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第 10回災害廃棄物対策四国ブロック協議会 議事録 
 
日 時：平成 29 年 8 月 3 日（木）13 時 30 分～16 時 
場 所：あわぎんホール 5 階 会議室 6 
議 事： 

（１）本年度の協議会運営等について 
（２）平成 29 年度の災害廃棄物に関する国の施策方針 
（３）平成 28 年度廃棄物処理実態調査結果概要 
（４）本年度の調査事項 
（５）宇和島市におけるモデル事業の取組について 

 
１ 開会 

環境省中国四国地方環境事務所高松事務所 廃棄物・リサイクル対策課岡本課長補佐

より開会の挨拶が行われた。 

事務局より資料確認が行われた。 

 
２ あいさつ 

（廃棄物・リサイクル対策課 山本課長） 

本日はお忙しい中参加いただきありがとうございます。また、環境省の取組に対し

て、ご理解、ご協力いただきお礼申し上げます。 
九州北部豪雨での被災に対しては、お悔やみ申し上げるとともに、環境省職員、

D.Waste-Net 等の関係者が現地に支援に入り、朝倉市等の対応を行いました。今後の

状況としては、流木等の処理についてご協力を申し上げる場合がありますので、よろ

しくお願い申し上げます。 
本日の四国ブロック協議会について、今年度は引き続き、調査研究を行うとともに、

情報交換等を予定している。次回の開催は 2 月頃を予定しているが、成果として行動

計画の策定を予定している。 
九州北部豪雨など、近年、大規模災害が発生している。南海トラフ地震、その他の

災害に対する対応ができるように、ブロックでの取組計画などを実行性のあるものに

したい。図上訓練も昨年に引き続き実施する予定です。本検討を実りあるものにして

いきたいので、ご協力をお願いいたします。 
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【座長あいさつ】 

（川本座長） 

四国ブロック協議会について、今年度の最初の会議である。 
協議会が実施されて 4 年目になる。 
最近起こっている災害の現実を見ると、災害廃棄物の対策は必要だと思う。防災の

