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序  

 

 近年、経済の発展と環境の保全、機械の高度化と安全に対する課題がクロー

ズアップされ、機械工業においても環境問題や安全問題が注目を浴びるように

なってきております。環境問題では、地球温暖化対策として排出権取引やＣＤ

Ｍなどの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は

温室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。

また、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制への対応も始まっています。 

その対応策が新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えら

れます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる

事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求す

るため、早期からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して財団法人エンジニアリング振興協会に「高齢化社会における情報通信を活

用した住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究」を調査委託

いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  

 



 

 

はしがき 

 

本報告書は、「高齢化社会における情報通信を活用した住民の安全・安心に

資する支援システムに関する調査研究」の成果を取りまとめたものです。  

首都直下地震等の大都市部での地震災害は、物的な被害だけでなく地震によ

る情報遮断に伴う企業活動の停止など、我が国の経済・社会活動全般に対して

甚大な被害を生じさせることが懸念されています。大規模災害からの復旧・復

興の遅れは、昨今の企業の国際競争の観点から、大手企業でも再建困難な状況

に陥ることも想定され、地域へのダメージだけでなく我が国の競争力等へのダ

メージも計り知れないものがあります。  
一方、震災からの復興遅れや関連情報の不足は、地域住民の生活再建にも大

きく影響し、特に高齢者を含む災害時要援護者の心身両面への負担の大きさは、

阪神･淡路大震災等の復興に関する研究などでも明らかであり、より充実した

支援の必要性が言われております。  

このような背景のもと、大量の震災廃棄物（がれき）の発生が想定される首

都直下地震を対象として、高齢者等の災害時要援護者を含む地域住民の生活環

境と情報提供に配慮しつつ、震災廃棄物（がれき）の迅速な処理に寄与するマ

ネージメントとその支援システムについて検討を行うとともに、住民居住地域

と商工業地域が混在する大田区を対象として、がれきの搬出と関連する情報提

供のスキームの検討、輸送車両に関するシミュレーションを実施し、高齢者へ

の生活環境との関連から評価、取りまとめを行いました。  
大都市部での大規模災害時の復旧・復興に関するマネージメント戦略は依然

として大きな課題のまま残置されており、迅速かつ的確な復旧・復興を行うた

めの情報収集システム・物質輸送のマネージメントシステムの構築は、安全・

安心な社会の構築に大きく貢献できるものと考えられます。  

最後に、本調査研究の成果が大規模災害時における迅速な復旧・復興と高齢

者をはじめとする要援護者の支援に役立つことを切望する次第であります。  
 
  平成２３年３月  
 
                  財団法人  エンジニアリング振興協会  

会 長   増 田  信 行  
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第１章 調査の背景と目的 
 
都市における震災からの復旧・復興においては、大量に発生する震災廃棄物の処理が大

きな課題となってくる。また、交通通信網や産業の復興のみならず、そこに暮らす住民の

生活復興・再建も重要な課題である。 
本調査研究は、こうした震災時の復旧・復興に欠かせない震災廃棄物処理と地域住民の

居住環境に着目し、高齢者を主とした災害時要援護者を含めた地域住民の生活環境に配慮

したがれき輸送等の災害時支援システムについて、地域の安全・安心に寄与する方法論の

構築を目的として実施した。 
1.1 節では、本調査研究の背景と目的について整理し、1.2 節では、調査研究項目とそこ

での検討内容について示した。また、1.3 節では、調査研究の実施体制と実施概要を示した。 
 

1.1 事業の概要 

 
1.1.1 調査の背景 

内閣府の中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」の発表では、首都直下地震に伴

って首都圏で最大約 9,600 万トンの震災廃棄物の発生が推定されている。 
震災からの復旧・復興期においては、このような膨大な震災廃棄物（がれき）の処理が

重要な課題となっている。がれき処理の問題では、最終的な処分方法だけでなく、建物の

解体やがれきの収集・運搬という住民の居住地域からの撤去の過程（流れ）を解決しなけ

れば、地域の復旧・復興も致命的に遅れ、結果として、地域住民の生活再建や健康面・衛

生面へも大きな影響を及ぼす（地震による二次的な被害の拡大）という危惧もあり、特に

高齢者を含む災害時要援護者の心身両面への負担の大きさは、これまでの震災等の復興に

関する研究などからも言われており、より充実した支援が必要とされている。 
このため、震災廃棄物（がれき）の処理にあたっては、地域環境への配慮と情報提供、

迅速な運搬・処理の両立が重要になってくると考えられる。 
 
1.1.2 調査の目的 

前述のような背景と課題に対して、本調査研究では、災害時の復旧遅れが地域住民の居

住環境に及ぼす影響についての事例調査、周辺環境へ影響を与える災害廃棄物の処理方策

検討と官民連携による廃棄物輸送支援のあり方の検討、および、ICT を用いた住民への災

害廃棄物処理に係わる情報提供の方法論と仕組みについての検討と課題等の整理を通じて、

高齢者を主とする災害時要援護者を含めた地域住民の生活環境に配慮したガレキ輸送等の

災害時支援システムについて、地域の安全・安心に寄与する方法論の構築を目的とした。 
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1.2 調査の方向性 

本調査研究では、震災復興時における居住地域からの震災廃棄物搬出・運搬処理に焦点

を当て、そのマネージメントと地域住民への情報提供、それらを実現する情報通信技術

（ICT；Information and Communication Technology）を利用したインフラと官民連携し

た運用についての検討を行った。具体的な検討内容は次のとおりである。 
（１）大規模災害における住民の生活環境への影響に関する文献調査・現地調査 

発災後の経過時間による生活環境への影響実態等を調査するため、大震災等の災害事

例について既存文献等による調査を行った。また、廃棄物発生量と高齢者福祉施設等の

立地状況を確認し、その関連性についても調査検討を行った。合わせて、自治体や町内

会等を対象にヒアリング調査を実施した。 
（２）災害廃棄物処理のマネージメント支援システム検討と官民連携方法論の研究 

モデル地区を想定して地域ごとに異なる災害廃棄物の円滑な処理・輸送を支援するマ

ネージメントシステム構築について検討を行った。また、処理に投入するリソースの確

保等に関する官民の役割分担やシステムの運用についても検討した。 
（３）ICT を活用して災害廃棄物処理過程をシステム化するための基礎調査 

生活環境に影響を及ぼす災害廃棄物の地域からの処理、搬出過程を GIS を活用するこ

とで見える化するための方法論とプロトタイプシステムについて検討した。また、ICT
を活用して地域住民に情報を伝達する仕組みについても検討し、そこでの課題等を整理

した。 
以上の調査研究のフローを図 1.2.1 に示した。 
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図 1.2.1  調査研究のフロー 

「災害時要援護者」を含めた地域住民の
居住環境への影響に関する事例調査 

 

【 検討の視点 】 
• 住民へ情報をどう伝達するのか 
• 住民への影響を把握するのか 
• どのような支援システムが有効か 

【 検討の視点 】 
• どのような支援システムが有効か 
• 高齢者でも取り扱いが容易 
• 民間の既存システムの活用 
 

• 自治体、町内会、NPO 法人等への
ヒアリング調査 

 

情報通信技術(ICT)を活用したシステム
構築に関する基礎検討 

ケーススタディ 
• モデル地区の設定と現地調査 

• 行政機関等へのヒアリング 
• 処理体系の設定と廃棄物処理能力の検討 
（建設機械・運搬車両の性能等） 
  

官民連携方策の検討 
• 官民連携のスキームの検討 
• マネージメントシステムを活用する処理組

織についての検討 

 住民の安全・安心に資する ICT を活用した支援システムの提案 
• 高齢者等への使いやすい情報の伝達ツール、システムの概要 

 ケーススタディ地域での震災廃棄物処理スキームの提案 
• 自助・共助を基にした官民連携方策と早期処理体系の構築 

住民の生活環境への影響調査 

• 阪神･淡路大震災等の既存事例につ

いての文献調査 

• 地域住民への情報伝達に関するプ
ロトシステム概念の検討 

• 課題の整理 

• 街区でのガレキ減少過程を見える
化する手法イメージの提示 

廃棄物処理への情報通信活用調査 
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1.3 調査研究の進め方 

1.3.1 実施体制 

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、その推進

を図った。また、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。調査研究に従事する研究員は、前述の３

つの検討内容について分担し、それぞれの検討作業が円滑に進むように体制を組むととも

に、高度なシミュレーション技術を要する検討については、株式会社熊谷組に再委託した。

これら調査研究の実施体制を図 1.3.1 に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3.1 調査研究の実施体制 

 
 

財団法人エンジニアリング振興協会 

地下開発利用研究センター 

所長・常務理事  入澤  博 

高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する 

調査研究委員会 

委員長  山本 幸司（名古屋工業大学大学院 教授） 

委 員  小松建機販売（株）、（株）ゼンリンデータコム、 

（株）パスコ、セコム（株）、（株）インターネット

イニシアティブ、応用地質（株）、（株）熊谷組 

オブザーバ 経済産業省 

調査研究責任者 

研究理事  奥村 忠彦 
作業部会 

①住民の生活環境への 

影響調査等 

研究主幹 

  吉澤 一雄 

客員研究員 

  渕上 隆也 

②支援システム検討等 

 

研究主幹 

  佐藤 一浩 

客員研究員 

  三宅 令倫 

③ICT 活用等 

 

研究主幹 

  和田 弘 

客員研究員 

  吉村 丈晴 

(株)熊谷組  

「高齢化社会における

情報通信を活用した 

支援システムの 

モデルスタディ」 
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1.3.2 調査委員会の開催 

本調査研究において全３回の調査委員会を開催した。各調査委員会では、以下の事項に

ついて審議した。 
 ① 第１回委員会（平成 22 年 10 月 29 日 開催） 
   ・本調査研究に至った経緯 
   ・調査研究のフローと工程 
   ・既存資料調査結果 
   ・ヒアリング調査と項目 
 ② 第２回委員会（平成 22 年 12 月 20 日 開催） 
   ・調査研究の進捗と報告書目次案 
   ・既存資料調査結果 

・ヒアリングについて 
   ・ケーススタディについて 
   ・情報通信について 
 ③ 第３回委員会（平成 23 年 2 月 23 日 開催） 
   ・調査研究の進捗 
   ・ヒアリング結果報告 
   ・ケーススタディについて 
   ・ICT を活用した支援システムについて 
   ・調査研究報告書目次案 
 
1.3.3 作業部会の開催 

本調査研究において２回の作業部会を開催した。各作業部会では、以下の事項について

作業を行った。 
 ① 第１回作業部会（平成 23 年 2 月 14 日 開催） 
   ・調査スケジュールと進捗 
   ・ヒアリング結果について 
   ・ICT を活用した支援システムについて 
   ・ケーススタディについて 
   ・報告書目次案と作業分担 
 ② 第２回作業部会（平成 23 年 3 月 7 日 開催） 
   ・報告書原稿内容についての議論と調整 
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第２章 大震災における住民の生活環境への影響 
 
内閣府の中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」の発表では、首都圏で最大約 9,600

万トンの震災廃棄物の発生が推定されている。 
震災からの復旧・復興期においては、このような膨大な震災廃棄物 ※

                                                   
※ 本研究では、調布市災害廃棄物処理計画資料編から、損壊した建築物（木造、鉄筋コンクリート造、鉄

骨造）を解体する際に発生する木柱、木壁等の【可燃物】、損壊した建築物（木造、鉄筋コンクリート造、

鉄骨造）を解体する際に発生するコンクリート壁、基礎コンクリート、鉄筋等の【不燃物】のうち、発

生量が多い不燃物（コンクリート、鉄筋等）を対象とし、便宜的に「がれき」とする。 

（以下、がれきとす

る。）の処理が重要な課題となるが、この処理については、いまだに解決がなされていない

のが現状である。 
がれき処理の問題は、最終処分地の決定に凝縮されているのではなく、がれきの収集・

運搬・処理という一連の過程が同時に解決されなければ、地震からの復旧・復興も致命的

に遅れて被害が拡大する危険性も指摘されている 1)。また、がれきが撤去されなければ被災

地の復興が遅れ、「災害時要援護者」を含めた地域住民の生活環境面や健康面にも大きな影

響を及ぼすことも想定され、迅速ながれき処理の仕組みが求められている。 
未曾有のがれきは、早期の復旧・復興を阻害するだけでなく、これらの処理にあたって

は、『環境への配慮』と『迅速な処理』の両立が重要になってくる。 
本調査研究では、復興期における『地域の住環境』に配慮したがれきの迅速な処理の観

点から、災害と環境、地震災害後の居住形態の変化、要援護者対応、住民の健康問題等の

課題について整理を行うとともに、地域住民の生活環境に配慮したがれき処理、地域の安

全・安心に寄与するがれき処理のあり方について検討を行うものである。 
2.1 節では、大都市が被災した事例としての阪神・淡路大震災を対象に、がれきの処理に

ついてまとめるとともに、現状でのがれき処理の各種取り組み状況を確認する。 
2.2 節では、過去の災害事例から、震災が地域住民の生活環境に影響を及ぼした事例につ

いて文献調査を行うとともに、環境へ配慮した対応について確認する。 
2.3 節では、災害事例調査から、震災による「災害時要援護者」等の健康面を含めた住民

の安心・安全のあり方について検討を行う。 
2.4 節では、行政機関、ボランティア団体等へのヒアリングを通して、災害時における「が

れき」処理に関する課題を取りまとめる。 
2.5 節では、2.1～2.4 節の事例調査を通して、災害時における「要援護者」への支援方策

についての課題を整理するとともに、支援方策に関する今後のあり方について検討を行う。 
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2.1 阪神・淡路大震災における震災廃棄物処理 

阪神･淡路大震災では、大都市の脆弱な部分といわれていた、建物の老朽化が顕著である

インナー地域に被害が集中している 2)。地震等で倒壊した建築物等は、都市機能の麻痺を引

き起こし、社会的な影響が極めて大きいことから、被災者の負担軽減と被災地域の早急な

復旧・復興を促進するため、解体を含め公費でがれき撤去を行う新たな特例措置が設けら

れた。公費解体の具体的な手法は、厚生労働省所管の「廃棄物処理法（廃棄物の処理及び

清掃に関する法律）」による災害廃棄物処理事業（建物基礎の除去は含まない）であった。 
被害を受けた建物の中には、高齢者が所有するものも多く、被災者が直ちに対応できな

いもの、所有者が他都市に住んでいるもの、権利関係が複雑なものなどがあり、解体撤去

を公費負担としたことで、その後の復旧・復興が進展している 3)。表 2.1-1に建物の解体撤

去件数を示す。震災廃棄物処理に関しては、仮置き場、最終処分場の確保、災害廃棄物の

陸上および海上輸送ルートが確保されていた。 

表 2.1-1 公費解体の受付および解体撤去件数 3) 

区  分 件 数 摘    要 

①要解体棟数 71,000 棟 推計 
全壊 54,949＋半壊 31,783×60％≒74,000 棟 

②発注・予約・積算件数 60,717 棟 内訳  市発注：24,798 件 
    自衛隊： 1,039 件 
   三者契約：28,372 件 
    精 算： 6,508 件 

③受付件数 64,650 棟 91％（ ③／① ） 

④解体撤去数 53,500 棟 75％（ ④／① ） 

出典：神戸防災技術者の会：伝承 阪神・淡路大震災 ～われわれが学んだこと～ 

環境保全の見地から発生廃棄物については、コンクリートがら等の不燃物は、港湾の埋

め立て造成や路盤のかさ上げ等への有効利用が図られるとともに、木くず等の可燃物は分

別、チップ化等によりリサイクルが進められ、リサイクル出来ないもので兵庫県内におい

て処理が困難なものについては、近隣の府県の協力を得ながら焼却処分がなされている。

阪神・淡路大震災で発生したがれき量は、表 2.1-2 に示すように住宅・建築物系で 1,450
万トン、公共系で 550 万トンの合計 2,000 万トンと推計されている（平成 7 年 11 月末修正

