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[要 約] 

第１章 調査の背景と目的 

1.1 調査研究の概要 

（１）調査研究の背景と目的 

【調査研究の背景】 

首都直下地震や東海地震等では激甚な被害が想定されており、発災後の迅速かつ的確

な復旧・復興対応実現のために、緊急物資輸送マネジメントの確立とそれを有効に機能

する支援システムが求められている。 

【調査研究の目的】 

 上記のような社会的背景と課題に対して、本調査研究では、首都直下地震の想定をも

とに、官民が連携する情報プラットフォームの構築について検討するとともに、それを

基盤とする緊急物資輸送車両の支援を行うシステムに関する仕組みについて提案する。 

（２）調査研究の実施項目と内容 

 本調査研究では、以下のような事項の研究を行った。 

①要素技術を統合した被害状況収集システムの調査と技術的な可能性の研究 

②ガレキの処理体系に関する検討 

③甚大な被害が懸念される地域を対象としたケーススタディ 

1.2 調査研究の方向性 

（１）調査研究の範囲 

 本調査研究では、「ガレキ」の処理に焦点を当て、大地震発生後の早期の復旧・復興に

寄与する「緊急物資輸送車両支援システム」の構築と提案を目的として調査研究を行っ

た。 
（２）調査研究の対象 

本調査研究では、検討課題を以下の２点に絞った。 
① 建設機械・輸送車両（ダンプ）の調達と管理のマネジメント 
② 緊急物資輸送のマネジメント 

1.3 調査研究の進め方 

 当協会内に、調査研究委員会を設置し、調査研究内容についての審議を行い、その推
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進を図った。その下部組織として作業部会を設置し、実際の作業や重要項目などを検討

し、調査研究の実務的な取りまとめを行った。 
第２章 既往資料のレビュー 

2.1 阪神･淡路大震災におけるガレキ処理及び現状での行政の考え方 

阪神･淡路大震災についての既往研究から、ガレキ輸送上のポイントとして、以下のよ

うな事項があげられた。 
 結節点（仮置場や集積拠点）への緊急輸送路確保 
 沿道住民への環境負荷を低減する海上輸送、河川舟運の有効活用 

 道路システムと結合した緊急道路、仮置場等の拠点の事前計画の必要性 

2.2 中越地震における情報通信技術の活用事例 

新潟県中越地震におけるGISによる情報集約と公開として大々的に実施された活動と

して、新潟県中越地震復旧・復興 GIS プロジェクトがある。 

情報の収集から提供までの課題については以下のプロセス毎に整理されている。 
◇ 情報の収集プロセス（発生場所など） 
◇ 収集された情報を集約するプロセス 
◇ 集約された情報を提供するプロセス 

2.3 道路管理における情報通信技術の導入状況 

・道路管理・道路防災に関する情報提供システム（国土交通省） 
全国の道路に関する規制情報や天気情報、路面情報、事前通行止め区間等の道路利用

者のための情報提供を行っている。また、道路管理者は、管理する路線の災害等の情報

を収集するため、各種センサーや CCTV カメラなどを整備している。 
・CCTV カメラを活用した発災時の現地状況の把握 

CCTV カメラによる道路状況の把握では、現場職員の豊富な経験などに依存している

ことも指摘されており、平常時より状況把握のスキルを培っておく必要がある。さらに、

カメラ映像は遠隔地で手軽に見ることができるため、情報の垂れ流しとなっており、貴

重な情報が十分に活用されていないという課題もある。 
これらの課題を踏まえて、大規模地震時に CCTV カメラを有効に利用して現地状況把

握を支援し、容易に情報共有を行うことを目的として、「CCTV カメラ現地状況把握シス

テム（リモートパト CCTV）」が構築され、発災後の対応に結びつける仕組みが、国土交

通省で提案されている。 
2.4 災害時のガレキ輸送へのＩＴ活用の視点 

ガレキの円滑な輸送を実現するためには、以下に示すような視点が求められる。 
 被災地における中継機能を有する 1 次仮置場の分散配置とリサイクル等を行うこ

とのできる一定以上の面積を有する 2 次仮置場の設置と広大なストックヤードの

確保 
 ガレキ輸送車両の円滑な走行を可能にする陸運と海運（舟運）を有機的に組み合
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わせた総合的なガレキ輸送のマネジメント 
また、ガレキ処理に関する情報通信技術を活用するためには、以下に示すような視点