大きな枠組みはもちろんのこと、災害が起きた後の災害廃棄物対応について、計画的

にできないかもしれないが、滞りなく対応していくように、四国から良い対策の仕方

を紹介していきたい。そのためには皆さんの協力が必要なのでよろしくお願いしたい。 
 

（藤原委員） 

東日本大震災では現地をまわった。環境省の委員会にも参加した。 
災害廃棄物排出量の推計に興味があり、その推計値は場所による違いがある。推計

モデルにしても、精度を高めていく必要があると思っている。 
ブロック内で検討成果をシェアできるように協力したい。よろしくお願いする。 
 

（事務局 岡本課長補佐） 

四国経済連合会は平成 28年度をもって本協議会から退会していただくことを事務局

として整理した。災害廃棄物の処理にあたって、経済連合会として具体的な実務面で

支援・協力できることがないとの理由で 28 年度から相談を受けていた。今後は、災害

後の復興面で活躍をしていただくこととなる。 
 

３ 議事 

（１）本年度の協議会運営等について 

議事の「（１）本年度の協議会運営等について」について、事務局より資料１の説

明が行われた。説明ののち、以下の通り意見交換がされた。 
 
（川本座長） 

協議会の運営、スケジュールの説明について、ご意見・ご質問等があればお願いす

る。 
本日の第 10 回協議会は 8 月に行っているので、月 1 回程度のペースで進行すること

となる。 
意見がないようなので、承認いただいたものとして次の議事に移る。 

 
（２）平成 29年度の災害廃棄物に関する国の施策方針 

議事の「（２）平成 29 年度の災害廃棄物に関する国の施策方針」について、環境省

本省災害廃棄物対策室・大塚参事官補佐より資料２の説明が行われた。説明ののち、



13 

以下の通り意見交換がされた。 
 

（川本座長） 

広範にわたった説明だったが、ご質問等はあるか。 
 

（藤原委員） 

九州北部豪雨災害で発生した流木について確認したい。土砂崩れなのか、間伐材な

のか、上流の建築物が壊れて出てきたのか。一番の原因は何か。 
 

（環境省本省 大塚参事官補佐） 

大きな原因の一つは土砂崩れである。もちろん一部は建築物からも発生している。

環境事務所のスタッフが現地に行っているので、別途回答する。 
 

（事務局 大谷専門官） 

被災現場を見てきたが、土砂崩れ以外の原因として、放置されている間伐材や保管

していた木材等が流出したことも、流木の大量発生の一因として挙げられている。高

齢化などの影響により、森林組合等による管理が充分行きとどいていない現状がある。 
 

（藤原委員） 

写真を見ると木材の表面がきれいで、樹枝がはがれていた。間伐材が放置されてい

たもの、保管されていたものと感じたので質問した。 
 

（川本座長） 

他になければ、議題 2 を確認したとさせていただいて、次の議事に移る。 
 
（３）平成 28年度廃棄物処理実態調査結果概要 

議事の「（３）平成 28 年度廃棄物処理実態調査結果概要」（アンケート調査結果）

について、事務局より資料３の説明が行われた。説明ののち、以下の通り意見交換が

された。 
 

（川本座長） 

廃棄物処理実態調査結果について何か質問があるか。 
私から確認したい。このアンケートの回答は、自治体の皆さんが回答されたという

ことか。 
有害物質の漏えいについて、有無の結果は想像できるが、有害物質は何を想定して

いるのか。 
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（事務局 大谷専門官） 

アスベストや PCB、化学物質、薬品類など、いわゆる有害化学物質全般のことであ

る。例えば化学工場やコンビナートなど、工場や事業所からの流出などを想定して質

問している。 
 

（高田副座長） 

川本先生のご指摘と関連するが、化学工場などがその地域になければ有害物質は関

係ないとなるが、処理困難物の処理を考えると漁網の鉛も有害物質となり地域の特性

として発生してくる。漁村なら魚の腐敗、農村なら農薬なども該当する。対策は困難

となるので、これらを区別して市町村の処理計画を定めるべきであり、情報収集も区

別して確認すべきである。 
 

（高知県） 

P.5 の計画策定時期。高知県の状況では策定する予定がないとして 2 件含まれている

が、県の目標は 29 年度中に全てを策定する予定で、（市町村に）個別訪問して要請し

ている。今年度終了時には、策定済みになるはずである。 
 

（川本座長） 

アンケート結果は、フォローが必要。 
 

（愛媛県） 

策定状況について、策定済みとの回答は、策定中を含むのか。 
 
（事務局 大谷専門官） 