値）4)。 

表 2.1-2 災害廃棄物の発生量 4) 

住宅・建築物系 1,450 万トン（1,760 万ｍ3） 

道路・鉄道等公共事業系 480 万トン （300 万ｍ3） 

公団・公社・公営住宅等 70 万トン  （50 万ｍ3） 

合   計 2,000 万トン（2,110 万ｍ3） 
出典：兵庫県知事公室消防防災課：阪神・淡路大震災－兵庫県の 1 年の記録 
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表 2.1-3 リサイクル対象物の発生量と処理量 4) 

種 類 発 生 量 リサイクル量 リサイクルの用途等 

不燃物 1,673 万トン コンクリートがら 
943 万トン 

・住宅・建築物系 
①土地造成（新規海面埋立等）用材 466万トン 
②建設資材             34万トン 
              小計 500万トン 

・公共公益施設系 
①土地造成（新規海面埋立等）用材 381万トン 
②建設資材             62万トン 

               小計 443万トン 

金属くず 
31 万トン 

・住宅・建築物系（製鋼原料等）    12万トン 
・公共公益施設系（製鋼原料等）    19万トン 

小計  31万トン 

可燃物 285 万トン 木くず 
7 万トン 

・住宅・建築物系           7万トン 
（チップ化後、パルプ原料、燃料、肥料） 

合 計 1,958 万トン 981 万トン リサイクル率 50.1％ 

出典：兵庫県知事公室消防防災課：阪神・淡路大震災－兵庫県の 1 年の記録 

都市直下地震であった阪神・淡路大震災では、地域防災計画で事前に想定していた量を

はるかに超える災害廃棄物が発生した。倒壊建物の解体撤去は、震災発生から半年の平成

７年７月までに 81.4％を終了し、平成９年度末で事業が完了している。 

 ただし、公費による解体処理の課題としては、行政の限られた人員で公平性に留意して、

書類受付→現地確認→緊急度調査→同意取得確認といった手続きを行ったことにより、解

体撤去工事の公共発注が震災発生から２ヶ月近く経ってしまったことがあげられる。 
また、倒壊マンションの解体では、区分所有法と解体の法的な整合が取れていなかった

ため、建替え決議が 5 分の 4 以上の同意を得ても解体の 100％同意が得られないため解体・

建替えのできない事例も出ている 2)。震災時の建物の解体撤去では、以上のような問題が生

じているが、災害時の廃棄物処理施策を的確かつ合理的に策定するためには、災害廃棄物

処理量の推定が必要となる。しかしながら、災害廃棄物発生量の推定は非常に困難であり、

解体必要家屋数等が次第に判明するにともない適宜修正されている。 

公費解体等の補助制度により、倒壊家屋等の処理が短期的に集中する事態となり、仮置

き場確保や交通渋滞への対応などの課題点も明らかになってきている。その一方で、仮住

まい空間供給、復興公営住宅等の災害後の公的住宅供給の観点からは、災害廃棄物を迅速

かつ計画的に処分・処理することが重要である。阪神・淡路大震災においては、大都市の

都市空間における特徴、つまり、市街地部分に公園や空地となる空間がほとんどない状況

において、6 ヶ月で 4 万 7 千戸強の仮設住宅の建設が完了している一方で、がれき処分・撤

去に１年以上の時間を要している。つまり、被災者にとっては、仮設住宅という仮住まい

の住居形態において、市街地にがれきが存在している状態となっていたとも言える。 
被災者の復興感という観点からは、市街地のがれきを迅速に撤去するとともに、被災者

の環境衛生における安全を確保する必要がある。がれきの量的な管理とともに、これらの

運搬にかかわる交通渋滞や排出ガス等の環境に関する管理をいかに実施するのかも重要で

あり、被災地域にとって安全・安心ながれき処理手法の検討は、重要な課題であろう。 
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2.2 震災時における環境への影響と環境保全のあり方 

 本節では、災害廃棄物処理の現況と災害時の環境保全の面で生じた課題等を明らかにす

るため、各種文献の調査結果をもとに整理を行った。 
 
2.2.1 災害廃棄物処理のあり方 

日本では大規模震災のほかに、台風の襲来や集中豪雨による災害が顕著である。 

東海豪雨では、災害後 3 日目に名古屋港南５区に「名古屋港南５区災害廃棄物処理協議

会」が設立され、２週間で 3.8 万ｔの廃棄物が搬入されている。名古屋港南５区は、工業地

帯で土地が広いため環境への影響が小さいうえに、被災地からの交通の便も良いため、災

害廃棄物の搬入および分別・粉砕に理想的な場所であった。東海豪雨水害では、各区のご

み集積場に加えて一時保管場所が確保され、廃棄物を効率よく運搬するための分別方法、

回収ルートが策定されている。この水害では、処理に適した広大な土地に恵まれた特徴が

あるものの、廃棄物の焼却および埋め立て処分が完了したのが被災後 7 ヶ月後であった 5)。 
2004 年 10 月の台風 23 号による兵庫県豊岡市の水害では、兵庫県内や大阪府の自治体へ

焼却処理の協力要請を行っているが、周辺自治体も自区内の廃棄物処理を優先しなければ

ならないため、2004 年中に処理できた災害廃棄物は 10 数％に過ぎなかった 5)。 
能登半島地震における震災廃棄物量は、約 25 万トンである。処理方法としては、一時集

積所に山積み、粗分別を行い、震災から３週間目で一時集積所から全量撤去されている。

しかし、建造物解体の廃棄物の分別作業は３ヶ月後から開始され、満了までさらに数ヶ月

を要している 5)。このように大規模災害時には膨大な廃棄物が発生するため、自治体の広域

的な連携が必要となる。環境省では、都道府県間および市町村間における広域支援体制の

整備について、検討手順等を整理している 6)。広域支援体制のイメージを図2.2.1-1に示す。 

 
図 2.2.1-1 環境省による広域支援体制（例） 

出典：土屋 誠：いんだすと Vol.25，No.4（2010）,（社）全国産業廃棄物連合会 
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災害廃棄物処理の問題点としては、適切な処理を行われなければ、廃棄物が復旧・復興

のネックになること、復旧・復興後の残留環境汚染要因になりかねないことが指摘されて

いる 7）。また、「ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）」により、災害

廃棄物の一時保管場所（仮置場）等での野焼きが禁止されているため、仮置場は他所での

処理を一時的に待つ場所としての位置づけとなり、仮置場周辺では災害廃棄物による土壌

や地下水の汚染も懸念されている。 
このように、災害廃棄物の処理・処分は、最終処分場の問題も絡み、環境汚染等のリス

クをはらんでいる。このような問題点に対して、災害廃棄物処理のあり方としては、以下

のような事項が挙げられる 7）。 
• 災害廃棄物の処理計画策定のための災害予想図（防災ハザードマップ）の作成 
• ハザードマップによる災害廃棄物発生予測手法の確立 
• 緊急時の災害廃棄物仮置場の適地選定および汚染防止手法の確立 
• 被災地におけるモニタリング手法の確立 

首都直下地震のような巨大災害ではがれき発生量も膨大であるため、その処理について

は未だに解決していないだけでなく、最終処分に至る過程が解決されなければ、応急復旧

はもとより復旧・復興も致命的に遅れ、被害が拡大する恐れがある 1）。 
東京都では、被災住民の被災心情に絡んだ速やかな解体要望に応え、その処理をいかに

適切に行うかを大きな課題と捉えており、積み替えによるがれきの輸送効率の向上、分別

の徹底、再資源化施設の円滑な運用までの貯留用地としての仮置場を機能させることが重

要なポイントとしている 8）。 
具体的な災害廃棄物処理計画では、仮集積場の確保と並行して、処理フローに基づき、「何

を」、「どこに」、「いつまでに」、「どのように」といった順序を追って検討することが重要

であり、平時からの準備しておくことが必要である。このため、迅速ながれき処理を実施

するためには、移動性や機動性に優れ、状況に応じて分別処理の選択が可能な分別機械を

準備し、設備のオペレーションを含めた「災害廃棄物処理の技術集団」を官民等で組織し、

災害発生時に派遣できるような体制つくりが有効であるとの指摘もある 9）。 
現行法規、条例等の枠組みを越えた対応と官民の緊密な連携も場合によっては必要にな

ってくる。 
 

2.2.2 災害時における環境保全のあり方 

1) 阪神・淡路大震災における環境問題 

大規模災害にともなう廃棄物は、前述のとおり通常の廃棄物処理量を大幅に超えるの

みならず、災害発生直後の市民の生活、衛生環境に直接的に影響を及ぼすことが懸念さ

れている。阪神・淡路大震災では、災害廃棄物の焼却に伴う大気汚染、建築物の解体に

伴う粉塵やアスベストの問題、下水処理場の被害による海域の水質汚濁などの様々な環

境問題が発生し、マスコミでも大きく取り上げられている。 
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震災に伴う環境汚染やその影響は、様々な要因によって生じ、時間の変化とともに顕

在化していくものも多い。阪神・淡路大震災における実態の概要は、表 2.2.2-1 のとお

り整理されている 10)。 

 

表 2.2.2-1 阪神・淡路大震災に伴う環境問題の分類とその実態 10) 

環境問題 阪神・淡路大震災における実態 

(1) 
有害物質

使用施設

等の直接

の被害に

よる汚染 

 工場等の有

害物質使用

施設の被害

に伴う有害

物質漏出 

① LPG 基地において LPG の漏出が発生したが、大事に至る前に対応がな

された。大規模な有害物質の漏出は生じていない。化学物質の貯蔵タン

ク等の基礎は強固であり、大規模な事故は発生していない。 
② 罹災したクリーニング店の撤去後の土壌から、有機塩素系溶剤が検出さ

れた。震災に起因する漏出については不明。対策に半年程度要した。 

 大規模な火

災による大

気汚染 
 

① 震災直後に発生した火災により、NOx 等が大量に発生したと考えられる。

影響は一過性と考えられている。 
② 火災によりダイオキシン類等の有害物質が発生した可能性がある。火災

時における環境濃度は不明である。大気環境への影響は一過性と考えら

れている。 

(2) 
汚染物質

除去装置

や都市の

インフラ

の被害に

よる汚染 

 公害防止施

設の被害 
① 工場の排ガス処理施設や排水処理施設の被害が確認されているが、製造

施設の被害や停電によりラインが停止したため、公害防止施設の復旧と

あいまって汚染の発生は確認されていない。 
 都市インフ

ラ環境の被

害 

① 被災地内の下水処理場の被害が大きかった。上水道の復旧に伴い処理場へ

の下水流入量も増加したが、広域的な海域の影響は回避された。 
② 廃棄物焼却施設の一部が被害を受けたが順次復旧したが、道路網の寸断

によるゴミ収集体制への影響が大きかった。 

 交通インフ

ラの被害 
① 阪神高速道路等の倒壊により、自動車交通流動への大きな影響があった。

阪神高速通行止め期間中の沿道の大気汚染物質濃度が低下した。迂回道路

への環境影響は確認されていない。 
(3) 復

旧・復興

事業にお

ける汚染 

 倒壊家屋の

解体工事 
 
 

① 当初解体現場で、断水のため散水ができなかったこともあり、粉じん対策

が不十分であった。解体が集中したため、粉じんの苦情が増加した。 
② おおむね 1 年程度は通常時よりも粉じん被害が増加している。 
③ アスベスト使用建築物の解体に伴い、アスベスト飛散が大きな社会問題と

なった。環境測定結果からは、おおむね 6 ヶ月程度の影響が見られた。 

 災害廃棄物

の運搬・処

理 
 

① 災害廃棄物の運搬により、処分場への路線に車両が集中した。おおむね 6
ヶ月程度苦情が集中したが、騒音や大気汚染の訴えは少なかった。 

② 震災直後、廃棄物の野焼きによるばいじん等の発生があった。当時の汚染

の程度は不明であり、影響は一過性と考えられている。 
③ 公害防止設備を備えた簡易焼却炉等で災害廃棄物の焼却を行った。 

引用改変：山本 進，「阪神大震災と環境保全 －震災時の環境対策の概要とアスベスト対策－」，都市政

策 No.93, pp.83-96 ，1998.10 
 

有害物質使用施設等の直接被害による汚染は、一般に一過性であるが、都市の環境イ

ンフラの被害による影響は、復旧・復興の進行に伴って持続的な問題となることもある。 
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災害復旧および都市の復興事業による解体工事や建設工事は一時期に集中するため、

それに伴う交通量の増加に起因する NOx 等の大気環境の問題や騒音等の問題、災害廃棄

物の搬出に伴う各種の問題などが、最大の環境問題となったと指摘されている 10)。 
震災時の神戸市の環境対策は、環境保全部局が中心になって担当しており、発災後１

週間で環境保全対策を立ち上げ、環境モニタリング緊急調査が２月２日から開始されて

いる。大震災後の環境モニタリング調査では、有害物質は環境基準の範囲内で漏洩等に

よる二次汚染は認められなかった。紛塵･アスベストについては、やや高い数値が観測さ

れたが特に問題はなかった。廃棄物の野焼き現場周辺調査でも、やや濃度の高い地点を

認めたがおおむね通常観測範囲であった 11)。阪神・淡路大震災で実施された環境モニタ

リングの概要は、表 2.2.2-2のとおりである。 

表 2.2.2-2 阪神・淡路大震災に伴う環境モニタリング緊急調査の概要 

 
出典：山本 進，「阪神大震災と環境保全 －震災時の環境対策の概要とアスベスト対策－」， 

都市政策 No.93，1998.10 

2) 災害時の環境保全のあり方 

災害時には、発生する様々な種類の廃棄物に関する適切な処理が求められる。基本的

には、衛生面などから、がれき等の災害による廃棄物は、生活の場からの早急な撤去が

必要であり、これを一時的に集積場に運搬、集積場内で分別する。災害時には環境汚染

リスクが高まることに留意し、分別、処理の段階では有害な化学物質の溶出・拡散によ

る環境汚染の防止が重要であり、廃材、タタミ類、石膏ボード、電灯・コンデンサ類等

に対する対応策が必要となる 12),13)。 

その後、適性量が中間処理施設で処理されるだけでなく、リサイクルシステムに乗せ

ての処理が行われる。東京都地域防災計画で示された処理のフローを参考にしたがれき

処理の基本的な流れは、図 2.2.2-1に示すとおりである。 



 13 

危険物

焼却残渣等

発
災
場
所

（倒
壊
建
物
等
に
よ
る
が
れ
き
）

第
一
・
第
二
仮
置
場

解 体
一次選別

破砕
分別

第
三
仮
置
場

最終
処分場

再生
利用

・
リサイ
クル

最
終
処
分

処
理

専門
業者

輸送ネットワーク

分

別

廃木材

ｺﾝｶﾞﾗ

金属屑

その他

金属類
再利用

民間の破砕
処理施設

清掃
工場

危険物

焼却残渣等

発
災
場
所

（倒
壊
建
物
等
に
よ
る
が
れ
き
）

第
一
・
第
二
仮
置
場

解 体
一次選別

破砕
分別

第
三
仮
置
場

最終
処分場

再生
利用

・
リサイ
クル

最
終
処
分

処
理

専門
業者

輸送ネットワーク

分

別

廃木材

ｺﾝｶﾞﾗ

金属屑

その他

金属類
再利用

民間の破砕
処理施設

清掃
工場

 