が求められる。 
 情報の収集・集約・提供を日常的にオペレーションしているシステムの活用 
 様々な情報を一元的に管理するためのインフラとして、産官学が連携する「新潟

県中越地震復旧・復興ＧＩＳプロジェクト」のような災害情報基盤の構築 
 異なる機関における情報の相互運用性を確保するデータの標準化 
 災害対応に忙殺される行政のアナログ情報を集約しデジタル化を行う仕組み 

大規模災害時のガレキの円滑な処理を実現するためには、官民が連携した形のガレキ

輸送に資するプラットフォームの構築が求められる。 
このプラットフォームを実現するためには、以下に示すようなハード面とソフト面で

の体制作りが重要となるものと考えられる。 
 ガレキの輸送ルートとストックヤードのようなハード基盤の準備 
 ガレキの円滑な処理を支援するＩＴを活用したマネジメントシステムの構築 

第３章 現地調査（ヒアリング調査）の実施 

3.1 ヒアリング調査の概要 

ヒアリングを行った東北エリアでは、平成 20 年 6 月 14 日に「岩手・宮城内陸地震」

が発生しており、被災地における災害時の情報収集・提供、物資輸送についての課題や

問題点を明らかにすることを目的として、行政側へのヒアリングを実施している。 
さらに、実現可能なガレキを含む災害廃棄物の処理の仕組み構築にあたって、民間企

業の立場から、災害時への対応、災害復旧への取り組み、行政機関等との連携や現状の

問題点等に関して、民間企業（団体）へのヒアリングも併せて実施している。 
3.2 ヒアリング結果の整理 

○ 行政機関ヒアリング（被災経験地；復興支援策の充実） 

「東北地方を網羅する道路情報に関するシステムの概要」、「各県及び市町村との情報

交換体制」等についてヒアリングを実施した。 

○ Ｋ市ヒアリング（被災経験地；復興支援策の充実） 

「栗原市の地域防災計画に対し防災計画の機能は果たされたか」、「内陸地震において

情報収集に混乱は無かったか」等についてヒアリングを実施した。 

○ Ｃ団体ヒアリング（被害想定地；災害対応への取組みが盛ん） 

「災害時における行政機関との協定の状況や災害時対応への取組み」、「建設機械や輸

送車両（ダンプトラック等）の調達の支援体制」等についてヒアリングを実施した。 

3.3 ヒアリング調査結果の考察 

行政機関ヒアリングで確認された事項について、以下のように整理した（抜粋）。 

災害時の情報収集について 

国 • 発災後約１時間で職員が集まり、発災後約２～３時間程から情報収集を開始した。 
• ６県の道路管理者に電話、FAX、メール等で確認した。 
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市 • 本庁の対策本部の下に、各支所単位で現地対策本部を設置し、各支所の情報を集約 
• 自衛隊や消防、警察からの情報を共有しながら被害状況を把握 

民間等の情報利用について 

国 • 民間情報（インターナビ）のようなものがあれば、活用も検討したい。 
• OB からの道路管理情報の活用は制度としてある。これを災害時に応用したい。 

市 
• トラック協会と災害協定を結んでいるが、物資の輸送についてのみである。 
• 発災直後、自治会長に担当する地区を、一軒一軒回って、情報を収集していただいた。

• 自治会の情報は、自治会から現地対策本部、現地対策本部から対策本部へと伝える。

他の自治体・民間企業等との協定について 
民間企業等に対する災害対応依頼について 

国 • 大規模な場合、土工協や建設業協会と協定を結んでおり、会員業者の中から選定する。

• 業者を選定する場合の基準のようなものはない。 

市 • 県境の市町村とは協定を結んでおり昨年の地震でも活用することができた。 
• 関東圏・周辺県からの応援はありがたい。関東圏等との協定は県単位で行ってほしい。