平成 28 年度 3 月末時点での結果を回答していただいているため、3 月末時点で策定

中のものは「有り」に含まれていない。 
 

（愛媛県） 

平成 30 年度中に県内全地域の市町村で策定することとしているため、現在は（調査

時点とは）状況が変わっていることを説明したい。 
 

（高知市） 

仮置場の公表の有無について、公表有りとしている自治体が全国では多いのに比べ、

四国は半々だった。 
高知市では、仮置場の候補はピックアップしてリスト化しているが、公表は難しい



15 

と考えており、全国での公表の数値が高いので驚いている。 
全国的にも、どのように公表しているのか、どのリストまで公表しているのかを確

認したい。 
 

（事務局 大谷専門官） 

公表の仕方や、公表に至った経緯について、今年度詳細なヒアリング調査を予定し

ているので別途報告したい。 
 

（高田副座長） 

情報プラットフォームもあり少し関わりがあるので発言したい。 
公開している多くのパターンは、2 次仮置場で大きな場所が多い。地域防災計画上に

位置付けているものを公開している。工業団地内などで決められているもの。 
市町村の 1 次仮置場について、市町村がリストアップした候補を公開しているもの

は少ない。 
地権者と合意している用地は公開しているが、候補地はリストのみ有して公開して

いないケースが多い。リストアップしたものを含めて合計面積だけ公開しているケー

スなどもある。 
公開非公開の線引きは明確にはなってない。 
 

（藤原委員） 

環境省は公開を推奨しているのか。 
 

（事務局 大谷専門官） 

公開を推奨しているものではない。災害発生直後から速やかに利用できるように、

事前に準備をしてほしいという理解である。 
 

（川本座長） 

他にないようなので、次の議事に移る。 
 
（４）本年度の調査事項 

議事の「（４）本年度の調査事項」について、事務局（ＭＵＲＣ）より資料４の説

明が行われた。説明ののち、以下の通り意見交換がされた。 
 

（川本座長） 

ご質問等があればお願いする。 
行動計画を作るとの説明があったが、昨年度の振り返りとして何がポイントとなる
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のか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

行動計画の骨子では、し尿等は項目だけで、具体的な整理は対象としていなかった。

行動計画の体制なども確定していない。それらを文書としてまとめたい。 
 

（川本座長） 

宗先生にご質問。し尿などの処理についてヒアリングによる調査を予定しているが、

熊本地震などの現場確認で知り得たこと、サジェスチョンをお願いしたい。 
 
（宗委員） 

し尿の話は詳しくは存じ上げないが、熊本地震で最も特徴的なこととして挙げられ

るのは、熊本市などで災害廃棄物についてステーション収集を行ったこと。 
ステーション収集は、仮置場までもっていく住民の手間が無くなった点はよいが、

収集する側は収集車両の確保などの体制整備が必要となった。 
先日、当研究所が主催した熊本での現地視察・研修会で現場担当者にステーション

収集は話を聞いているが、本協議会でヒアリングをするというのであれば、その話を

この場で披露することは控えたい。ただ、ステーション収集は市民サービスとしては

よいが、結局、仮置場は必要になるので、持ち込むのを住民がするのか、行政なのか

は要検討。というのも、仮置場での受け入れ量が過大となり、持ち出さないと受け入

れられない状況があったからである。いかに持ち出し先を迅速に確保するが課題とな

り、見つけ出す苦労があった。その点も忘れず（調査）確認するとよい。 
 

（愛媛県） 

今年度の調査検討事項には含まれていないことだが、南海トラフの発生を想定した

場合、県内だけで廃棄物処理するのは無理だろうと気づく。3 年で四国 4 県の発生量を

処理するという計画は無理だろう。他県からの応援、処理体制をどのように構築する

か、協議会において広域処理の部分を検討してほしい。要望である。 
 

（川本座長） 

去年と異なる訓練を行う。昨年と参加者が異なるだろう。職員が異動する場合、訓

練で得たノウハウを、組織での共有がうまくできるか。皆さんに質問したらどうか。

事務局の考えとしてはどうか。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

昨年度の報告書では、マニュアル的なものを作成した。訓練の概要を示している。
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訓練でわかったことは、共有できるかもしれないが、訓練の中身は経験していただか