図 2.2.2-1 がれき処理の基本的な流れ 

出典：（社）日本機械工業連合会，（財）エンジニアリング振興協会：平成 21 年度情報通信技術を活

用した災害時の緊急物資輸送車両支援システムに関する調査研究報告書, 2010年３月 

 
災害廃棄物は、適正な処理・処分が行われれば特に問題を起こすようなことはないと

考えられるが、大都市地域が被災する首都直下地震では、特別区によっては、一次仮置

き場（道路啓開用の短期的な仮置き場）や二次仮置き場（一次集積場の後に設けられる

比較的長い期間の仮置き場）などの選定が非常に難しい場合も生じる。  

しかし、このような災害廃棄物の仮置き場の適地選定については、現状のところ確立

した指針が存在しないのも事実である。このため、公園、運動場や駐車場等の公共スペ

ースに設置される場合も多くみられるが、これらの公共スペースのほとんどは各地域の

緊急避難場所や仮設住宅用地として指定されている場合が多く、廃棄物の仮置き場が併

設された場合には、衛生上の問題が発生する可能性も否定できない。従って、災害時の

一時集積場(仮置き場)の候補地と設置方法を事前に計画しておくことが重要となる。  

一方で、災害廃棄物の仮置場の設置に関して事前に必要性を認織していない、または、

具体案を策定していなかった自治体が圧倒的に多いのが現状である 13)。阪神・淡路大震

災で顕在化したように、災害と環境問題はお互いに関連し合っていることから、平常時

から環境対策と防災対策の連携を持って進めていくことがきわめて重要と考えられる。 

ただし、災害廃棄物の環境汚染リスクの程度は明確でなく、リスクヘの対応策も立て

にくいのが現状であり、今後の研究課題と考えられる 13)。防災・減災の立場から、建築

物の耐震化を進めることにより災害廃棄物の発生そのものを抑制すること、環境保全・

衛生保持の立場から災害時の廃棄物処理・処分システムを構築すること、予防措置の原

則の観点から仮置場の想定の検討を行うことにより、安全・安心な社会づくりにもつな

がるものと思われる。 
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2.3 震災時の要援護者の健康および安全・安心のあり方 

【調査研究の背景】 

 都市型震災の代表的事例として阪神・淡路大震災を取り上げ、当時の被災者の健康およ

び安全・安心にどのような課題があったかを把握するため文献調査を行った。文献は、科

学技術文献検索サービス（J dreamⅡ）によってタイトル検索し、本文はコピーの取り寄せ

あるいはインターネットからのダウンロードで入手した。災害時要援護者に限らず、被災

者全般の傾向として分析した文献が多かった。 
 
2.3.1 健康問題 

1 粉じんによる大気汚染に起因する健康影響 

都市型震災では、建物の倒壊に伴い有毒物質を含む大量の粉じんが飛散する。神戸大

学の後藤ら(1999)14)は、震災後 4 年間に渡って大気汚染による被災者の健康調査を行って

いる。それによると、表 2.3.1-1 のように発災後時間の経過とともに被災地での出来事が

推移し、それに伴って汚染物質も変遷していく様子がうかがえる。 

表 2.3.1-1 震災以後の大気環境変化の 4期間の特徴 14) 

期間（月） ←１週間→ ←3ヶ月間→ ←12ヶ月間→ ←25ヶ月間→ 

分類 第１期 第 2期 第 3期 第 4期 

出来事 地震火災 

湾岸での液状化 

倒壊建物の撤去・運

搬・処理 

震災廃材の野焼き 

倒壊建物の撤去・運

搬・処理 

震災配剤の簡易焼却

処理 

建物等の 

建設ラッシュ 

汚染物質、 

有毒物質等 

NOx、SOx、有毒ガス、

ダイオキシン、重金属

（鉛など） 

ディーゼル排気粒子

DEP、建物等からの解

体粉じん粒子、廃材野

焼きによる汚染ガス

と粒子 

ビル解体時の粉じん

の一部はアスベスト 

ディーゼル排気粒子 

建物等からの解体粉

じん粒子 

廃材簡易焼却による

汚染ガス 

 

粉じん粒子 

その他特記事項 液状化により数万ト

ンの砂礫や汚泥粉じ

んが飛散。この中に海

底汚泥の鉛など有害

重金属が含有。 

被災地に持ち込まれ

た重機は 1000台超 

一部の人々はアレル

ギー反応疾患に罹患 

野焼きは中止された。

汚染物質の量は大幅

に減少したが定性的

な傾向は変わらず。 

解体処理のピークは

震災後 6ヶ月。 

 

 
同調査では、発災後 5 ヶ月後には調査対象者 1500 名のうち 4 分の 1 が震災後に健康影

響を受けていることが分かり、その 67％が呼吸器に関連する症状を呈していたことが分

かった。これらの健康影響は、二酸化窒素（NO2）濃度と有意な相関が見られることも判

明している。また後藤らは、重金属、ダイオキシン、アスベスト等有毒汚染物質による

大気汚染が震災前のレベルに戻っていないと推測したが、当時十分な調査が行われなか
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ったこと、建設ラッシュ期にもアスベスト濃度は震災前のレベルには戻っていなかった

ことを指摘している。アスベスト曝露による健康被害は 10～20 年以上経過してから顕在

化するとも言われており、震災から 16 年経過した現在でもまだ継続観察していく必要が

ある。さらに、60 歳以上の高年齢層（「身体的弱者」と表現している）で震災以後身体の

諸症状が悪化した割合が多く、またなかなか回復していないことが明らかになった 14)。 
これらから、都市型災害では粉じんによる大気汚染、それに起因する健康影響が必然

的に伴うこと、高齢者ほどその影響を受けやすいこと、粉じんへの曝露は長期間に渡っ

て継続すること、沿岸部では液状化によって海底汚泥中の鉛などの有害重金属が大気中

に飛散するケースがあること、さらに倒壊するような古い建築年代の建物にはアスベス

トが使用されていることがあり、飛散したアスベストは大気中に長くとどまる傾向があ

ることが把握できた。 
大気汚染による健康被害軽減の観点からも、速やかながれきの撤去、および処理が望

ましいと言える。 
 

2) ストレスによる心身への影響 

阪神・淡路大震災では仮設住宅での生活が最長で５年間続いた。仮設住宅生活が被災

者の心身にさまざまなストレスを与えることは多数報告されている。生島ら(1999)15)の調

査によると、震災 3 年後において仮設住宅住民では治療中の病気や自覚している症状が

ある人が 8 割以上いること、また高齢者では睡眠障害を自覚している人が平均的な高齢

者より多いことが分かっている。 
・身体症状の特徴 

最も多いものが高血圧、ついで神経症状、骨・関節疾患、消化器疾患が続く。別の調

査でも 1 位高血圧、2 位肝疾患、3 位腰痛関節痛となっている 16)。 
・不眠傾向 

熟睡感のない人が 4 割を超える。生島ら 15)は、仮設住宅の立地条件や構造、仮の住ま

いという心理的不安感がもたらすものと分析している。 
・飲酒・喫煙 

後藤ら(1999)14)も 1995 年から 2 年間の神戸大学病院救急部に搬送された救急患者のう

ち、来院時心肺停止（CPAOA，Cardio Pulmonary Arrest on Arrival）患者、神経科

疾患患者、アルコールやストレス関連の疾患などが増加していたことを指摘している。

特に、高齢者や一人暮らしなどの生活環境の悪化に関連した CPAOA が多くあったと

報告している。安藤ら（1999）16)によると、仮設住宅の住民のうち、毎日３合以上飲

酒する人が全体の 10％で、兵庫県の調査（5％）の約 2 倍である。仮設住宅居住者の孤

独死は、震災後 3 年を経過するまでに 200 名を超えたが、上野ら（1997）17)は孤独死

の死因の 1 位が心疾患、2 位が肝硬変、かつほとんどがアルコール性肝硬変であると指

摘している。安藤ら（1999）16)によると、震災後「飲酒量が増えた」人は 25.5％、「喫
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煙量が増えた」人は 21.2％となっている。 
これらの報告から、ストレスと生活習慣の乱れ、身体症状の悪化は密接に関係してお

り、長期にわたる仮設住宅生活者には特段の健康支援、生活指導の配慮が必要であるこ

とが分かる。 

3) 生活の復興と心の復興 

中村（2006）18)は、生活と心の復興の両面に着目し、影響要因を分析した。それによ

ると、混乱期（表 2.3.1-2 参照）においては地域全体が被災しているため個別の不安は表

面化しにくいが、生活再建期になると生活の復興状況に差異が生じ、行政や生活に対す

る不満や取り残されたような不安が生じ、心の復興を妨げる。この時期には行政の政策

が大きな影響力を持つが、生活復興の見込みを立てるために時期に関する情報が不可欠

であり、情報開示の時期や方法が重要であることが報告されている。さらに震災 3 年後

頃からは、生活が安定することで心の復興に目を向ける人が増加するという。この時期

には、震災を経験していない人との温度差が気になったり、街の復興だけが真の復興で

はない、割り切れない思いが生じたりする傾向がうかがえる。 

表 2.3.1-2 時期による被災者の手記の主な内容 18) 

時期 心に関する内容 生活に関する内容 

混乱期（1995年1月

17 日～3 月頃） 

ハイテンション・怖い・心が空っぽ・生きて

いる事への感謝・光景がよみがえる 

集団生活の悩み・眠れない・地域を離れた

くない 

生活再建期（ 1995

年 4 月頃～1997 年

頃） 

考える余裕ができた・生かされた・心に傷

があると感じる・つらい・疲れた 

仮設住宅への不満・将来への不安・経済

的な不安・行政対応の不満・街づくりへの

不安 

心の復興期 

（1998 年頃～） 

地震で自分が変わった・震災は終わってい

ない・孤立感・風化させたくない・向き合い

たい・振り返る・心に傷があると感じる・前

向き・自分なりに昇華できた 

震災の記憶が薄らいだ・街は復興してきた

と感じる・都市計画より人を優先した計画

を望む・苦しい生活に変わりはない 

中村 18)は、生活の復興には住宅や生活基盤、周辺社会の出来事が大きく影響し、心の

復興には生活の復興や周辺社会の街や人々の復興が大きく影響するが、これらが同時に

進むわけではないため、周辺社会の理解と個々の状況への配慮が望まれていることを指

摘している。心の復興に「住宅」が果たす役割は、すべての時期を通じて大きい。恒久

住宅への転居先が決定していない仮設住宅住民に熟睡感のない人が多いことも判明して

いる 15)。この調査では年代による違いは明らかにしていないが、将来の生活復興の見通

しが心の復興を促進するとすれば、見通しを立てにくい高齢者の心の復興が遅れがちに

なることが類推できる。実際、木村ら（2002）19)によると、60 代以上の高齢者は全壊全

焼世帯と同じ時期に同じレベルの情報を欲していることが分かっており、震災後１ヶ月

をめどに再建対策を提示するよう行政および関係者に提言している。高齢者にとって生

活復興が困難であることの表れであろう。 
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4) 行政支援の谷間 

行政が「高齢者」とみなすのは 65 歳以上であることが多い。しかし、それ以外の年代

でも高齢者と同様の被災態様が見られ、むしろ行政支援を受ける機会がないため、支援

ニーズが顕在化しにくいことが分かった。 
安藤ら（1999）16)の調査対象となった仮設住宅住民は 8 割が 64 歳以下であり、その 5
割が 64 歳以下の男性、4 割は単身男性であったが、51.1％が「身体の調子が悪い、ある

いは気になる」と回答し、66.3％が「病気がある」と回答している（文献 20）。64 歳以

下の壮年期（あるいは向老期）の人々は高齢者に比べ公的サービスが少なく、行政の支

援の谷間になりやすい一方で、経済的困窮から医療サービスを受けられなかったり、不

適切な療養行動をとったりする傾向があること、過度のアルコール摂取や肝疾患の増加

など、災害時要援護者と言われる高齢者と同様の深刻な問題を抱えていることを指摘し

ている。しかも、女性に比べて男性の方が地域社会での交流が少なく、孤立しやすいと

いう。行政サービスには一定の基準を設けざるを得ないが、画一的な基準は新たな災害

時要援護者を生み出しかねない。行政だけではなく、ボランティアや民間企業など多様

な支援主体が細かなニーズに応えていく必要があるだろう。 

5) がれき処理と健康問題に関する考察 

被災者の健康影響は、大気汚染やストレスによる心身への影響など多様かつ長期にわ

たることが分かった。生活と心の復興は密接に関連しており、高齢者の復興はいずれの

面においても遅れがちであることがうかがえた。高齢者は他の年代に比べて身体的悪影

響を受けやすいため、きめ細かい支援が必要であるが、その一方で、公的支援の乏しい

ポスト高齢者世代にも同様に深刻な健康問題が生じていることが分かった。行政だけで

は対応しきれない細かな支援ニーズをくみ上げ、ボランティアや民間企業などが得意分

野やリソースを活用した多様な支援体制を構築している必要がある。また、復興の見通

しを与えるために適宜、適切な情報提供を行っていくことが欠かせないため、掲示板や

かわら版だけでなく多様かつ迅速・確実なコミュニケーション手段の検討も併せて必要

である。生活環境における速やかながれき処理およびそのスキームの構築は、汚染物質

への曝露を軽減すること、迅速な生活復興、そして心の復興を促進する意味で不可欠で

あり、平常時から検討を進めておく必要があるだろう。 
 

2.3.2 災害時要援護者支援の観点から 

1) 「災害時要援護者」を減らす 

災害時要援護者とは、災害時に何らかの社会的な支援を必要とする人々だが、一般的

な年齢区分では 65～75 歳のいわゆる前期高齢者も含まれている。この年代には、まだ十

分に健康で体力もあり、むしろ若い世代より地域社会活動に意欲的で交流も多岐にわた

っている人が多い。この点に着目した小川（2008）20)は、徳島県小松島市で災害時要援
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護者台帳登録者を対象に実際の要援護度や家庭における災害対策について調べている。

それによると、台帳登録者宅においては「耐震補強」や「家具の転倒防止策」への取り

組みが一般的な取り組みの水準に比べて低い。これには台帳に登録されてはいるが、同

居家族がおり、かつ歩行可能という生活・身体条件のよい高齢者も含まれている。 
小川 20)は、これらの層が行政の防災対策に期待を持っていたり、災害発生時のさまざ

まな問題に関心を寄せていたりすることを見いだし、彼らへの防災啓発を強化すること

で要援護者の実数を減らすことができると提言している。具体的には、防災意欲に応え

る情報提供や自らの備えを促すことが重要である。また、要援護者でも参加しやすい防

災訓練の企画・実施により、要援護者自身のやる気を喚起し、強固な共助体制を構築し

ていく必要性を訴えている。 

2) 福祉避難所としての福祉施設の整備 

平常時に高齢者が使用する福祉施設は、設備が整っていること、職員が要介護高齢者

の取り扱いに熟練していることなどから災害時にも災害時要援護者を収容する福祉避難

所として期待される。しかし、収容能力や何らかの理由により災害時に福祉サービスを

提供できない施設もあるだろう。李（2006）21)は新潟県の社会福祉施設を対象に調査を

行い、福祉避難所としての活用を可能にする規定要因を整理した。それによると、もっ

とも緊急性が高い「常にケアを必要とする要援護者の緊急受け入れ」に対しては「食料

品、医薬品、経費の余裕」「医療品、毛布、布団、余分のベッド」「職員数、専門職種が

多いこと」が必要であることが分かった。「それほどケアを必要としない一般の人の受け

入れ」に関しては「スペースの余裕」「職員が少ないこと」が規定要因として見いだされ、

デイサービスセンターなどが該当するのではないかと指摘している。しかし、これらの

要因を満たす福祉施設であっても、行動機能には問題がない知的障害者施設、精神障害

者施設では「緊急性の高い要援護者」に職員が十分対応できない可能性があり、受け入

れ計画に配慮が必要であることも示されている。 
福祉避難所に限らず、避難所として活用する場合「宿泊機能」が必須条件であると判

明し、備蓄やリネン類の準備や職員配置と併せて災害時要援護者支援計画を策定する際

の参考となるだろう。また、竹内（2001）22)は、施設の耐震性の確保、地域支援活動の

ための空間や設備の確保、ライフラインの冗長性も必要要件として指摘しており、自家

発電設備等の準備も望まれる。 
2.3.1 で述べたように生活復興が遅れがちな要援護高齢者にとっては、自宅の様子を見

に行きやすく、住み慣れた地域社会の中で避難生活を送ることの安心感は大きいと思わ

れる。公共施設の耐震化は順次進められているところであるが、福祉避難所として指定

している社会福祉施設の耐震性や機能を確認し、災害時に実際にどの程度の要援護者を

収容することが可能か検討しておくことが望ましい。 
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2.4 行政等へのヒアリング調査 