テックフォースについて 

国 • 被害額の算出についてはその時の状況によるが、道路の場合は被害額まで出している。

• テックフォースの活動は、被害調査の延長線上としてある。 

市 
• 市で近づけない場所は、テックフォースに行ってもらい、土砂ダムを監視するカメラ

を設置して、現在も状況を把握している。 
• テックフォース結成後２番目の事例であり、色々とチャレンジした側面はあった。 

ＩＴ活用について 

国 • 東北道路情報システムはホームページでも提供している。 
• 今回の震源は地震計(国交省）の近くでなく、SATARN で有意な情報は得られなかった。

市 • GIS が導入されたが、今後は GIS でやるかどうかは分からない。 
• 警戒区域に設置している県のリアルタイムの情報は、市としてもありがたい。 

地域防災計画について 
国 － 

市 • 発災後、防災計画に基づき、すぐに対策本部の設置、職員の業務分担が行われた。 
• 防災計画と想定が異なることが色々出た。 

震災廃棄物の処理について 
国 － 

市 • 廃棄物の臨時集積場所は、１０地区全てで場所を指定し、職員を配置した。 
• 発災してから３、４日後に対応。ゴミは、市所有の処理施設で処理した。 

民間企業等への期待 

国 • 発災後、一気に物資が入ってくるので、それをどこでどう仕分けるか検討している。

民間の物流業者と検討する考えはあまりない。（首都圏では必要であると思われるが）

市 
• 被害を受けていない地域の企業は頼りになるし、救援物資などの援助にしても、流通

系、運搬系とも頼りになり非常に良かった。 
• 事前にある程度被害を想定して、具体的に事前協定を結ぶことは必要である。 

民間企業・組合へのヒアリングで確認された事項について、整理した（抜粋）。 

災害時における行政機関との協定の状況や災害時対応への取組みについて 
• 各市町村に対して、大規模災害における解体撤去に関する協定を結べるように努めている。

• 災害時を想定した県への支援・協力内容 ⇒ 解体工事現場の視察提供、部材の提供、現場

訓練場所の提供、自発的なガレキの撤去方法を推進。 



 6

建設機械や輸送車両（ダンプトラック等）の調達の支援体制について 
• 宮城県内のほか、近隣県から災害時に出動可能なネットワークは出来ている。重機の供給

は、各業者間で保有リストがあり掌握している。 
• 全国解体組合では、年３回ブロック会を開催し、防災会議を実施している。 
岩手・宮城内陸地震での行政からの要請について 

岩手・宮城内陸地震での建設機械や輸送車両の調達における問題点 

• 災害協定を十数年間結んでいるが、要請はなかった。 
• 重機オペレータの確保、輸送手段、重機以外の器具調達方法などの問題点はある。 
建設機械の適切な配置に必要な情報について 
• 大型建設機械の投入には、搬入ルートの確保が 優先である。 
• 解体時には、状況に応じて適切な重機を選定する必要があり、正確な情報が必要である。

輸送車両（トラック）の円滑な運行を支援するための仕組みについて 
• 被災地道路状況の把握、同業者からの情報提供と収集。 
• MCA 無線の活用は重要だが、実施した経験はない。実際に災害が発生すれば必要となる。

建設機械・ダンプトラック等が不足する場合の台数確保の手段について 
• 2009 年の防災協定に基づき、各同業者からの重機手配、準備は可能である。 
• トラック協会（トレーラー）、運送業者とも災害協定を結ぶことが必要である。 
その他 
• 仙台、宮城沖地震が発生した時、ガレキ等は分別して、校庭やグランド等に集約した。 
• 大規模災害時には事前にストック場所をきめておかないと大変なことになる。 

ヒアリング結果より、災害時における効率的なガレキ処理のマネジメントを実現する

ためには、以下に示すような情報関連技術とガレキ処理の体制の構築が求められる。 
① 幹線道路と細街路を一体とした被災状況・復旧情報のＩＴ化が望まれる 
② 行政の情報支援ツールを補完する民間企業の情報収集・提供技術が求められる 
③ 廃棄物処理については、事前にある程度被害を想定した仕組みが必要である 

第４章 物資輸送における情報通信技術活用 

4.1 災害時における緊急物資輸送車両支援に関するシステムの機能等 

情報収集・提供システムに求められる機能は、既存システムや要素技術でも対応可能

であり、技術的には実現に十分な環境が整っていると考えられる。発災直後のマネジメ

ントシステムのイメージは、図 4-1 に示すとおりである。 
4.2 行政における情報提供の現状 

・国土交通省の防災ネットワーク 

関東広域情報ネットワークの構築の目的は、情報ネットを活用して安全・安心で活力

ある関東地方を創出することにある。2002年度段階では、管理用光ファイバーを活用し

て、約5,500kmのネットワーク整備を完了することとなっている。 

・国の防災情報ネットワーク 

中央防災無線は、大地震等にも対応可能な専用の無線通信網で、内閣府設置の非常災 

害対策本部を中心として、関係機関相互間で災害情報の収集・伝達が行われる。 

・消防の防災通信ネットワーク 

総務省消防庁と４７都道府県の間を結ぶネットワークで、電話及びファクシミリによ

る相互通信と、消防庁からの一斉通報に利用されている。 
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情報提供