ないと伝えられないのではないか。国立環境研究所では災害廃棄物の対応についての

研修ガイドラインを作成している。 
 

（高田副座長） 

研修ガイドラインを 3 月にまとめた。研修方法の基本的な考え方とワークショップ

方法について公開した。シリーズとして作成していく予定。 
意見としては、訓練のための訓練にならないようにしてほしい。地域毎に対応が異

なるはずで、気付いた点を地域特性に合うよう取組の改善に活かしてほしい。気付き

を持ち帰ってもらうことが訓練の意味だと思う。 
 

（徳島県） 

参加者の想定について意見がある。訓練について、他部局に参加していただくとい

う案は良いとは思うが、9 月の幹事会で打ち合わせを行い、10 月に訓練を実施すると

なると、準備期間が 1 カ月間しかなく、他部局の参加は日程的に難しいのではないか

と思われる。他部局に参加していただくとなると、事前に訓練の内容等について根回

しを行う必要がある。 
 

（藤原委員） 

1 日目の訓練について、広域をまとめて、県庁・市、全ての自治体で同じことをする

のか。もしくは、代表的な場所を決めて、他は見てもらうのか、どちらなのか。 
準備が間に合わないかもしれないので、いくつかピックアップしてやってもらい、

見てもらい、持ち帰ってもらう。どこかの県・市で綿密な計画をつくるという方法で

ある。 
昨年は、コントローラー、環境省、産廃協会などのいろんな立場があった。今回は、

その辺りの体制がわからないので具体的に教えて欲しい。 
 

（事務局 ＭＵＲＣ） 

詳細は決まっていない。 
構成員が、自分の役所で行って頂く予定。 
2 日目は、応援側と被災側の拠点に集まってもらいスタッフをつけて対応することを

想定している。 
訓練を始めるという号令の連絡だけでも時間を要してしまうので、時間を設定し自

発的に行う方法を計画したい。 
 
 



18 

（川本座長） 

他になければ次の議事に移る。 
 
 
（５）宇和島市におけるモデル事業の取組について 

議事の「（５）宇和島市におけるモデル事業の取組について」について、東和テク

ノロジーより資料５の説明が行われた。説明ののち、以下の通り意見交換がされた。 
 

（川本座長） 

ご質問等はあるか。 
 

（宗委員） 

P.2 処理困難物の対応について、セメント原料化が示されている。水産物は腐るので

海洋投棄が好ましい印象がある。 
セメント原料化ができれば良いと思うが、具体的な受け入れ先があって示している

のか。 
 

（東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

ヒアリング時に可能だという回答をもらっていた。 
 

（宗委員） 

具体的な事例対象はあるか。 
 

（東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

確認して報告したい。 
 

（高田副座長） 

四国はセメント会社が 1 社しかない。そこが受け入れられるかどうかだと思う。 
 

（藤原委員） 

P.3 の処理困難物の対応について、一般的な話として整理しているか。宇和島市と現

地を加味して整理したのか。どちらか。 
 

（東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

市と詳しく調整していない。一般的な検討として整理した。 
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（藤原委員） 

受け入れ残余量不足などは、地域の条件が反映されるはず。 
 

（東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

この点は現地確認を行い受け入れ規模がわかるため、不足するだろうとして整理し

た。 
 

（川本座長） 

ここまでがモデル事業という理解か。この後の検討はされるのか。 
 

（東和テクノロジー 佐伯業務部長） 

モデル事業はここまで。今後、宇和島市において計画が策定され諸団体との協定締

結が進められると思われる。 
 

（川本座長） 

議事は以上まで、事務局にお返しする。 
 

４ その他 

（事務局 岡本課長補佐） 

平成 29 年度のモデル事業について概要をお知らせする。 
 

（事務局 大谷専門官） 

四国ブロックでは全部で 5 地域のモデル事業を実施。予算人員が限られている自治

体に対して、計画の策定支援を目的として実施。 
香川県 1 地域、愛媛県 2 地域、高知県 1 地域の 4 地域で進める。加えて処理困難物

の処理に特化した検討を、松山市で実施する。 
参考となる成果を共有したいので（関係者の）ご協力をお願いしたい。 
 

（事務局 岡本課長補佐） 

モデル事業にかかる情報の提供、調査の協力をお願いしたい。 
今後の日程について、次回の幹事会を 9 月頃、その次の訓練を 10 月頃に予定させて

いただいている。 
幹事会の開催日については、実施日を早期に決定する。訓練については、実施する

県を調整の上決定させて頂き、同じく早期に実施日を決定する。 
決定後、すぐに構成員の方に連絡を入れるので、自治体の方には、なるべく参加で

きるよう調整をいただければ幸いである。 
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日程調整について、事務局として配慮するべきことはあるか。 
 
 

（愛媛県） 

愛媛県が 9 月末から 10 月まで、国体の対応がある。開催期間中は対応が難しい。 
 
（事務局 岡本課長補佐） 

考慮して対応したい。次の幹事会、訓練はご意見をうかがいながら進めたい。 
 
５ 閉会 

 
以 上 

 
  