本調査研究では、首都直下地震を対象に災害時における居住地域の復旧の遅れが、高齢

者等の災害時要援護者の健康面・衛生面に及ぼす影響について把握することを目的として、

聞き取り調査を実施した。 
ヒアリング調査は、過去に大きな災害を経験した地域と、首都直下地震で大きな被害が

想定されている地域を対象として行い、それらの地域の行政機関、町内会、NPO 法人、ま

ちづくりプランナーを訪問し、実施した。 
 
 (1) 大きな被害が想定される地域の行政機関・町内会へのヒアリング調査 
行政機関へのヒアリング調査では、首都直下地震時におけるがれきの処理計画の策定状

況、都市公園・空地等の用地の活用、災害時における住民への情報提供、災害後における

民間企業やボランティア団体等との協力関係などについて実施した。 
町内会へのヒアリング調査では、町内会としての災害廃棄物への対応、防災訓練を通し

て問題となっている事項、行政機関からの望ましい情報伝達の方法、災害時における要援

護者に対する地域での対応等について実施した 
 

(2) 過去に大きな災害を経験した地域の行政機関・民間団体へのヒアリング調査 
行政機関および民間団体へのヒアリング調査では、家屋の解体で顕在化した問題、解体・

がれき処理にかかわる諸問題、がれき処理にかかわる健康等の問題、情報通信の活用、要

援護者支援の問題等について実施した。 
ボランティア団体へのヒアリング調査では、地震災害、水害など災害の種別にかかわら

ず、ボランティア体制の整備、行政との協働の可能性、がれき処理とボランティアの関わ

り、災害時における情報提供方法、災害後における民間企業や行政との協力関係等につい

て実施した。 
 
訪問を実施した団体は、以下に示す５機関である。 

 
① 行政機関 
（災害想定地）：Ａ自治体 
（被災経験地）：こうべまちづくりセンター 

 
② 民間団体 
（災害想定地）：Ｃ地区町会 
（被災経験地）：神戸/真野地区まちづくり推進会 

NPO 法人Ｅ 
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2.4.1 行政機関ヒアリング結果 

 行政機関へのヒアリングについては、被災経験地と今後災害が想定される地域の２機関

に対して実施した。その調査結果を以下に整理する。 
 
 
 
 
 
 
 首都直下地震時におけるがれき処理計画について         

• 平成 9 年 3 月にがれき処理部会を設け、上位機関と整合性を取るように処理手順を定

めている。発災後 2 週間で受付準備を終わらせ、6 ヶ月に至るまでに対応を行う大き

な流れができている。 
• 震災時におけるオープンスペース等の利用計画が平成 13年に策定されている。但し、

地域防災計画書では、具体的な仮置き場を決め切れていない。 
• 第一仮置き場は、緊急道路沿いの公園、避難場所や仮設住宅用の公園は除くなどを予

定しているという表現にとどめている。プールの駐車場を仮置き場にする、野球場を

仮設住宅用地にする等の公園の使い方を管理者と調整し、実際に運用する。 

 震災時における公園利用計画等について             

• 行政サイドでは公園自体の使用計画までは出していない。公園は、都市計画部局で管

理を行っており、上位機関とも連携をとって計画を実施する。 

 ボランティアの活用について                  

• 民生委員が仲介に入り、在宅介護系・医療系の事業者にも参画や協力のお願いを行い、

そこへ NPO にも広く声かけをして協力依頼するような動きを考えている。 
• 災害時要援護者のピックアップについは、全体の７～８割くらいできている。 
• 支援ネットワークつくりの策定では、行政が動けない中でも要援護者が命を落とすこ

とがないように地域・地域の支援作りができるかどうかをこれから考えていく。 

 障害物除去のリソースについて                 

• 民間業者に場所を提供し、提携業者の重機類を置いている。現在では、100％民間の

協定事業者にお願いしている。建設業団体等複数の団体と三者協定を結んでいる。 
• ダンプトラックのすべてが投入される協定ではないため、国道・都道府県道等との取

り合いになることが想定され、現実的には難しいだろう。生活道路が一番最後になる。 
• 個人住宅等の民間敷地で発生するがれきの処理を行う車両については、別調達になる。

基本的には、建設業協会の持つ車両とはならない。 

Ａ自治体ヒアリング 

今後大きな地震災害が想定される 
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 がれき処理シナリオについて                  

• 地域的に多くても支障がなければ放置するし、少なくてもいろいろな影響が出ている

ならば、排除していくことになる。状況を確認しての判断になる。 
• がれきの影響を分析する必要がある。がれきが残置されることにより、どのような依

頼が寄せられてくるのか、地域社会にどんな影響が出てくるのかを考える必要がある。 

 情報提供（災害時要援護者等への）について           

• 現状の情報提供手段については、自治会長会における回覧板を利用している。 
• 防災行政無線とメールとの連動機能（無線の内容をメール配信）が実現予定である。 
• 多種多様な情報発信があるのは否定しない。公的機関は確認のうえ正確な情報を出す

必要があるので、民間との役割分担がある。棲み分けしながら必要な情報を発信する。 
• 細かな情報は、民間等の媒体でしか出せないこと、普段使いされていることが災害時

に生きるわけであり、実績のあるところに運用を担ってもらうのが理想的である。 

 自治会等との共助の仕組みについて               

• 地域力が問われる共助の部分が大事である。災害時の防災市民組織については、自治

町会組織を母体とし、99%以上の町会で結成されている。 
• 防災市民組織の中で廃棄物を共助で対応するところまで考えが及んでいない。 
• 災害時には、防災市民組織単位で防災本部を作り、末端まで災害情報を流してもらう。 

 
 
 
 
 
 

 家屋の解体問題について                    

• 公費解体が決まるまで区の窓口では、「隣の家が倒れ掛かってきて困る」、「隣から何

とかしろといわれて困る」等、いろいろなケースでの苦情が入ってきた。 
• 何らかの支援があるはずであり、家屋のつぶれた方に申し上げたのは、「早く潰すな

ら潰しなさい、その際には見積りと現状・工事中・完了の写真をとっておくように」

と説明した。 
• 区内でどこに被害があるかまったくわからなかったため、最初にやったのは、現地調

査であった。発災後１週間くらいで結果をまとめて区長に説明を行った。 

 解体・がれき処理にかかわる諸問題について             

• がれき処理については、1 月 28 日に国が方針を出している。神戸市としては、当初は

建設省にお願いしたが、法律が厚生省所管の廃棄物処理法しかなかった。 

こうべまちづくりセンターヒアリング 

甚大な被害の神戸市内（兵庫区）を対象 
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• については、業者は儲かる案件しかやらなかった。道路に面する建物は業者の仕事の

取り合いになった。旗竿地のような裏側の住宅は、公費解体であった。 
• 道路へ倒壊した建物のがれきについては、道路管理権として、道路上に倒れたものは

処理した。処分を行う旨を記載した紙を貼り、写真を撮り対処を行った。このケース

では、道路側と民地側（建設省と厚生省所管）のアロケに問題があった。 
• 罹災証明は、早く手続きを進める必要があり、エリアごとに全壊・半壊の判定を行っ

た。判定に不服のある人は、再調査依頼を出してもらったが、再調査が膨大であった。 

 がれき処理の優先処理について                 

• 区内を公平に対処するため、エリアは分けていない。現場で建物の倒壊の危険度程度

を見てＡ，Ｂ，Ｃのような順位付けをして書類を作成し、Ａランクの物件を区内で同

時に発注した。優先順位については、それぞれの区や市の判断になる。 

 がれき処理にかかわる健康等の問題について             

• 三者契約の業者は、養生しないで解体するためクレームが多かった。公共発注の業者

ではそのような苦情は少なかった。 
• 処理場では、処理作業が進まず車両が停滞し、1 日 1 回しか走れない状況であった。

前の晩から並んで朝に積み下ろし、解体作業を行い、夜には並ぶという状態となった。 
• 当時は、アスベストは問題視されていなく、今後は大変な問題となるであろう。 

 情報通信の活用について                    

• 神戸市の広報が基本にあった。避難所には区発行の壁新聞(臨時広報誌)を張った。ま

た、公的や自治会の掲示板にも貼った。情報は、毎日のようにニュースとして流した。 
• 携帯電話で被災状況がわかるので、そのような仕組みが求められるのではないか。 
• 住民からの一方的な被災状況の送付については、対応が難しいところである。 

 要援護者支援の問題について                  

• 現実的な話としては、老朽化した借家に家賃１万円くらいで住んでいる年金生活の高

齢者は、倒壊を認めて避難すれば借家権放棄になるので居座るとした事例があった。 
• 神戸市の場合には、防災福祉コミュニティを各小学校区で形成し、普段は福祉関連を

行い、災害時には防災対応を行う。要援護者については、地域力で対応するしかない。 
• 地震が起きた瞬間に健常者も要援護者になる可能性もある。 
• 要援護者については、防災福祉コミュニティのような地域力で対応するしかないと考

えているが、問題は世話をする人も高齢化し、要援護者が年々増えていることにある。 

 がれき処理にかかわるその他の問題について             

• 街づくりの動きが出てきたのは２ヶ月くらいであった。２ヶ月がひとつの目安になる。

特別立法された被災市街地復興特別措置法では 2 年間の猶予ができたのに、神戸市は

復興事業を行うために２ヶ月で都市計画決定した。 
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2.4.2 民間団体ヒアリング結果 

 民間団体へのヒアリングについては、被災経験地と今後災害が想定される地域、災害対

応を経験した団体の３機関に対して実施した。その調査結果を以下に整理する。 
 
 
 
 
 
 

 がれき問題について                      

• 考えたことがない。一切話が出ていない。自治体でも考えていないのではないか。 
• がれきについては、当然一日でも早く処理してほしいという話になる。ただし、腐敗

しないのであれば、限度の問題もあるが多少は我慢できる。６ヶ月は我慢できない。 
• 幹線道路が優先されるのは理解しているが、生活道路もあるので優先順位付けは難し

い。 

 町内会での避難訓練について                  

• 震度５を想定して訓練を実施している。消火訓練、救護訓練、避難訓練、滞留者訓練。 
• 建物には被害がないという想定で訓練を実施している。 

 町内会での責務について                    

• この地区は繁華街でもあり、居住者のすべての生活にかかわるエリアであるため、早

く元の生活に戻す義務が町会にはある。 

 がれきによる影響（健康等）について              

• 廃棄場所の問題との兼ね合いもあり、粉塵の問題など限度があることは承知している。 
• 所有権の問題もあり、倒壊建物については住民への確認が必要になることは、理解し

ていなかった。 
• この地区は半分くらい投資物件であるため、居住民の確認・持ち主の確認には大変な

日数がかかり非常に難しい。遺産相続の問題もあり、確認は今後も難しくなる。 
• この地域は、鉄筋コンクリート造の建物が多いため、がれきの問題は困ってしまうだ

ろう。解体時には、粉塵等の問題もあり厄介な事項である。 

 災害時の防災体制の仕組みについて               

• 避難所（学校）単位で、運営委員会ができる。町会の幹部と避難者とで組織される。

そこで判断されることになっている。学校長が長になって協議体が作られている。 
• 町会長でも新住民（マンション住民）は把握できでいない。代表者もいないため、管

理はできていない。いざとなった場合には、世話をせざるを得ない。 

Ｃ地区町会ヒアリング 

住居・商業業務地域であるＣ地区で活動 
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 災害時の情報の仕組みについて                 

 災害時には、地域全体の状況、自分の家の状況を見たいであろう。 

 避難所（学校）に町会のステーションがあれば、行政から正確な情報が伝えられ、住

民の方が使いやすい機能があればよい。携帯電話（メール）が最大の武器と思う。 

 地域の方の情報入手手段としては、原始的な壁新聞になると思われる。滞留者訓練の

場合には伝令を走らせることも。早く正確な情報が伝わるのがよい。 

 がれき量をあらかじめ推定でき、その情報が与えられれば安心を与える要素になる。 

 要援護者支援の問題について                  

 要援護者については、区役所、民生委員等からの情報で把握できている。しかし、要

援護者を確保し、だれが要援護者を避難所へ連れて行くのかが最大の課題である。 

 一人の援護者に２～３人の健常者を確保することは、現在の町会では対応できない。 

 人間関係が疎遠になっているが、町会でも掌握できない状況である。今後は、もっと

難しくなるであろう。正確な町会名簿もできなく、人数も把握できない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 がれき問題について                      

 被災は個人的な話であるが、被災者には粗大ごみ系は生活臭があるものであり、それ

をがれきと呼ぶのはつらい感じがする。 

 公費解体で一件落着が、神戸の実態であった。がれきについては、住民の生活をディ

スターブするような話ではなかった。トラブルがなく上手く行った印象があるのでは。 

 道路閉塞箇所については、三ツ星ベルトが会社復旧用に確保した重機を、街路のがれ

き撤去に使用できるように依頼し、撤去を行った。 

 道路に倒壊した建物を撤去する場合、がれきにも所有権があるので、その処理（地元

で撤去可能か）について発災 3 日目の朝に区役所に電話で確認している。 

 震災廃棄物の除去期間について                 

 がれきの除去については長期間にわたっている。公費解体については区役所が差配し

た。また、個人対応の解体もある。公費解体は順番があるため簡単ではなかった。 

 自衛隊や解体業者が動くまでが、住民にとっては大変であった。 

 震災廃棄物は、乾いているため扱いやすい。どれくらいの期間でなくなったのかはよ

くわからない問題である。半年くらいか。定点観測を行っているが把握は難しい。 

神戸/真野地区まちづくり推進会（相談役 宮西悠司氏）ヒアリング 

神戸市の真野地区で主体的に活動 
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 情報化について                        

• 対策本部で会議し、上位下達で情報を伝えていった。情報の伝わり方も統制ができて

いた。紙ベースでの週刊の情報誌を 3 月から作り出した。全戸に配布した。 
• 民間企業が手伝うような仕組みがあればうまくいくのではないか。 
• 当初、被災者には何の情報もなかった。神戸市内でも被災地外ではテレビで被害情報

を確認できたが、被災地外に行かなければ情報入手が難しく、情報格差が大きかった。 
• 地元の真野地区では、小学校に対策本部を設置したため、対策本部に行けば情報が入

手できており、地域の情報センターになっていた。 

 災害ボランティアについて                   

• 家の片付けなどの作業は、家族の方、周りの方が作業を行った。ボランティアの方に

このような仕事をされた記憶はない。 
• 当時は、高校生が人命救助に動いたと聞いている。 

 災害時における高齢者等の問題について             

• 高齢者の一人暮らしの方は再建できなかった。災害公営住宅に移るのが原則であった。

地域に戻れた方は、土地の所有者であり、それ以外の方は戻ることが叶わなかった。 
• 地主はがれきを撤去したい、店子（特に高齢者と思われる）は撤去させないという話

があった。がれきを武器にする話もあったと記憶している。 
• 高齢者への情報提供については、民生委員とその下に 100 人のサポートメンバーもい

たので、手分けして高齢者への情報収集・提供はできていたのではないか。 

 震災で顕在化した諸問題について                

• 全焼・全壊の家と健全な家が混在して被災者間で葛藤が生じた。水害は被害が町内会

で一様であるが、震災はばらばらであり、ひとつにまとまらないのが問題であった。 
• 粉塵については、天災故に問題がなかった。公費で撤去することを決まり、理屈がわ

かれば、がれきがストレスになるような大きな問題にはならなかった。 
• 借家がつぶれてしまうと、賃貸契約が切れてしまう。賃借契約を切るために、家主が

５万円程度を渡して出て行ってもらうようなことが、震災後の早い段階でおきていた。 
 
 
 
 
 
