答） 

 

【その他回答】 

○支援時の手順が実際と同じになった。具体的分別方法の必要性が伝えられた。 
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(５)問２－１ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題については，「災害廃棄物に関する情報

収集・連絡」，「仮置場」，「住民への啓発・広報」が最も多くいずれも69.２%となった。「他機関・ボ

ランティアとの協力・支援体制」（53.８％）が続いた。 

図表 332 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題は何か（複数回答） 
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(６)問２－２ 事前ワークや研修を通じて気づいた自組織の問題や課題 

ア 有識者による講義で気づいた点 

有識者の講義により気がついた自組織の問題点や課題としては，初動対応の重要性，連携体制

の構築，仮置場の選定等に関することであった。 

図表 333 講義を通じて気づいた自組織の問題点や課題 

○初動対応の重要性 

 今後，可燃ごみの広域処理が進む中で，市町連携した初動対応（計画等）を検討すると良いのでは

ないか。 

 大規模災害の被災経験のない本市では，災害発生時の初動対応に対する認識や対策が十分とは言

えないと感じた。 

○連携体制の構築 

 他県での自治体間の連携事例はたいへん参考になった。 

 先生のご講義の中の「事例３」で紹介いただいた，一部事務組合における事例について，今後，ご

み処理の広域化が進んでいく中で，よく議論すべき内容であると改めて思いました。 

○仮置場の選定 

 災害廃棄物が発生した際，近隣市町の要請がある場合廃棄物を町内の仮置場を使用することもあ

ることを知り，そういった場合の対応も想定しておくことが重要だと感じた。また，必要に応じ

て情報交換や意見交換の機会をもち，臨機応変に対応できるようにしておくことも重要と感じた。 

○準備不足 

 発災時の初動対応を円滑にするための事前準備（県や市町，関係団体との連携等）が，本市では不

足していると感じた。 

○その他 

 災害が発生した際には，想定外の場所に廃棄物の集積が起こることの具体例がわかり，対応の困

難さが感じられた。 

 各市町により処理できる災害廃棄物が異なる 

 隣接する市町で仮置場の受入チェックの基準が異なっていたという事例を聞いて，自分たちの市

町だけではなく近隣とも足並みを合わせる必要があると感じた。 

イ 図上訓練で気づいた点 

図上訓練で気がついた課題は，災害時の庁内体制，住民への広報，平時の備えが挙げられた。 

図表 334 図上訓練を通じて気づいた自組織の問題点や課題 

 

○災害時の庁内体制 

 発災直後の体制確立に手間取ったことから，事前の準備が大切であることを痛感しました。 

 対外だけではなく内部での混乱（首長からの指示や他部署とのやり取り等）も想定する必要があ

ると感じた。 

 担当課以外の職員の災害廃棄物処理に対する知識が不足していること。 

 災害発生時の対応に関して，本市に置き換えたとき，その具体性や実効性に不安を感じた。 

○住民への広報 

 広報資料については，あらかじめポイントを押さえた下書きを用意しておく必要がある。 

○平時の備え 

 他市町の広報等を振り返りで見せていただくことで非常に参考になり，平時の準備として必要な

ものと改めて感じた。 

 平時から準備を行うことでスムーズな対応ができる部分などがあり，それらを今後の災害廃棄物

処理計画見直し時に反映する必要があると感じた。 
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(７)問２－３ 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと 

今回の研修を通じて計画や事前対策として最も反映すべきこととしては，マニュアルや様式等の

作成，仮置場等が挙げられた。 

図表 335 自組織の計画や事前の対策に最も反映すべきこと感じたことは何か 

 

  