緊急物資輸送のマネジメント緊急物資輸送のマネジメント

　

緊
急
対
応
期

　

数
日　

～　

1
ヶ
月

資機材（建機・ダンプ等）の管理資機材（建機・ダンプ等）の管理

•各メーカーの管理システム
•トラックの運行管理システム
•資機材の管理システム

•交通情報等の提供システム
•通行可能性情報提供
•配送場所等の情報提供

行政の情報
道路交通等の通行
情報
被災地情報

行政の情報行政の情報
道路交通等の通行
情報
被災地情報

ＧＰＳ衛星ＧＰＳ衛星

建機・ダンプの動態情報建機・ダンプの動態情報

メーカーの建機等の位置情報

トラック運行情報・管理システム

HONDAインターナビなどの　　　
プローブCar情報）

道路災害モニター情報の利用

道路情報の収集道路情報の収集

発災発災

震
災
バ
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図 4-1 発災直後のマネジメントシステムのイメージ 
4.3 民間企業における情報の収集と提供に関するＩＴ活用の現状 

・民間企業による情報収集と提供に関する技術 

民間企業による情報収集と提供に関する７つの技術について調査を行った。 

・位置情報（地図）を活用した情報提供技術の現状 

位置情報を活用した情報提供技術の現状として、災害ＭＡＰサービスサイト、拡張現

実、Twitter、ライブカメラ映像について調査を行った。 

・空間情報（GIS）を活用した災害対応支援システム 

空間情報を活用した災害対応支援システムとして、GIS 防災情報ボランティア、災害

時初動対応支援システムについて調査を行った。 

・情報通信技術分野における緊急対応の取組み 

情報通信技術における災害対策としては、災害時に守るべきシステムに対し以下のよ

うな対策が必要になってくる。 
①システム単体としての安全性、②サーバーの冗長化、③ネットワークの冗長化、④

ネットワーク機器の冗長化、⑤電源の冗長化、⑥無停電電源装置、⑦自家発電装置、⑧

バックアップ（リアルタイム、ハンドキャリー等）、⑨システム及びデータの分散管理手

法、⑩予備機器の確保、⑪上記機器の運用管理 

また、災害時に情報通信技術を利用する場合の主な留意点は以下のとおりである。 
◇ 有線ネットワークの問題（断線、アクセス網、山間部の問題） 
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災害時の災害時の

プラットフォームプラットフォーム

道路交通
情報緊急時交通情報

必要物資Data
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構造物損壊情報

プローブ情報

各社のシステム各社のシステム
輸配送計画立案
効率的な輸送実施

避難所避難者数

必要物資量

民間からの各種
情報の収集

民間からの各種民間からの各種
情報の収集情報の収集

行政からの正確な情報を収集行政からの正確な情報を収集行政からの正確な情報を収集

環境セクション
ガレキ量

民間の既存システム民間の既存システム民間の既存システム民間の既存システム

建機の動態情報
ﾄﾗｯｸの運行情報

建機の動態情報建機の動態情報
ﾄﾗｯｸの運行情報ﾄﾗｯｸの運行情報

各社のシステム各社のシステム
効率的な輸送実施

◇ 無線網上の問題（アンテナの密度、遮蔽物、アンテナ等の被災の問題） 
◇ 共通の問題（電源、インターネットの弱点の問題） 

4.4 輸送車両の管理システム 

民間企業が運営する情報提供サービスシステムをベース技術として、行政機関が提供

する各種情報に加え、民間情報を統合する管理システムのイメージは、図 4.2 のとおり

である。緊急物資等の運搬車両の運行管理システムにおいて、運搬車両には車両動態・

情報管理端末の装着を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 行政機関情報と民間情報を統合する管理システムのイメージ 
4.5 緊急物資輸送におけるシステム構築上の課題整理 

輸送車両の管理システムの実現に向けた課題については、以下の事項が考えられる。 
 インターネットデータセンター（IDC）が被災しても、運用が可能となるように、

遠隔地（700～800ｋｍ）に２ヶ所以上の同仕様のサイトを設置する必要がある。 
 情報提供サービスサイトに、拡張現実、Twitter、ライブカメラ映像、自治会情報