 
 ボランティア体制の整備                    

• 災害規模によって一概に言い切れないが、高齢者等を含めた援護者が困っていること

を前提に、ボランティアセンターという拠点を設けてボランティアが個別に１軒１軒

ＮＰＯ法人Ｅヒアリング 

各地の災害でボランティア活動を実施 
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を訪問して活動を行う。 
• 大規模災害では、ボランティア活動の状況を理解した人間（マネージャー）が現地入

りしなければ、ボランティア側の体制整備に問題が生じる。 
• 東海豪雨水害では全国から２万人、福井豪雨災害では６万人のボランティアが集まっ

た。ボランティア側でも、対応計画の立案に関して検討を行う必要がある。 

 協働の可能性とその課題について                

• 被災者とボランティアの仲介役・中間支援の役割を担うのが、町内会長であり民生委

員等である。但し、都市部の町内会では活動に後ろ向きの会長がいるのも事実である。 
• 高齢者だけでなく、地域から孤立している人、民生委員が声をかけないような年代の

人（特に、50 歳代の一人暮らしの男性）が行政の支援の谷間となっている。 
• 行政の支援に関しては申請主義であることが壁であり、有機的な関係が構築できない。 
• 市民のニーズにいち早く応えるためには、プロがすべき仕事、行政の問題、ボランテ

ィアの役割を仕分けることができれば、連携により市民サービスが上手く回るだろう。 

 情報伝達の方法やＩＣＴ導入の課題               

• 行政は、玉石混交の情報で振り回されている。かわら版的な伝達手段しかない。 
• 回覧板や各種の掲示板、避難所へビラを置くなど、災害時には様々な伝達手段があっ

たが、今後は情報化の必要性があると感じている。 
• 名古屋の水害では、新聞社（中日新聞）の 400 の販売店、１万人の人員を介して情報

提供をしてもらった。また、生協にもお願いしている。 
• 現場のボランティアには、タブレット型携帯端末のような情報ツールに対しての理解

が深まるか、疑問である。情報ツールが便利と気づくまで時間がかかる可能性もある。 
• 行政が介在した情報が、プロのボランティアによって加工（イラスト入り等）された

分かりやすい形で提供される必要性が求められる。 

 がれき処理のマネジメントについて               

• ボランティアが環境事業部局と連携して正確な情報を把握する必要がある。正確な情

報を伝えるのが、ボランティアの役割でもある。 
• 市民の安全を守るために、建設業者、ボランティア、行政の３者がバランスを取って

連携できることは多いだろう。 
• がれき処理の具体的な問題に対して、誰が困っているのかを見つけることが大きなポ

イントであり、ボランティアや民間企業が頑張る要素がある。 
• 市民の苦情をベースに、「誰が判断する」、「誰が現場に行けば一番よいのか」、の観点

から図上訓練（シミュレーション）が実施できれば良いのではないか。 
• がれきの処理については、２週間くらいの期間が許容されるのではないか。１ヶ月は

長いだろう。がれきに様々な思いが入っているため、見たくないという意識になる。 
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2.4.3 ヒアリング調査結果の考察 

 ここでは、行政機関、民間団体・町内会へのヒアリングを通して確認できた事項等につ

いて取りまとめるものとする。 
 

家屋の解体・震災廃棄物の処理について 

行 
政 
機 
関 

想 
定 
地 

• 発災後 2 週間で受付準備を終わらせ、6 ヶ月までに処理を行う大きな流れ。 
• 地域防災計画書では、具体的な仮置き場は決めていない。 
• 第一仮置き場は、緊急道路沿いの公園、避難場所や仮設住宅用の公園は除いて予定。 
• プールの駐車場を仮置き場にする、野球場を仮設住宅用地にする等の公園の使い方

を管理者と調整し、実際に運用する。 

被 
災 
地 

• 窓口では、「隣の家が倒れ掛かってきて困る」等の様々な苦情が入ってきた。 
• どこに被害があるかまったくわからなかったため、現地調査から始めた。 
• １月 28 日に国が方針を出した。適用できる法律が廃棄物処理法しかなかった。 
• 廃棄物処理法は上物除去だけ、基礎部は処分できない法律であった。 
• 罹災証明の手続きを早く進めるため、エリアごとに全壊・半壊の判定を行った。 

民 
間 
団 
体 

想 
定 
地 

• がれきの問題は考えたことがない。自治体でも考えていないのではないか。 
• がれきは、一日でも早く処理してほしいという話になる。６ヶ月は我慢できない。 
• 廃棄場所との兼ね合いもあり、粉塵の問題などがあることは承知している。 

被 
災 
地 

• 市民の安全を守るために、建設業者、ボランティア、行政の３者がバランスを取っ

て連携できることは多いだろう。ボランティアや民間企業が頑張る要素がある。 
• 具体的な問題に対して、誰が困っているのかを見つけることが大きなポイント。 
• 市民の苦情をベースに、誰が判断する、誰が現場に行けば一番よいのか、の観点か

ら図上訓練（シミュレーション）が実施できれば良いのではないか。 
• 被災者には粗大ごみ系は生活臭があるものであり、がれきと呼ぶのはつらい。 
• がれきについては、住民の生活をディスターブするような話ではなかった。 
• がれきの除去については長期間にわたっている。半年くらいか。 
• 震災廃棄物は、乾いているため扱いやすい。 

 

ボランティアの活用について 

行 
政 
機 
関 

想 
定 
地 

• 民生委員が仲介に入り、NPO にも広く協力依頼するような動きを考えている。 
• 支援ネットワークつくりの策定では、行政が動けない中でも要援護者が命を落とす

ことがないように地域・地域の支援作りができるかどうかをこれから考えていく。 
被 
災 
地 

 

民 
間 
団 
体 

想 
定 
地 

• だれが要援護者を連れて行くのかが問題になっている。 
• 一人の援護者に２～３人の健常者を確保することは、町会では対応できない。 

被 
災 
地 

• 困っている個人からの要望に答えるのがボランティアであり、ボランティアセンタ

ーという拠点を設けてボランティアが個別に１軒１軒を訪問して活動を行う。 
• 大規模災害では、ボランティア活動を理解した人間が現地入りする必要がある。 
• 家の片付けなどの作業は、家族の方、周りの方がそのような作業を行った。ボラン

ティアの方にこのような仕事をされた記憶はない。 
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災害時の情報通信の活用について 

行 
政 
機 
関 

想 
定 
地 

• 現状の情報提供手段について 216 の自治会長会における回覧板を利用している。 
• 多種多様な情報発信があるのは否定しない。公的機関は確認のうえ正確な情報を出

す必要があるので、民間との役割分担、棲み分けしながら必要な情報を発信する。 
• 細かな情報は、民間等の実績のあるところに運用を担ってもらうのが理想的。 

被 
災 
地 

• 神戸市の広報が基本にあった。避難所には壁新聞(臨時広報誌)を貼った。また、公

的や自治会の掲示板にも貼った。情報は、毎日のようにニュースとして流した。 
• 携帯電話で被災状況がわかるので、そのような仕組みが求められるのではないか。 
• 住民からの一方的な被災状況の送付については、対応が難しいのではないか。 

民 
間 
団 
体 

想 
定 
地 

• 避難所（学校）に町会のステーションがあれば、行政から正確な情報が伝えられ、

住民の方が使いやすい機能があればよい。携帯電話（メール）が最大の武器と思う。 
• 地域の方の情報入手手段としては、原始的な壁新聞になると思われる。 

被 
災 
地 

• 行政は、玉石混交の情報で振り回されている。かわら版的な伝達手段しかない。 
• 災害時には様々な伝達手段があったが、今後は情報化の必要性を感じている。 
• ボランティアに対して、タブレット型端末のようなツール導入には疑問がある。 
• 行政が介在した情報が、イラスト入り等で分かりやすく提供する必要がある。 
• 避難所の対策本部で会議し、上位下達で情報を伝えていった。 
• 統制のある情報提供ができていた。紙ベースでの週刊情報誌を 3 月から作り出した。 
• 民間企業が手伝うような仕組みがあればうまくいくのではないか。 
• 地区の小学校の対策本部で情報入手ができ、地域の情報センターになっていた。 

 

災害時用援護者への対応について 

行 
政 
機 
関 

想 
定 
地 

• 民生委員が仲介に入り、在宅介護系・医療系の事業者にも入ってもらう協力をお願

いし、支援ネットワークつくりをしていくところまで来ている。 
• 災害時要援護者のピックアップについは、全体の７～８割くらいできている。 
• 要援護者名簿を作り、庁内での共有にとどまらず、警察、消防、自治会長会、民生

委員等、関係者間での共有まで進んでいる。 

被 
災 
地 

• 密集市街地では、老朽化した借家に住む年金生活の高齢者は、借家権放棄になるの

で居座るとした事例があった。 
• 神戸市の場合には、防災福祉コミュニティを各小学校区で形成し、普段は福祉をや

り、災害時には防災対応を行う。要援護者については、地域力で対応するしかない。 
• 問題は、世話をする人も高齢化し、要援護者が年々増えてきている状況にあること。

地域力で本当に対応できるのかが課題である。 
• 地震が起きた瞬間に健常者も要援護者になる可能性もある。 

民 
間 
団 
体 

想 
定 
地 

• 要援護者については、区役所、民生委員等からの情報で把握できている。 
• 人間関係が疎遠になっているため、今後は住民の把握がもっと難しくなるだろう。 
• 正確な町会名簿もできなく、人数も把握できない状況である。 

被 
災 
地 

• 援護者が困っていることを前提に、現地へ入っていくことが永遠の課題である。 
• 高齢者だけでなく、地域から孤立している人、民生委員が声をかけないような年代

の人（特に、50 歳代の一人暮らしの男性）が行政の支援の谷間となっている。 

• 高齢者の一人暮らしの方は再建できず、災害公営住宅に移るのが原則だった。 
• 高齢者への情報支援については、民生委員とその下に 100 人のサポートメンバーで

手分けして情報収集・提供はできていたのではないか。 
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2.5 震災廃棄物処理時における要援護者に関する課題と支援の方向性 

震災時における環境への影響や要援護者への安心･安全のあり方に関する文献調査、およ

び行政機関や民間団体へのヒアリング調査結果を通して、大規模地震災害時の震災廃棄物

処理過程における住民への影響把握について、以下に示す事項を確認した。 

【 災害廃棄物処理と災害時における環境保全 】 
 被災者は、仮設住宅という仮住まいの住居形態において、市街地にがれきが存在し

ている状態となりうる。速やかながれきの撤去および処理が望ましいと言える。 

 被災者の復興感という観点からは、がれきの量的管理とともに、これらの運搬にか

かわる交通渋滞や排出ガス等の環境に関する管理が大変重要である。 

 災害廃棄物処理計画の策定のための廃棄物量推定手法の確立が重要である。 

 公共スペース（緊急避難場所や仮設住宅用地として指定）に廃棄物の仮置き場が併

設された場合には、衛生上の問題が発生する可能性も否定できない。 

【 がれき処理と住民の安心・安全 】 
 60 歳以上の高年齢層で、阪神・淡路大震災以後身体の諸症状が悪化した割合が多

く、また、なかなか回復していないことが明らかになった。 

  心の復興には生活の復興や周辺社会の街や人々の復興が大きく影響するが、心の

復興に「住宅」が果たす役割は、全ての時期を通じて大きいことが指摘されている。 

 新たな災害時要援護者を生み出さないためには、行政だけではなく、ボランティア

や民間企業などが得意分野やリソースを活用した多様な支援体制を構築する必要

がある。高齢者は、身体的悪影響を受けやすいため、きめ細かな支援が求められる。 

  復興の見通しを与えるためには、掲示板やかわら版だけでなく多様かつ迅速・確

実なコミュニケーション手段の検討も併せて必要である。 

 生活復興が遅れがちな要援護高齢者にとっては、自宅の様子を見に行きやすく、住

み慣れた地域社会の中で避難生活を送ることの安心感は大きいと思われる。 

 神戸市では、防災福祉コミュニティを各小学校区で形成し、普段は福祉を担い、災害

時には防災対応を行う。要援護者については、地域力で対応する。 

【 情報提供のあり方について 】 
 公的機関は正確な情報を出す必要があるので、民間との役割分担、棲み分けしなが

ら必要な情報を発信する。細かな情報は、民間等に運用を担ってもらうのが理想的。 

 避難所（学校）が町会の情報ステーションになる。そこで、行政から正確な情報が

伝えられ、住民の方が使いやすい機能が備わっていればよい。 

 神戸市の真野地区では、地域力で紙ベースでの週刊の情報誌を発行していた。今後

は、行政が介在した情報をイラスト入り等で分かりやすく提供する必要がある。 
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以上の事項から、災害時において住民の安心・安全を確保するがれき処理のあり方とし

て、以下に示すような論点で検討を進める必要がある。 
 
• 心の復興、社会の復興には「住宅」が果たす役割が大きい。 

• このためには、速やかな災害廃棄物の処理が望まれる。 

• 小学校区のコミュニティが一つの単位となる。 

• 多様かつ迅速・確実なコミュニケーション手段が必要である。 

• 公的機関と民間との役割分担により必要な情報を発信する。 

 
高齢化社会における災害時の支援システムを構築するためには、以下に示すような方向

性で検討を進める必要があると考えられる。 

①． 住民のコミュニティ維持のためには、大量のがれきを速やかに処理する必要があり、

がれき処理スキームと処理のマネジメント体制の構築が求められている。 

②． 小学校区のコミュニティを一つの単位とした、多様かつ迅速・確実なコミュニケー

ション手段が求められている。 

③． 公的機関と民間との役割分担（公民連携）により、ボランティアや民間企業などが

得意分野やリソースを活用した多様な支援体制を構築している必要がある。 
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文献調査の要旨（震災廃棄物処理＆災害と環境保全） 

 
震災廃棄物処理

分　　　類 内　　　　　　　　　　容 出典

東海豪雨では、名古屋港南５区に「名古屋港南５区災害廃棄物処理協議会」が災害後3日目に設
立され、２週間で３．８万ｔの廃棄物が搬入された。

5

名古屋港南５区は、工業地帯で土地が広いため環境への影響が小さいうえに、被災地からの交通
の便も良いため、災害廃棄物の搬入および分別・粉砕に理想的な場所であった。

5

各区のごみ集積場に加えて一時保管場所が確保され、廃棄物を効率よく運搬するための分別方
法、回収ルートが策定されている。

5

ごみの焼却および埋め立て処分が完了したのが被災後7ヶ月後であった。それでも、南方が海に面
した工業地帯で処理に適した広大な土地に恵まれていた。

5

災害廃棄物処理
(能登半島地震)

災害廃棄物量は約２５万トンであり、一時集積所に山積みされていたが、粗分別を行い震災から３
週間目で一時集積所から全量撤去している。しかし、建造物解体のごみの分別作業は３ヶ月後か
ら開始され、最終的にはさらに数ヶ月を要している。

5

膨大な量のがれき処理については、未だに解決していない。最終処分に至る過程が解決されなけ
れば、応急復旧はもとより復旧・復興毛致命的に遅れ、被害が拡大する恐れがある。

1

迅速にがれき処理を実施するためには、現行法規、条例等の枠組みを越えた対応と官民の緊密な
連携が不可欠と考えられる。

1

広域体制整備について
被災自治体が広範囲にわたる場合、各自治体は自区域内の廃棄物処理にかかる防災体制を整備
するだけでなく、周辺自治体とともに広域的な相互協力体制を検討し、整備することが望ましい。

6

処理施設での課題
発生が懸念される巨大災害は、災害廃棄物発生量も膨大であり、適切な処理を行われなければ、
廃棄物が復旧・復興のネックになる、また、復旧・復興後の残留環境汚染要因になりかねない。

7

「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」により、災害廃棄物の一時保管場所(仮
置場)等での野焼きができないため、仮置場は他所での処理を一時的に待つ場所としての位置づ
けになるが、仮置場では災害廃棄物によって周辺の土壌や地下水の汚染の発生が懸念される。