○マニュアルや様式等の作成 

 初動体制については，マニュアル化し，実践に当たって戸惑うことがないよう準備が必要である。 

 異動や災害時に異なる部署の担当者が携わることを想定したうえで，誰が見ても分かりやすい様

式やリスト，資料などを作成しておけば良いと感じた。 

 広報様式の事前準備が重要である。 

 分別方法，処理の可否について災害廃棄物処理計画に明記 

 広報や報告様式が災害廃棄物処理計画にはないため，情報伝達を円滑に進められるよう計画へ反

映できれば良いと感じた。 

○仮置場の選定 

 仮置場の選定について，候補地リストを整理しておかなければならない。 

 実際の災害では被害数が徐々に上がっていくので，仮置場を検討する目安となる基準が必要であ

る。（例：床上戸数等に過去の災害の廃棄物量の原単位を乗じて一定量を超えると仮置場の準備を

始める） 

 仮置場が足りなかった場合の流れ 

○その他 

 事前の準備はもちろんであるが，担当者以外の職員がどれだけ理解を深め，どれだけ機能的に動

けるかどうか。 

 計画の内容を精査することの重要性に加え，その周知も必要ではないかと感じた。 

 図上訓練の時間では会員の個別情報が収集できない 

 周辺市町との合同計画の検討 

 災害発生時においては初動対応が重要であり，その点において，本市の計画は机上の計画となっ

ているのではないか。もっと具体的な対策が求められる。 
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(８)問３－１ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題については，「県と市町村の連携強

化」，「市町村と廃棄物関連団体・企業の連携強化」が最も多くともに61.５％となった。 

図表 336 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題は何か（複数回答） 

 

(９)問３－２ 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題（具体的

な内容） 

図表 337 自治体間や関係機関などとの「連携」についての問題点や課題 

 平時から連絡をとり，顔の見える関係であることが望ましいと感じました。 
 自治体職員は，異動もあることから，平時から顔を合わせる機会を設けるなど，「人」の連携

を強化しておくこと。 
 訓練用名簿ではなく毎年災害用連絡網を作成して情報交換しておくべき 
 四国ブロックでは各県２市になっているが，中予地区の全市町が参加したことは良かった。 
 国，県，市の訓練や研修が毎年行われるようになったので，住み分け等を行う必要性が出て

きたのではないか 
 災害時の行き違いやトラブルをなるべく減らすために，訓練などを通して平時からやり取り

をしておくことが重要だと感じた。 
 し尿運搬業者が被災するなどバキュームカーが不足し，広域で受援申請を行う場合の手続き

について，申請窓口（県か？），申請様式の検討。 
 発災時の連絡体制の構築（連絡網の整理）など，平常時からの関係機関・団体との連携強化を

図る必要がある。 
 定期的な情報伝達訓練などを行っていないため，発災時の連携が上手く取れるか不明な点が

課題としてあると感じた。 
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(１０)問４－１ 研修についての課題や改善点 

ア 実施時期，時間 

実施時期，時間については，８割以上が「適切である」と回答した。 

図表 338 実施時期，時間について 

 

○「改善の余地あり」の内容 

・年度の早い時期に 

・当初予算編成やヒアリングの時期と重なるため，時期をずらしてほしい。 

イ 実施頻度 

実施頻度については，約３割が「１年に２，３回程度」，約６割が「１年に１回程度」と回答し

た。 

図表 339 実施頻度について 

 

○「その他」の内容 

・１年に４回程度 

ウ 実施方法 

実施方法については，４割弱が，「対面型で実施した方が良い」，６割弱が「オンライン型で実施

した方が良い」と回答した。 

図表 340 実施方法について 

 

○「その他」の内容 

・両方あっていいと思います。 
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エ 実施対象者 

実施対象者については，８割弱が「適切である」，１割弱が「対象者を増やした方が良い」と回

答した。 

図表 341 実施対象者について 

 

○「対象者を増やした方が良い」「その他」の内容 

・仮置場の判断や広報の内容を環境部内全ての職員が行うことはないため 

・テーマに沿った対象者に絞った方がよい。 

オ 配布資料 

配布資料については，９割以上が「適切である」と回答した。 

図表 342 配布資料について 

 