などを災害支援機能として統合し、活用できる情報の連携を実現する必要がある。 
 道路交通情報提供、避難場所情報、天気情報、物資配給情報などの標準的な災害対

応情報を事前に収集し、位置情報の地図への反映を行う必要がある。 
 車両管理システムには、シミュレーション機能を付加し、防災訓練用に活用できる

仕組みを構築する。 
 携帯電話等の端末は、基地局や交換局が被災すると電話がかかりにくい状態となる。

災害に強く、復旧も早いインターネット回線を使用した通信を考える必要がある。 

 携帯基地局の被災に対して、移動基地局車や電源車を全国に配備し、災害時の通信

サービス確保に努める必要がある。（各携帯キャリアでは配備中である） 
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発　災 発災直後
0～数日

復旧・復興期
1ヶ月～

緊急物資の輸送マネ
ジメントシステム

緊急期
数日～1ヶ月

資機材（建機・
ダンプ等）の
管理システム •建機の動態情報（位置、動作）

•トラックの運行情報
•資機材の位置情報等

道路交通等
の通行情報 •行政・報道等による情報

•民間の通行可能性情報

•GISベースでの予測

被災地情報

•官民の多様な情報収集手段

ガレキ発生量

•物流企業の輸送マネジメント

行政の情報

ガレキ輸送Ｍ
•輸送のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

緊急対応

第５章 システムの検討と課題 

5.1 ガレキ輸送車両支援システムに関する方向性 

被災地からの速やかなガレキ搬出を実現するためには、以下の検討が重要である。 

 ガレキストックヤード候補の想定を含めた事前のガレキ処理体系の検討 

 発災直後のガレキ処理用の建設機械や輸送車両等のリソースの確保 

 輸送車両の支援だけでなくストックヤードを含めたガレキ輸送のマネジメント 
発災直後から復旧・復興期までの緊急輸送に関係する事項のマネジメントフローを、

図 5.1 に示す。また、震災廃棄物を輸送する車両の運行情報や車両情報などを収集・提

供するサービスとしての輸送車両動態管理システムの機能は、以下に示すとおりである。 
①GPS 等の活用で車両の位置情報を地図上にリアルタイムで表示する、②予め指定し

た施設や指定したエリアに車両が到着したことを管理する、③収集した車両走行データ

を解析し、集計できる、④車両走行履歴を把握することができる、⑤車両データをプロ

ーブデータとして活用できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 発災直後～復旧期における緊急輸送マネジメントフのロー 
5.2 ガレキ処理スキームについての検討 

墨田区等ではガレキの一次集積場もエリア内での確保は難しく、早期の復旧・復興も

困難な状況にあり、本調査研究の対象エリアとして、江東デルタ地域を取り上げる。 

東京都等での災害廃棄物処理計画では、発生したガレキは仮設の二次仮置場へ搬送し、

さらに大規模な三次仮置場へ搬入して分別・仕分けが行われ、中間処理・リサイクルに

より再資源化に努め、焼却工場等で 終処分が行われるようなスキームになっている。 
図 5-2 に本研究におけるガレキ処理スキーム（案）を示す。 
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図 5-2 本調査におけるガレキの処理スキーム（案） 
墨田区・江東区での 1次ストック(積換え)ヤードの概念は以下のとおりである。 

墨田区：白髭公園、錦糸公園、東墨田スポーツ公園をガレキ積換えヤードとして活用。

仮置きヤードまで、2～4ｔ車で運搬。河口部の１次ヤードへは大型ダンプで陸送。 
江東区：猿江恩賜公園、木場公園をガレキ積換えヤードとして活用。 
本調査では、５箇所をガレキの積換え場として設定し、環境に配慮したガレキ１次ス

トックヤードとして、荒川隣接地の都所有地を選択している。 

また、荒川の河川舟運を有効に活用するとともに、廃棄物収集運搬車両の円滑な運行

を確保するための河川敷道路の活用など、エリアの特色を活かした計画としている。 
5.3 ガレキ輸送シミュレーションの実施 

ケースⅠ、及びケースⅡのシナリオを設定しシミュレーションを行い、沿道環境への

影響等について分析を行った。 

ケースⅠ 

■ 多くのガレキは、直接臨海部の第２次ストックヤードまで小型ダンプで輸送される。 

■ 小型ダンプが臨海部の２次ストックヤードまで走行するため、幹線道路への負荷が大 

きく、ガレキ車両による渋滞が懸念されるケースである。 

ケースⅡ 

■ ガレキは、地域の仮置場まで小型ダンプにより運搬・集積する。 

■ 2011年度の臨海道路全通を前提とし、河川敷道路が接続されているものとする。 
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CaseⅠ CaseⅡ CaseⅠ CaseⅡ