7

環境省による新潟県内市町へのアンケート調査では、災害廃棄物を一時保管するための仮置場に
は、民有地が多い。

7

災害廃棄物の処理・処分は、最終処分場の問題も絡み、環境汚染等のリスクを孕んでいる。 7

災害廃棄物の処理計画の策定のための災害予想図(防災ハザードマップ)の作成とこれによる災害
廃棄物発生予測手法の確立。

7

緊急時の災害廃棄物仮置場の適地選定および汚染防止構造手法の確立。 7

既存の被災地における有害物質の除去手法およびモニタリング手法の確立。 7

東京における災害廃棄物
対策の課題

被災住民の被災心情に絡んだ速やかな解体要望に応え、その処理をいかに適切に行うかが大き
な課題となる。

8

がれき処理の基本コンセプト
① 震災がれきの適切な分別の推進と再利用の徹底
② 適切かつ円滑な震災がれきの処理を進める連携体制の構築

8

積み替えによる「がれき」の輸送効率の向上、分別の徹底、再資源化施設の円滑な運用までの貯
留用地として、仮置場を機能させることが重要なポイントになる。

8

第二仮置場：倒壊家屋解体によるがれき搬入用地として設置するもの。(分別・破砕なども行う)
第三仮置場：中間処理施設や再利用施設が円滑に機能するまでのストックヤード機能を持つ用
地

8

具体的な計画では、仮集積場の確保作業と並行して、処理フローに基づき、「何を」、「どこに」、「い
つまでに」、「どのように」といった順序を追って検討することが重要であり、平時からの準備も必要。

9

「片付け優先型」と比較して、「環境配慮・リサイクル優先型」では、被災地での分別の徹底、仮集積
場における計画的な分別作業により、被災地からの災害廃棄物の排出が遅くなるものの、総じて環
境への付加軽減が図れる。

9

自治体による災害廃棄物処理計画では、手順を示しているが方針や概念的な記述にとどまってい
るものが多い。

9

移動性や機動性に優れ、状況に応じて分別処理の選択が可能な分別機械を準備し、設備のオペ
レーションを含めた「災害廃棄物処理の技術集団」を官民・市民等により組織し、災害発生時に派
遣できるような体制つくりが有効である。

9

災害廃棄物処理
(東海豪雨)

震災廃棄物処理のあり方
(首都直下地震)

仮置場の課題

廃棄物処理の課題と展望

東京都の災害廃棄物対策

災害廃棄物処理計画
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災害と環境保全
分　　　類 内　　　　　　　　　　容 出典

工場等の被災で、有害物質の使用施設等の直接被害による汚染、火災による大気汚染がある。 10

汚染物質除去装置や都市のインフラ被害(下水道・廃棄物処理システム等)による汚染 10

道路等の交通インフラの被害は、自動車交通の流動を大きく変えることとなり、幹線道路沿道の大
気汚染や騒音に影響を与える。

10

災害復旧および復興事業に関する汚染：災害復1日期間中は、平常時の何倍にも及ぶ建設工事が
集中し、大気環境等に大きな影響を及ぼす。また、解体現場における粉塵やアスベストによる汚染
は阪神・淡路大震災において、最大の環境問題となった。

10

アスベスト除去業者の技術レベルにも大きな差があった。 10

阪神・淡路大震災で被災したクリーニング店194件のうち、28.4%に相当する55件のクリーニング店で
汚染物質（テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物)が環境基準以上を超過して検知された。

12

環境の危機管理マニュアルも明確な方針は何もなかった。 11

事業場からの有害物質の漏洩等による二次汚染は認められていない。 11

粉塵・アスベストに関しては、直ちに健康への影響が問題になるような数値ではない。 11

自治体へのアンケート調査では、被災時の災害廃棄物の仮置場の設置に関して、事前に必要性を
認織していなかったか、具体案を策定していなかった自治体が圧倒的に多い。

12

仮置場設置により引き起こされると考えられる事項については、関心が少ない。 12

建設廃材をチップ化する場合、おが屑レベルの細かい材料となった場合には砒素が環境基準以上
溶出する場合がある。

13

石膏ボードは主成分に硫黄を含む材料として、多くの場合、解体廃棄物の分別項目に入っており、
他の解体廃棄物とは別に処理されている。また、重金属を含む石膏ボードの存在もある。

13

瓦等の建設資材には、非飛散性アスベストが使用されているものもあり、被災による破損等や被災
家屋の解体地の破壊・破断で周辺環境に飛散する可能性がある。

13

蛍光灯や水銀灯の安定器にPCBが含まれている場合もある。 13

災害廃棄物のリスクの程度については、これからの研究課題である。 13

災害廃棄物のリスクの程度は明確でなく、リスクヘの対応策も立てにくいのが現状。 13

一般の被災地での重金属等の溶出は、短期であれば拡散が少なく周辺環境への影響は小さいと
思われる。

13

予防措置の原則の観点から、仮置場の想定、設置対策など事前のリスクコントロールを実施するこ
とが望まれる。

13

化学物質の溶出

災害時の環境汚染と
リスク対応

阪神・淡路大震災における
環境問題

緊急時における有害物質
モニタリング対策

災害への対応についての
アンケート調査
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文献調査の要旨（健康問題＆災害時要援護者） 

健康問題（１）
分類 内容 出典

阪神・淡路大震災の半年後の大気汚染調査では、アンケート回答者1500名の４分の１が震災後に
健康影響を受けており、その３分の２が呼吸に関する症状を呈していた。

14

この結果はＴＥＡ捕集管で測定した二酸化窒素（NO2）濃度結果と有意に相関。 14

関連死亡 震災後１週間の死亡者5500名に対しその後６ヶ月間での関連死亡者がその１割を超えた。 14

関連死亡～孤独死 震災後３年を経過して仮設住宅居住者の孤独死が200名を超えた。 14

第１期（１週間） 14

長田地域の化学工場の６０％が焼失し、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、炭化水素などの有
毒物質が排出されたと推定。

14

工場周辺に居住していた人々は有毒物質に曝露。 14

第２期（３ヶ月間） 14

倒壊建物の撤去と運搬処理が問題に。被災地に持ち込まれた重機は１０００台超。廃棄される建設
材料等は全被災地で約２０００万トン（例年の１０倍）。

14

震災後４ヶ月間は大阪湾岸各地で震災廃材の野焼き。周辺居住者は有害物質に曝露し一部はア
レルギー反応疾患に罹患。

14

ビル解体に伴って発がん性物質であるアスベスト粉じんに曝露。 14

第３Ａ期（１２ヶ月間） 14

第2期の大気汚染と比べて大きく減少したが定性的な傾向は変わらず。 14

野焼き禁止後は１年半に渡って簡易焼却炉で木材等が焼却処分。 14

解体処理のピークは６ヶ月で終息。その後は建設ラッシュ。 14

第３B期（１２ヶ月間以降） 14

都心部では建設ラッシュが続く。アスベストなどの発がん性物質濃度は震災前濃度には戻らず。 14

被災者の復興には生活と心の二つの側面がある。 18

生活の安定に住宅の果たす役割は大きい。生活の安定が心にも大きく影響を及ぼす。 18

地震後の時期によって被災者の生活と心に影響を及ぼす要因は異なる。 18

周辺社会がこれを理解し、個々の状況に配慮する余地を持つことは被災者の復興を手助けする重
要な要素。

18

震災後３年の仮設住宅住民の健康と生活の実態（抜粋）

高齢者は家事援助サービスを受ける人が増加。 15

仮設住宅の立地条件や構造などの物理的環境及び人的環境が住民の生活習慣に影響を与える。 15

熟睡感のない人が半数近い。一般の高齢者より多く、恒久住宅への転居先が決定していない人に
多い傾向。

15

仮設住宅内での交流が減少。今後閉じこもりが増えることが予想。 15

健康支援に必要なケア（抜粋）

加齢や長年の生活習慣によって罹患しやすい病気に対する支援 15

住民の健康問題の多様化、複雑化に対する個別的な対応 15

住民の孤立感を防止するために住民同士がふれあえるような住民全体を対象とした催し物の実施 15

生活の復興には住まいや生活基盤、周辺社会の出来事が大きく影響。心の復興には生活の復興
や周辺社会の出来事や町や人々の復興が大きく影響するが、心の復興と生活の復興は同時に進
むわけではない。

18

都市計画：都市計画や経済的な問題、建物の再建や進展状況等が影響。
仮設住宅：仮設住宅や入居条件、抽選方法、仮設住宅入居後の生活、仮設住宅に入居できなかっ
た場合の生活等が影響

18

睡眠障害を自覚する高齢者の割合が平均的な高齢者に比べ多い。 15

転居先の決定していない人の56％には熟睡感がない。 15

仮設住宅住民はより高い割合で熟睡感を得られていない。仮設住宅の立地条件や構造、「仮設」と
いう仮の住まいがもたらす心理的影響が要因と推察。

15

男性の孤立 交流関係では男性が女性より少なく孤立しやすい。 15

受診機関の変更 受診機関は震災前の受診先から自宅の近くに変更している人が多い。 15

大気汚染

時系列的大気汚染の特徴

生活と心

心に影響を及ぼす生活面の例

不眠傾向
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健康問題(2)
分類 内容 出典

住民の生活を支援するための福祉との連携

心理的な要因による健康レベルの低下に対し「こころのケアセンター」など保健との連携 15

震災後２年経過時点の仮設住宅住民への調査では、半数近くが精神状態が「やや不安定」「不安
定」と回答。

16

身体的健康状態では、１位高血圧、２位肝疾患、３位腰痛関節痛となっており、肝疾患が心疾患や
糖尿病より高いことが特徴となっている。

16

震災の影響が長期化し、時間経過とも共に直面する様々な問題が対象者の精神的健康に影響を
及ぼしている。長期にわたる支援が必要。

16

人との交流が乏しく社会的に孤立している人や個人的なサポート源を持たない人たちも多い。地域
での住民相互のネットワークづくりやサポートの強化も必要。

16

仮設住宅の孤独死の死因１位は心疾患、２位が肝疾患でほとんどがアルコール性肝硬変と考えら
れている。

17

不眠傾向 約半数（47.9％）が何らかの睡眠障害を持つ。 16

64歳以下の壮年期、向老期は高齢者に比べ公的なサービスが少なく、行政の網の目からこぼれや
すい。抱えている問題は高齢者、障害者などとの同様に深刻と考えられる。

16

地域における積極的なニーズの掘り起こし活動、訪問や健康相談会などの継続的な看護支援活動
が必要。

16

医療費の減免など新たなサービスの導入、アルコール問題に対する対策の強化、継続的な看護支
援サービス。住民の健康状態の改善や精神的な支えとして有効と考えられる。

16

看護職ボランティアの組織化、早期に行政の施策として継続的な看護支援活動が提供できる体制
を作る。

16

災害時要援護者問題
老人福祉施設の建築耐震性の確保、地域支援活動のための空間や設備 21

ライフラインの確保、備蓄 21

老人福祉施設が災害時の防災支援拠点となる役割を十分意識した事前対策が必要。 21

再建対策を示す時期
高被害層と高齢者層に対しては震災後１ヶ月をタイムリミットに住まい再建対策を講じる必要があ
る。

19

生活・身体条件のよい高齢者には防災に対する情報提供や支援を行うことで、災害時要援護者と
なることを未然に防止する。これにより、災害時に本当に支援を必要とする要援護者に対し、公助・
共助が行き届きやすくなる。

20

災害時要援護者の救助訓練に加え、要援護者も参加しやすい防災訓練の企画・実施。要援護者自
身のやる気を喚起する取り組みを加えた共助体制を構築していくことも必要。

20

社会福祉施設を避難所として活用するには「宿泊機能」が１つの重要な要因である。 21

ストレス・ストレーン・モデル：ある組織に期待されている要請に対するその組織の受容力の不整合
によるストレス。ストレスが高くなるとその組織の活動は失敗する可能性が高まる。つまり組織スト
レスにいかなる要因が関わっているのかを探り出すことで組織を有効に活用することができる、と考
える。

21

「食料品、医薬品、経費の余裕」＋「医療品、毛布、布団、余分のベッド」＋「職員数、専門職種」＝
要ケア人の受け入れ

21

福祉施設の整備

福祉施設の整備

行政支援の谷間

看護支援サービスのポイント

災害時要援護者の軽減

生活と心
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第３章 情報通信技術を活用した支援システム構築 
 
我が国の高齢化率（65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合）は、2005 年に 20％

を超え、今後、さらに高齢化が進行することにより、2055 年には、高齢化率が約 40%にな

ると予想されている。このような状況を踏まえ、高齢者にとって住みやすい・生活しやす

い都市空間を構築することは、我が国の重要課題の一つである。このような高齢者にとっ

て快適な生活環境を構築するためには、水や緑に関する環境情報から安全・便利でバリア

フリーな生活空間情報、病院や福祉施設などの緊急対応情報などの様々な情報を総合的に

収集、評価して、適宜提供するシステムの構築が不可欠である。 
一方、災害時において被害を最小限に食い止めるためには、公助だけでなく住民の自助

や地域コミュニティによる共助は欠かすことのできないものであり、被災情報や要援護者

の情報等を効率良くデジタルマップ上に集約し、住民や地域のコミュニティで情報共有・

相互利用を図り、災害からの速やかな復旧・復興に役立てる機能が求められる。 
平常時、災害時を問わず、住民（個人）や町内会・自治会等の地域コミュニティにおい

ては、提供される情報をリアルタイムに検索し判断する情報環境だけでなく、各種の情報

を手軽に発信できる環境が実現されれば、各地区における高齢者等の要援護者の生活にも

配慮した、高齢者にやさしい安心･安全環境が構築できるものと考えられる。 
第３章では、今後更なる高齢化が進展するわが国において、災害時における住民や地域

コミュニティを支援する情報通信技術を活用したシステムの提案とシステム活用上の課題

について検討を行う。 
3.1 節では、高齢化社会の観点から、災害時における情報共有にかかる機能と要件につい

て、既存の研究等を踏まえて検討を行う。 
3.2 節では、災害時要援護者を含む地域コミュニティ支援システムについて、情報通信に

かかる要素技術の動向や GIS を活用した被害想定技術、地域支援システムの事例について

既存文献等を踏まえた調査を行う。 
3.3 節では、民間要素技術を活用した地域コミュニティ支援プラットフォームの仕組みや

概念について、基礎的な検討を行う。 
3.4 節では、3.1～3.3 節までの調査を基に、急速な進歩を遂げている情報通信技術を活用

した支援システム構築について、その課題と方向性をまとめる。 
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3.1 高齢化社会における災害情報の共有にかかわる機能と要件 

第２章の文献調査や行政機関および民間団体へのヒアリング結果から、小学校区のコミ

ュニティを一つの単位として、公的機関と民間との役割分担（公民連携）により、ボラン

ティアや民間企業などが得意分野やリソースを活用した多様な支援体制を構築する必要性

が明らかになってきている。支援体制の構築のためには、多様かつ迅速・確実なコミュニ

ケーション手段が求められている。 
「平成 21年度情報通信技術を活用した災害時の緊急物資輸送車両支援システムに関する

調査研究：（社）日本機械工業連合会」報告書では、復旧～復興期間におけるがれき処理・

輸送のマネジメントについて検討を行っている。この中で、がれき収集運搬車両の円滑な

運行を確保するため、被災地から第１次ストックヤードまでの各段階別のマネジメント項

目をまとめている。そのイメージは、図 3.1-1 に示すとおりであり、がれき発生量を GIS
の活用により予測・修正する機能、官民の多様な情報収集手段による被災地の情報や細街

路を含めた道路の通行可能性等の情報提供機能、住民への負荷の少ない輸送マネジメント

技術について検討を行っている。 
本調査研究では、地域よりも詳細な地区に焦点をあて、地域住民へがれき処理状況等の情

報を提供するツールとしてのシステム概念の構築を検討課題とする。本節では、小学校区

の避難所を拠点として被災状況や復旧・復興状況の把握や住民・町内会への速やかな情報

提供や情報共有を支援するシステムについて検討を行う。平常時には地域点検や図上訓練

に活用でき、住民・自治体の協働体制づくりを支援する機能を有するものとする。 
 

 
図 3.1-1 がれき処理におけるマネジメント事項 
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3.1.1 災害情報の共有にかかわる機能 