○「改善の余地あり」の内容 

・県と市町の連絡体制の確認か，仮置場や広報の内容のどちらかに絞ったほうがよい 

カ その他 

 発災時には訓練時以上に通信手段が限られることが想定されるので，オンラインでの訓練実

施はそのような想定を経験するうえで役に立ったと思います。 

 このような情報伝達訓練はオンラインで良いが，仮置場における分別や運営の訓練等次のス

テップの訓練は対面型で実施したら良い 

 実際の災害時には，オンライン型に近い対応になると思うので，オンライン型と対面型を交

互に実施する形がいいのではないか。 

 災害時に実際に対面することは難しいと思うので，コロナが落ち着いた後でも今回のように

リモートで行った方が，よりリアルな形で訓練できるのではと思いました。 
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(１１)問４－２ 今後希望するテーマ 

今後希望するテーマについては，「仮置場の選定，設置・運営」，「発生量，仮置場必要面積等の

推計」，「処理フローの作成」との回答が多かった。 

図表 343 今後扱うテーマについて希望するものは何か（３つまで回答） 

 

(１２)問４－３ 今後，中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのア

イデアや要望 

図表 344 中国四国地方環境事務所で実施するモデル業務についてのアイデアや要望 

 仮置場の運営について，実地で鉄板を敷き，仮置場レイアウトの動線を確認する訓練 
 今までの事例で，国の災害査定のために〇〇が必要だった，○○をしなければいけなかった，

などの話を聞いたことがあり，実際に経験していないと想像がつかないので，国の補助の流
れや実務を行ううえでのポイントを学ぶ研修があれば参考になるかと思います。 

 災害廃棄物の類型ごとに処理施設の場所，受け入れ条件，処理能力等を広域で整理してほし
い。例えば自治体のし尿処理場では土砂が混じった浄化槽汚泥は搬入できないが，近隣の民
間施設でも処分できない場合がある。同様の性状の災害廃棄物の受入実績などがわかれば有
用と思います。 
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１０.第２回研修の成果と課題 

(１)成果 

今回の研修の獲得目標に対する成果を整理する。 

（獲得目標） 

ア 各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

イ 各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

ア  各市町の初動対応（役割及び対応手順等） 

○図上訓練を通じて，発災後の体制構築と必要な支援内容を確認した。 

○ウェブ会議システム（Zoom），メール，Logoチャットを活用したことで，実際の災害時と同様

の連絡手段を体験することができ，災害時の対応の難しさを認識した。 

○住民等への広報内容の検討から，対象別・時間別・媒体別の広報のフォーマット作成など，事

前の備えの重要性が確認できた。 

イ  各市町の初動対応を踏まえた地域内連携 

○災害廃棄物処理の初動対応と災害廃棄物処理対応をめぐる連携について，有識者の講義を通

じて理解が深まった。 

○地域内連携において，今後想定される廃棄物処理のあり方を想定しながら，状況確認や応援

要請の流れを確認できた。また，関係団体との連携においては，協定で定めている様式を用い

ることで応援要請の流れを確認できた。 

ウ  その他の成果 

○初めての地域内連携を対象とした図上訓練を通して，平時から地域で情報共有し災害に備え

ることの重要性を認識した。 

○計画やマニュアルに記載していることと記載していないことを把握し，実際の災害時に行動

できるように，計画やマニュアル等の記載内容をより具体化することの重要性を確認した。 

○仮置場の選定にあたり，地権者や関係部局との平時からの調整の必要性を認識した。 

(２)課題 

今回の研修を通じて判明した課題としては，次のものがあげられる。 

 現計画やマニュアルについて，具体的な対応事項が記載されていない市町においては，初

動対応時のタイムラインを明確にし，いつ災害が起こっても対応が出来る事前準備が必要

である。 

 関係団体と協定を締結しているが，地域内での協定等は締結されていない。今回の研修を

踏まえた地域内での共通した計画やマニュアルの作成，協定締結のあり方などを検討する

必要がある。 

 庁内や関係団体との連絡方法（連絡先，連絡手段）の確認が必要である。実際の災害時に

使用する電話やメール，ウェブ会議システム等の通信手段を平時から使用する必要がある。 
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(３)次年度以降に実施する研修の例 