総走行台時（台・時） 211,230 219,260 213,771 1.00 1.04 1.01

NOX排出量（kg） 3,850 4,813 4,117 1.00 1.25 1.07

SPM排出量（kg） 264 328 281 1.00 1.24 1.07

CO排出量（kg） 5,258 5,869 5,424 1.00 1.12 1.03

SO2排出量（kg） 305 370 323 1.00 1.21 1.06

将来
H17検証項目

将来
H17

■ 江東デルタのガレキは、地域の仮置場から河川敷道路を使用して搬出する。 

■ 複数のリバーSt.を使用し効率的にガレキを搬出するとともに、河川敷道路を使用。 

積換えヤードを活用して小型車両から大型車両に積換え、かつ、河川舟運を活用した

ケースⅡが、環境への負荷の少ないガレキ処理方法として評価できる。 
表 5-3 輸送体系による環境指標の対比 

 
 

 
 

 

 

5.4 ガレキ輸送車両支援システムに関する課題 

更に検討を行うべき事項としては、以下があげられる。 

①各種の情報源を統合化する仕組み等についての更なる整理、②システムをマネジメ

ントする主体についての検討、③要素技術の運用上の課題の整理、④ガレキを排出（輸

送）管理するシミュレーションロジックの確立、⑤「検討中のシステムはどの段階から

稼働するのか」のような詳細な検討、何をシステムに組み込んでいくのか等の検討。 

システム実用化に際しての課題としては、以下があげられる。 

①各種の機能をパッケージ化したモジュールの開発、②ロジスティクスの運用につい

ての検討とデータ管理上の問題点の整理、③マネジメント会社は、２箇所以上（代替性）

のサイトを運用する必要がある、④マネジメント技術としてのシミュレーション機能の

組み込みについての詳細な検討、⑤知的財産権・顧客情報等、各社システムとの接続に

関しての問題、⑥行政と民間との協働に関する検討。 

また、被災エリアでのガレキ処理に関する課題については、以下のように整理される。 
• 仮置場として活用できる空間が十分に確保できない場所がある 

• 住宅密集地での震災廃棄物の仮置き場所の確保が問題である 

• 大量のガレキの 終処分までの処理ルートの確保 

• ガレキ処理に関する具体的な計画が少ない 

第６章 調査研究の取りまとめと課題の整理 

6.1 事業スキームについての検討 

既存の情報提供サービス上で、行政機関提供の各種災害情報に加え、民間情報を取り

込むことで、低コストで実現性の高いシステムを構築できるものと考えられる。 

民間主導と行政主導による、３つのパターンの概略的な検討結果を以下に示す。 

比較するスキーム案は、概略的なもので以下の課題についての検討が今後求められる。 

• スムースに対応できる仕組みと行政判断を取り入れる仕組み等の運営方法の検討 

• ３つのパターン以外の事業スキームについての検討 
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運営管理組織運営管理組織
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• 民間主導では平常時に収益をあげ、災害時は社会システムとして機能できる仕組み 

• マネジメント会社は民間組織体か、第三者的な団体が適切かについての検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 民間主導による仕組み（案①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 民間主導による仕組み（案②） 
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図 6.3 行政主導による仕組み（案③） 
6.2 今後の課題 

【 行政計画面 】 

 行政における震災廃棄物処理計画の中で、ガレキ処理の体系についての十分な検討 

 ガレキ処理について発災後の協定締結は難しいものと思われ、事前検討を通しての官

民が連携した体系構築 

【 技術面 】 

 官民が連携した形でのガレキ輸送に資するプラットフォームの検討 

 要素技術を持つ企業などが参加しやすいようなシステムの検討 

 要素技術をシステムに組み込んでいく技術的な検討 

 車両管理システムにシミュレーション機能を付加し、防災訓練用に活用できる技術的

な検討 

【 事業スキーム面 】 

 情報管理会社の成立要件について、平常時に必要な機能や問題点、災害時に付加して

必要な機能や問題点の整理 

 本報告書で提案された３事業スキーム以外の仕組みについても、成立の可能性に関す

る検討を行う必要がある。また民間主導の場合には、平常時には収益性は必須と考え

られるが、災害時には社会システムとして機能できる仕組みが求められる。 
 

  

         この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
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