阪神・淡路大震災では、震災後のがれき処理に伴う粉じん等に起因した大気環境の悪化

により、被災者の健康への影響が指摘され、特に高齢者層ほど健康面に影響を受けたとい

った実態や、粉じんへの曝露が長期間にわたって継続したことから、本調査研究で対象と

する首都直下地震の発生に際しても、速やかながれきの撤去が望まれている。また、生活

の再建期には生活復興見込みを立てるために、各種情報の提供が必要となる。一方で、災

害情報提供がうまくいかず、住民の孤立や高齢者等の要援護者への支援が効果的に出来な

い可能性もあり、被災者個人や地域コミュニティへの支援が求められている。大都市部で

の地域が抱える課題とコミュニティを支援する基盤システムの情報収集技術の一例を、図

3.1.1-1 に示す。 

町内会

自主防災組織

地域住民

ＮＰＯ法人

町内会

自主防災組織

地域住民

ＮＰＯ法人

周辺地域の災害状況が
つかめない

防災組織が地域ごとの
組織であり連携が取れ
ていない

地域住民の高齢化
新住民の入れ替わりが

多い

地域コミュニティ地域コミュニティ

地域コミュニティー内やコミュニティー間での地域コミュニティー内やコミュニティー間での
協働により、その地域特性に合わせた防災対策協働により、その地域特性に合わせた防災対策
の立案等のための支援システムの必要性の立案等のための支援システムの必要性

地 域の課題

 MAPサービス

 携帯対応
 写真投稿
 拡張現実
 Twitter
 ライブカメラ

基盤システム基盤システム
 MAPサービス

 携帯対応
 写真投稿
 拡張現実
 Twitter
 ライブカメラ

基盤システム基盤システム

 

図 3.1.1-1 地域の課題と基盤システムを構成する情報収集技術（案） 

被災者のうち災害時要援護者への支援は、自助・地域（近隣）の共助が基本と考えられ

るが、支援にかかわる問題点としては、以下のような事項があげられる。 
• 災害時要援護者や避難支援者への情報伝達体制の不備 
• 要援護者の避難支援者を定めるなどした避難行動支援計画・支援体制の欠如 
• 老人福祉施設が災害時の防災支援拠点となるための事前準備が必要 

本調査研究では、災害時に情報通信技術（以下、ICT とする）を活用して、個人と地域

コミュニティ等を支援する自治体・地域・住民相互の間での支援システムに求められる機

能として、以下の事項を考える。 
• 災害時に短時間で立ち上げられ、運用に多くの人手を必要としないこと 
• 住民が必要とする各種情報を効率よく取得し、わかりやすく提供できること 
• 自治体のシステムと連携し、災害時だけでなく平常時にも運用可能であること 
• 既存のハード・ソフトを活用して低コストで実現でき、GIS システムと連携できること  

背景：YAHOO写真地図 
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支援システムの機能イメージは、図 3.1.1-２に示すとおりである。 

 

図 3.1.1-2 被災者個人と地域コミュニティを支援するシステムの機能 

 

 このような課題の解決と支援システムの開発に対する本調査研究の目標は、以下のとお

りとする。 
 
 
 

 

3.1.2 実現のための技術開発の方向と必要な技術 

ICT を活用した支援システムの方向性としては、以下の事項を考える。 

• 地域コミュニティや個人が発信した詳細・個別の災害情報を集約し、詳細な被害状況

や避難状況をきめ細かく把握する。 
• GIS の空間情報と連動した被災地の環境情報等を評価する。 
• 高齢者等を地域コミュニティで見守り、災害時でも高齢者が安心して健康的な生活を

送ることができるように支援する。 
 
また、システムの実現にあたって必要な技術としては、以下のような機能が考えられる。 
• 地域のがれき情報等、多様な地理空間情報をリアルタイムに検索・見える化する技術 
• 多様・複雑な災害リスク情報をわかりやすく可視化・提供する技術。 
• 高齢者等への様々なサービスを適切に組合せ、適切なタイミングで提供できるための

サービス検索、連携技術 
• 地域コミュニティの環境状況を把握する環境計測技術やシミュレーション技術 

災害時における住民や地域コミュニティの「自助、共助」を主体とするコミュニケーシ

ョン基盤として、高齢者等の要援護者に配慮した災害対応活動に関する地理空間情報を、

リアルタイムに判断できる情報環境を作る。 
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個人と地域コミュニティ等を支援する、自治体・地域・住民相互の間での情報サービス

基盤の時系列による利用イメージは、図 3.1.2-1 に示すとおりである。また、地域コミュニ

ティ支援プラットフォームのイメージを図 3.1.2-2 に示す。 
 

 

図 3.1.2-1 情報サービス基盤の時系列による利用イメージ 

 

 

図 3.1.2-2 地域コミュニティ支援プラットフォームのイメージ 
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3.2 地域コミュニティ支援プラットフォームにかかわる技術 

 本節では、災害時に被災者個人や災害時要援護者などに対する地域コミュニティを支援

するプラットフォームにかかわる技術について、ICT の技術動向、要素技術、GIS を活用

した地域支援システムの開発動向等についてとりまとめる。 
 
3.2.1 災害時要援護者を支援する要素技術の動向（セコム） 

 社会の安全・安心を標榜するセキュリティ会社には、すでに実用化されているもの、研

究途上のものを含めて要援護高齢者支援に有効活用しうる ICT サービスが少なくない。こ

こでは、業界大手であり最先端の研究を行っているセコム(株)の関連サービス、研究テーマ

を紹介する。 
1) ココセコム 

ココセコムは、GPS を活用した位置確認端末である。位置検

索の対象となる人物に持たせるか、車・バイク・荷物などに隠

しておき、所在確認したい場合に、携帯電話やパソコン、ある

いはセコムのオペレーションセンターへの電話依頼によって位

置検索を行うサービスである。 

 機能１：位置確認 
認知症による徘徊などで高齢者の所在が分からなくなったとき、携帯電話やパソコン

のココセコム専用ホームページで位置検索することができる。インターネットに接続で

きる端末であれば携帯・パソコンの機種は問わない。また、ココセコムオペレーション

センターに電話して位置検索してもらうこともできる。条件がよければ 5～10m 程度の

誤差で把握できる。家族がすぐ迎えに行けない場所にいる場合は、全国 2750 カ所あるセ

コムの緊急発進拠点から緊急対処員が駆けつけ家族到着あるいはタクシー到着を待つこ

とになっている。高齢者だけではなく、子ども、女

性の見守りやバイク、自動車の盗難対策にも広く活

用されている。 
災害時の要援護者の位置検索という観点では、災

害直後ではインターネットの途絶や携帯電話回線

の輻輳などで十分機能を発揮できない可能性もあ

るが、輻輳緩和およびライフライン復旧に伴って活

用可能となる。 
機能２：緊急事態通報 

ココセコムは、持病などで１人での外出に不安があるような場合にも活用できる。端

末の中央の通報ボタンを押すとセコムに通報信号が入り、オペレーションセンターは緊

急対処員の急行を要請するとともに家族に連絡を入れることになっている。このボタン

は、高齢者にも押しやすいデザインに工夫されている。オペレーションセンターで、端

図 3.2.1-1 ココセコム 

提供：セコム(株) 

図 3.2.1-2 位置検索画面例 

提供：セコム(株) 
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末所持者と緊急対処員の現在位置を確認しながら誘導を行うため、正確で迅速な捜索が

可能である。 
機能３：危機事態への警戒 

ココセコムのユニークな機能に危機事態への警戒がある。暗い夜道などにさしかかっ

て不安を感じた時などに、ココセコム電源スイッチを２回押すとセコムに信号が送られ、

その後一定間隔でセコムからココセコムに振動が送られる。利用者の応答操作が「無事」

の合図としてセコムに送られる。万一事件に巻き込まれるなどして一定時間内に応答操

作ができなかった場合には、ココセコムがセコムに自動通報し、緊急対処員に出動要請

がかかるとともに、オペレーターがあらかじめ設定された連絡先に電話することになっ

ている。このサービスは「みつめてコール」と呼ばれており、危機事態の予兆を感じた

時の警戒支援システムとして活用されており、緊急事態の早期発見、迅速な対応にも役

立つ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
機能４：安否確認 

専用ホームページからココセコムに信号を送り、所持者に呼びかける利用方法もある。

所持者は簡単な応答操作で呼びかけ者に安否を知らせることができ、気軽な安否確認と

して活用されている。オペレーターに依頼して呼びかけ信号を送信することもできる。

このサービスは「しらせてコール」と呼ばれている。 

ココセコムのいずれの機能も災害直後には電話回線輻輳やインターネット途絶によっ

て使用できない事態が考えられるが、ライフラインがある程度復旧してくれば十分な威

力を発揮するだろう。避難所や仮設住宅生活に入る頃には、要援護高齢者の位置確認、

体調急変時のサポート、安否確認等に活用できる他、災害後の社会混乱の中で犯罪に巻

き込まれるリスクを一部軽減することも可能である。 

2) 無線画像伝送システム 

離れて生活している家族の様子などを、遠隔地にいながら動画や音声で確認すること

ができるシステムである。パソコンや電話回線も使用しないでライブ動画を確認できる

ことが特色である。確認したい場所にカメラを設置すると、遠隔地からテレビ電話機能

付き携帯電話からライブ動画で様子を確認できるほか、カメラに内蔵されたマイクとス

図 3.2.1-3 「みつめてコール」イメージ 提供：セコム(株) 
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ピーカーで会話することもできる。ライブ映像だけではなく、記録された映像を後から

確認することもできる。また、通知ボタンにより緊急時に登録連絡先（家族など）にメ

ールで知らせる機能があり、メール受信者は折り返しライブ映像を確認したり、音声で

会話したりすることができるため速やかに状況確認を行うことができる。 

 

図 3.2.1-4 ココセコムのしくみ 提供：セコム(株) 

 

一人暮らしをしている高齢の親の様子の見守りやコミュニケーションに活用できるほ

か、家に残してきたペットの様子、離れた場所にある店舗内の様子、留守中の訪問者の

確認、車などが事故に遭った際の状況確認など、多様な用途が想定されている。また、

防災・防犯対策として、河川の増水や学校・公園の監視に活用することもできる。 

仮設住宅にこのようなシステムを設置した例は過去にはないが、心身の不調の早期発

見、孤独死・関連死対策としても何らかの活用が可能と考えられる。独居高齢者にとっ

ては、離れて暮らす家族や親類が心の支えとなることで、心身の復興を間接的に支援す

ることにつながるであろう。 

カメラ設置
イメージ 

図 3.2.1-5 無線画像伝送システムのイメージ  提供：セコム(株) 
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3) ペンダント型緊急通報ボタン（マイドクター） 

マイドクターはセコムホームセキュリティサービスのオプショ

ンであるため単独契約はできないが、ココセコムと異なり救急用信

号に特化したサービスであることが特色である。契約時にかかりつ

け病院や主治医などについても情報を登録しておくため、万一の際

の迅速、適切な対応が可能である。ペンダントタイプであるため携

帯が容易であること、軽く握るだけで信号を送信できる操作性も高

齢者に評価されている。信号送信時には緊急対処員が駆けつけるほ

か、必要に応じて 119 番通報をすることになっている。 

4) BIM（Building Information Modeling)による地域社会のセキュリティマネジメント 

ここでは、建物、地域の安全・安心についてエンジニアリング的な分析を可能にする

BIM に関する研究テーマを紹介する。近年、国内外において BIM と呼ばれる手法を用い

た建物ライフサイクルにおけるデジタル３次元建物モデルの実用化が進んできている。

BIM という用語にはまだ業界で統一された日本語訳がないが、あえて訳すと「建築ライ

フサイクルにおける３次元建物情報モデルデータ活用（手法）」となり、さまざまな建物

情報をデジタル化・一元化することによって、より有効かつスマートな建築物の利活用

を可能にする技術体系である。BIM においては、設計者・施工者のみならず、発注者や

維持管理者など様々な建物ライフサイクルの関係者が３次元建物情報モデルを介してコ

ミュニケーションを行う。３次元建物モデルによる見える化の作用が、多種多様な関係

者の理解を促進し、より効率的なコラボレーション環境を実現できることが、BIM の効

果の一つとして挙げられる。見

える化には、構造解析、風、熱、

光、人動線などの解析・シミュ

レーション技術が活用されて

きており、建物、地域の安全安

心をエンジニアリング的な分

析を可能にする（図 3.2.1-7）。 
コンピュータ上で表現され

る３次元建物情報モデルには、

壁・柱・窓・ドア・部屋のよう

な建築・構造要素、空調・照明 ・

配管・エレベータ等の設備機器、

それら要素の寸法・面積・体積

や仕様、コスト、スケジュール、

維持管理情報など様々な属性

情報を格納することができ、建 図 3.2.1-7  BIMにおける活用分野の例  提供：セコム(株) 

図 3.2.1-6 マイドクター
提供：セコム(株) 
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物ライフサイクルにかかわる情報をデータベースのように活用することが可能となる。

また、３次元の地形・周辺建物・道路などの情報を持つGISとBIMを連携し、広域空間を

対象とした環境、防犯、防災などの計画立案や合意形成における解析・シミュレーショ

ン技術への活用が注目されている。図 3.2.1-8 に示すGIS-BIM連携の例では、計画して

いる施設の開設前後の交通・歩行者流量を解析し、防犯環境設計における自然監視性評

価を行っている 1)。 

 

図 3.2.1-8 GIS-BIM データ連携活用例 （提供：セコム(株)） 

防犯環境設計とは、建物や街路の物理的環境の設計（ハード的手法）により犯罪を予防

することであり、住民や警察、自治体などによる防犯活動（ソフト的手法）と合わせて総

合的な防犯環境の形成をめざす考え方である。欧米では、CPTED（Crime Prevention 
Through Environmental Design：環境設計による犯罪予防）と呼ばれている。防犯環境設

計では「被害対象の回避・強化」「接近の制御」「自然監視性の確保」「領域性の確保」が重

要な要素と言われている。災害復興に際してBIMを活用した海外事例もある。2010 年 1 月

に発生したハイチ地震の復興計画を支援したPlan Haiti BIMStorm2)

                                                   
1) BIM コンペティション Build Live Tokyo 2010(一般社団法人 IAI 日本主催)から 

（Plan Haiti）では、

GIS-BIMを活用したWebアプリケーションによってインターネット上でBIMのコンペを実

施し、世界中の建築・建設関係者に復興へのアイディア提供を呼びかけた。その結果、ボ

ランティア的に多くの復興計画案が寄せられ、ハイチの復興計画策定に貢献した。BIMに

よって空間情報を見える化・共有することで、被災地の復興支援のために世界中の専門家

の英知を結集できた画期的な取り組みであった。 
このように、BIM を中心とした ICT 利活用によって、震災時の広域空間の被害予測、震

災後の復興計画・支援などが技術的に可能になってきている。今後は、GIS-BIM 連携によ

る情報プラットフォームに、GPS を活用した位置情報や無線による非常通報等の情報を統

合し、災害時へのさまざまな意思決定支援への利活用を検討していくことが必要であろう。 

2) Plan Haiti BIMStorm: http://sites.google.com/site/planhaiti/  

http://sites.google.com/site/planhaiti/�
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3.2.2 支援プラットフォームにかかわる技術の動向 

1）日本のパソコン世帯普及率 

 

 

 

 