本年度の研修の成果及び参加者アンケート等を踏まえると，次年度以降の研修方法としては次の

ものが考えられる。 

○災害廃棄物処理の全体像把握・基本的内容の習得（リモート／集合の双方を想定） 

① 全体像を理解するための有識者による情報提供（講義・講演） 

② 初動対応能力を習得するためのシナリオ型の図上訓練 

③ 災害時の連絡手段を習得するための情報伝達訓練 

 

○ノウハウを習得すべき特定テーマに特化した研修（リモート／集合の双方を想定） 

① 広報内容の検討に重点を置いた，広報のフォーマットの作成 

② 仮置場の設置・運営に係る関係事業者との連携や役割分担に関する実地訓練 

③ 松山ブロックの地域内連携とともに，他ブロックとの連携に向けた図上訓練 
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 全体とりまとめ 
本業務で実施したモデル地域全体を俯瞰して，他の自治体等が研修（講義，ワークショップ，図上

訓練）を実施する場合の参考となる事項を取りまとめる。 

１.実施単位の特徴 

本年度の業務のモデル地域には，県単位，市単位，地域ブロック単位があった。それぞれの特徴を

整理する。 

実施単位 特  徴 

県単位 

○県内の市町村，一部事務組合，協定締結団体等を対象に実施 

○市町村等に理解してもらいたい事項や，県と市町村の連携強化の内容 

○県内市町村等多数が参加し，研修効果を幅広く広げることが可能 

◆摸擬的な市町村又は代表的な市町村で実施することが一般的で，市町村の個

別の課題には踏み込みにくいことが課題 

市単位 

○市の環境部局以外の関係部課，協定締結団体等を対象に実施，加えて周辺市

町村や県にも声がけすることで対象とすることは可能 

○テーマに関係する部課や関係団体との連携強化の内容 

○外部の協力団体を固有名詞で検討したり，協定締結団体の会員企業が参加し

たり，市固有の状況設定や課題を検討することが可能 

◆災害廃棄物処理を直接担当しない関係部課に対して同処理の連携が重要であ

ることを研修前にある程度理解してもらうことが課題 

ブロック単位 

○ブロック内の市町村及び県等を対象に実施 

○災害発生時のブロック内市町村の横の連携強化の内容 

○広域化等のブロック単位での対応の検討や課題の抽出，問題意識の共有が可

能 

◆幹事市の意見が中心となりその他の市町の意見が吸い上げにくいことが課題 

２.実施手法の特徴 

本年度は，新型コロナウイルスの感染拡大の影響で集合研修が実施できずに，リモート研修で実

施したモデル地域もあった。それぞれの特徴を整理する。 

実施手法 特  徴 

集合研修 

○研修の内容（講義，ワークショップ，図上訓練）に関わらず，参加しやすく事

務局もリモート研修と比較して実施しやすい 

○ワークショップや図上訓練では，参加者同士が顔を見ながら相談・議論しや

すく，顔の見える関係を構築しやすい 

◆パソコンや電子メール，電話などを使った訓練を実施するためには，会場に

それらの機材やWi-Fi環境を確保することが必要 

◆広い会場の確保や新型コロナウイルス感染症等の衛生対策が必要 

リモート研修 

○離島，遠隔地などからも参加しやすい 

○ワークショップや図上訓練では，所属する組織の執務室等から訓練に参加す

ることにより，実際の災害が発生したときに使用するパソコンや電子メール，

電話などを使うことができるとともに，ウェブ会議システムを使ったリモー

ト相談やLoGoチャットなどの新しいICTツールを活用することも可能 

◆事前にウェブ会議システムの使用可否や事前テストが必要なうえ，利用環境

条件によりウェブ会議システムと作業用パソコンを別室で行う参加者への対

応が必要 

◆事務局が研修（特に訓練の場合）の全体を俯瞰することが難しく，全体の成果

を共有する場を設定することが必要 
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