内閣府消費動向調査によると日本のパソコン普及率は1990年代前半までは10％台と低

く、学生やエンジニアに限定されたものであった。マイクロソフト社のWindows95の発売

とインターネットダイヤルアップ接続の事業者およびアクセスポイントの増加に伴い、

90年代後半からパソコンは大幅に普及率が向上した。ADSLによる定額制ブロードバンド

元年にあたる2001年には過半数を越えている。 

2004年はITバブル崩壊の余韻が色濃く、パソコン普及率も一時停滞傾向が見られたが、

2006年以降、ブロードバンドの光回線の普及が進むにつれて再度、普及率は上昇し2010

年には74.6％となった。総務省通信政策局の通信利用動向調査でも、ITバブル崩壊の影

響により2004年の同時期にパソコン普及率はやや低下したが、その後再度上昇し2009年

末に87.2％となっている。 

世界全体の国別普及率では、バルト海に面した北欧の小国エストニアの95%、シンガポ 

ールの91.3%に続いて3位となっており、日本は極めて高い水準にあることが分かる。 

ちなみに後続はスイスの85.2%、韓国の 81.8%、スウェーデンの76.1%、イスラエルの74.3%、

米国の74%である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.2-1 日本におけるパソコンの世帯普及率の変遷 

①総務省：情報通信政策局「通信利用動向調査報告書世帯編」2009年12月締、単身世帯含む 

②内閣府：「消費動向調査」2010年3月締、外国人世帯を除く二人以上世帯 

 

 

％ パソコン世帯普及率 

ＩＴ基盤の基本指標はパソコンの世帯普及率である 
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2) 日本のインターネット世帯普及率 

 

 

 

1995年8月27日に発売されたマイクロソフト社のWindows95はインターネット接続機能

とインターネット閲覧機能を標準装備した初めてのパソコンOSであった。 

総務省情報通信政策局の通信利用動向調査によると、ダイヤルアップから始まったイ

ンターネット世帯普及率は、Windows95搭載パソコンの発売以降の1996年から上昇カーブ

を描き始め、2001年のブロードバンド元年から急速に普及したことがうかがえる。これ

が前述のパソコン普及率にも大きな影響を与えている。 

図3.2.2-2に示すように、インターネット世帯普及率2003年には88.1％に達しているが、

携帯電話によるiモードやiアプリ等のインターネット接続を含んでいるため、パソコン

普及率と比べて高い数値となっている。2007年には91.3％となり、その後も上昇傾向に

ある。一方、総務省統計局の家計消費状況調査によるインターネット世帯利用率は、2010
年にかけてもなお上昇傾向を示している。これは光回線が普及し、インターネットによ

る動画配信や音楽配信が可能になった事により、私的利用時間においてテレビを追い越

す傾向が顕著になったためである。ラジオ番組そのものがインターネット配信化され、

SNS（Social Networking Service）によるコミュニケーションが一般化する現在におい

ては、インターネットの私的利用時間はさらに増加している。 

またインターネットサイト上の情報（コンテンツ）の量的拡大も同様である。こうし

たことを背景に、すでにIPV4規格のインターネットアドレスの割当ては枯渇し、次世代

規格であるのIPV6への移行が始まろうとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.2.2-2 日本におけるインターネット世帯普及率の変遷 

① 総務省情報通信政策局：「通信利用動向調査報告書世帯編」2009年12月締 
② 総務省統計局：「家計消費状況調査」四半期平均2010年12月締、世帯私的利用率 

 

 

インターネット世帯普及率 ％ 

ＩCＴ基盤の基本指標はインターネットの世帯普及率である。 
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3) 日本の第３世代（３Ｇ）携帯電話普及率 

 

 

 

日本の携帯電話は、その98％が高速なデータ通信が可能な３Ｇ規格であり、かつGPS
で位置情報が取得できる。一方、３Ｇ化率84.5%の韓国や41.8%の英国、31%のフランス、

28.7%の米国においては、GPSで位置情報が取得できる機種は一部のスマートフォンに限

られる。さらに、日本の３Ｇカバーエリアは山間部や海上を含めて全国を網羅しており、

都市部のみが３Ｇで、地方は２Ｇに切り替わるという諸外国とは一線を画している。 
２Ｇ規格の携帯電話は通話とSMSと呼ばれるショートメールが主な機能となり、付属

のカメラで撮影した写真程度は送付できるが、３Ｇ規格ではこれらに加えて、動画や通

常のインターネット閲覧、ネット連動携帯アプリケーション、テレビ電話などが軽快に

動作する。総務省のデータによると、日本の携帯電話の普及率は、1993年の3.2％から2003
年の94.4％へと10年間で一気に増加している。特に96年から97年にかけてアナログ方式

（１Ｇ）からデジタル方式（２Ｇ）に移行した時期に最も普及率が上昇した。 
携帯電話によるiモードやiアプリ等のインターネット接続はそれぞれ1999年2月、

2001年1月より開始されている。これは諸外国と比べて10年ほど早い。 
３Ｇ規格の携帯電話通信は2001年10月より世界で初めての商用サービスが日本におい

て開始され、2007年には３Ｇ化率が80％を超えている。さらに次世代規格であるLTE
（Long Term Evolution）の商用サービスが2010年12月より開始された。 
日本の携帯電話会社は行政から災害時の通信インフラの代替手段と迅速な復旧を求め

られており、各社は図3.2.2-3に示すような基地局用の発電機や衛星を使った基地局車と

電源車などを設備している。ガス、水道に比べて電気と通信は、災害時に復旧が早いが、

電気や有線の通信回線より無線通信の携帯電話通信インフラはさらに復旧が迅速である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.2.2-3 移動基地局車および移動電源車 

 

 
 

 

移動基地局車 大型移動電源車 

（出典 NTT HP：http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/disaster/） 

ＩCＴ基盤のもう一つの基本指標は３Ｇ携帯電話の普及率である。 
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4) 日本の年齢によるインターネット利用格差 

 

図3.2.2-4は、年齢別のインターネットの利用率を示している。ここでは、利用格差、

いわゆるデジタル・デバイドを概観する。 
2008年末において、10歳代後半から40歳代にかけては利用率がおおよそ90％に達して

いるが、60歳代後半では37.6％と半数を下回り、70歳以上では３割以下であった。しか

しながら、2009年末には60歳代でも6～7割となり、年齢別による利用格差（デジタル・

デバイドの状況）はかなり改善されてきている。さらに、５年後、10年後と時間が経過

すれば現在の50歳代が60歳代へ、60歳代が70歳代へとシフトするので、利用格差は減少

する傾向が顕著となることが予想されている。 
｢ピュー・インターネット・アンド・アメリカン・ライフ・プロジェクト｣によると、

米国では2005年以降、インターネットの新たな利用者が最も増えた年齢層は70歳から75
歳だった。2005年の同調査時には、この年齢層でインターネットを利用している人はわ

ずか26％だったが、現在は45％が利用している。60～64歳では62％であるが、40～44
歳では83％、18歳から24歳では89％、12～17歳では93％である。iPad等の高齢層に適

した情報端末が普及することで、改善はより顕著となる方向である。 

日本も後述のiPadやGoogleTV等の高齢層に適した情報端末の普及が進みつつあり、利

用格差はさらに縮小される見込みである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.2.2-4 年齢別インターネット普及率 

総務省：「通信利用動向調査」2009年12月末締より 

 

年齢別インターネット利用率 ％ 

ＩCＴ基盤の別の切り口からの基本指標はデジタル・デバイドである。 
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5）米国における年代別にみる情報の共有手段 

 

図3.2.2-5に示すように、SNS(Social Networking Service)であるFacebookが、若年層

においてはEmailを抜いている。Facebookは、Facebook,Inc.が提供するSNSで、2004年
にサービスを開始している。近年急速にユーザー数を増やし、2011年現在、世界中に5億
人を超えるユーザーを持つ世界最大のSNSになった。日本でのユーザー数は308万人であ

る。表3.2.2-1から明らかなように、日本では実名でやり取りするFacebookではなく匿名

で利用できるTwitterが1300万人弱のユーザーを獲得し、米国よりも広く利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007982） 
図 3.2.2-5 米国における年齢別の情報共有手段 

18～24歳の米国インターネットユーザーは情報共有にSNSを多用する。 

表 3.2.2-1 日本における mixi，Twitteer，Facebook インターネット視聴率（2010/12） 

（出典：Neilsen Netview） 
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6）高齢者にも利用が容易なICTデバイスの誕生：iPad（アイパッド） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図3.2.2-6 高齢者によるiPadの利用状況 

iPadは、アップル社によって開発および販売されているタブレット型コンピュータで

ある。従来の情報端末に比べ、より高齢者に扱い易くなっており、購入者の半数近くが

50歳代以降の年代となっている。iPhoneより大画面で電子書籍の購読ができるなど高齢

者へのメリットは大きく、日常の使用に適しており、全世界で2000万台が販売された。 

（出典：http://japan.internet.com/busnews/20100623/5.html） 

（出典：http://www.youtube.com/watch?v=ndkIP7ec3O8） 

「iPad」により100歳の緑内障女性は読み書きの喜びを取り戻した。 
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7) 高齢者にも利用が容易なICTデバイスの誕生（GoogleTV） 
 

 

 

図3.2.2-7に示すように、「GoogleTV」は簡単なユーザーインターフェースでインター

ネット上のコンテンツを検索、アクセスできるテレビで、快適な操作性でマルチタスク

（テレビを見ながらインターネットを閲覧する）を可能とした。 

機能追加もアプリケーションのダウンロードで簡単に行えるので、高齢者用の防災向

けソフトを開発して追加することも容易である。従って、避難所や防災センターに設置

し、高齢者が情報を共有する用途に適した情報端末と言える。 

 

図3.2.2-7 「GoogleTV」（テレビを見ながらインターネットを閲覧する） 

 

 

平成23年3月時点での価格は、24インチの「NSX-24GT1」が599.99ドル（約4万9100
円）、32インチの「NSX-32GT1」が799.99ドル（約6万5500 円）、40インチの「NSX-40GT1」
が999.99ドル（約8万1900円）、46インチの「NSX-46GT1」が1399.99ドル（約11万4600
円）である。また、現時点での市販製品タイプとしては、テレビ一体型の“Sony Internet 
TV”と、ブルーレイディスクプレーヤー内蔵型の“Sony Internet TV Blue-ray Disc 
Player”の2種類がある。 

（出典：http://gigazine.net/news/20101013_sony_google_tv/） 

テレビを見ながらインターネット閲覧やTwitterが可能 
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3.2.3 プラットフォーム構築にかかわる情報通信技術の動向 

ニュージーランドのクライストチャーチ（Christchurch）で平成23年2月22日に発生した

地震では、損壊した建物のがれきで机の下に入ったまま身動きが取れなくなった方が、携

帯電話で外部と連絡をとることができた。 

ニュージーランド地震では、他にもがれきに埋もれた中からメールを送ったり、携帯電

話で連絡をとりあった事例が報じられている。 

このように普及が進んだ携帯電話を、生存確認やがれきに埋もれた方を探すツールとし

て見直すことも必要であると考えられる。特にGPS機能は、大部分の携帯電話に実装され

ており、生存箇所を特定するのに有効と考えられる。 

ここでは、高齢化社会における情報通信技術（特に携帯通信）、増大するコンテンツを管

理するクラウドシステムおよびコミュニケーションツールであるSNS(Social Network 
Service)について考察する。 

 

1) 情報通信の現状 

■高齢化社会における携帯電話 

前項では、携帯電話の普及状況やインターネットの普及状況について言及した。総務

省が公表しているデータによると、2010年3月時点では、構成員が2人以上の世帯での携

帯電話の普及率は92.4％であった。また年代別でみても65～69歳で69.7％、70～79歳で

も40.2％が携帯電話を所持している3)

データ通信の割合が増加してくると、さらなる通信の高速化への要求も強まってくる。

このような中、携帯電話の高速なデータ通信仕様の一つで、NTTドコモやソフトバンク

モバイルなどが採用している第３世代携帯電話方式「W-CDMA」の高速データ通信規格

「HSDPA」をさらに進化させたものであるLTE（Long Term Evolution）が注目されて

いる。これは、下り100Mbps以上、上り50Mbps以上の高速通信の実現を目指したもので、

W-CDMA方式の標準化団体3GPPで標準化が進められている。３Ｇに比べて遅延を10ms

。 

この数値が示すとおり、高齢化が進む日本においても、携帯電話は国民に根付きつつ

あり、有効な社会インフラになりつつあることがわかる。 

現在、国内における携帯電話については、第３世代移動通信システム（通称３Ｇ）と

言われる国際電気通信連合 (ITU) が定める「IMT-2000」規格に準拠した通信システム

が普及しており、NTTドコモやソフトバンクモバイルが採用しているW-CDMA方式およ

びKDDIが採用しているCDMA2000方式がある。また、2010年頃から、iPhoneに代表さ

れるスマートフォンも普及しており、３Ｇにおいては音声通信以外に、データ通信の占

める割合も増加傾向にある。 

 

■高速通信の時代へ（LTE） 

                                                   
3) 総務省統計データ：http://www.soumu.go.jp/main_content/000064217.pdf 
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程度から5ms以下に改善、スループットをHSDPAと比べて2～4倍に向上し、周波数帯域

の利用効率が向上するとされている。LTEでの通信サービスはパケット通信のみを対象

に考えられている。高速通信に向けたロードマップを図3.2.3-1に示す。 
このように大量なデータ通信や映像情報を無線にて、手持ちの携帯電話やスマートフ

ォンで利用することが可能となれば、高齢者などへよりビジュアルでわかりやすい情報

を提供することが可能になるといえる。 

 

 

図3.2.3-1 高速通信に向けたロードマップ 

（出典：NTTドコモ：http://www.nttdocomo.co.jp/xi/index.html） 

 

■スマートフォン 

最近では、iPhoneに続き、Android携帯などのスマートフォンの普及が拡大しつつある。

これらのスマートフォンは３Gの携帯網を利用できることはもちろんのこと、標準で

Wi-Fi機能やbluetoothといった通信をも利用することが可能な仕様となっているものも

ある。ビジネスマンやネットゲームを楽しむ若者は、外出先の通信環境で最適な回線を

選択して利用している。このような背景として、HOTSPOT、BBモバイルポイント、フ

レッツ・スポットなどWi-FiやWiMAXなどが利用できるアクセスポイントは、ファース

トフード店やコーヒーショップといった箇所に設置してあり、都市部でのアクセスポイ

ント数（Wi-Fiであれば10,500箇所以上）は急速に拡大している。これら機能は、災害時

においては冗長性があるとはいえないまでも、一つの端末で種々の通信方式を選択でき

るという意味に置き換えることも可能となるといえる。 
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2) クラウドシステムの現状 

■大容量コンテンツの増大 

前述のとおり、通信の大容量化が進むとともに、そこでやりとりされるコンテンツの

数と容量も増加する傾向にある。例えば、地図情報を無料でインターネットや携帯電話

で入手し、訪問したい店の場所を探したり、自分の位置を確認することが当たり前とな

る環境が整いつつある。また、自分が現在いる位置で撮った写真や動画を地図上にアッ

プロードすることも可能になっている。このように、画像や映像情報がコミュニケーシ

ョン手段として拡大してくると、コンテンツ配信事業者等は数年先のために、どの程度、

データ保管領域を確保しておけばよいのか、将来的に急にデータ保管領域の拡張が必要

になった場合、早急な対応が可能なのか、あるいは初期投資した割には利用が少なくリ

ソースを無駄にしないかなど設備投資の判断が難しくなってくる。 

さらには、昨今の様々なセキュリティ事案への対応、地震やパンデミックに対応した

事業継続性、取り扱う情報量の増大への対応などのために、機器や回線などのインフラ

を増強する必要がでてきている。また増加した回線や機器などのインフラを、人的リソ

ースやコスト面から自組織内で維持することが年々難しくなって来ている。 
図3.2.3-2は、自社構築システムの初期コスト、運用コストのイメージを示したもので

ある。 

発電機 回線 ネットワーク機器 運用システム
（サーバ、DB、システム）

運用技術者 現地設定・メンテナンス
技術者

 

コストの変動が大きい「自社構築」
取り扱う情報量の増大、様々なセキュリティ事案の発生などにより、設備
増強の計画が年々困難に。増加の度にハードウェアやライセンス費用を
追加すれば、コストは膨大。

製品購入期間
構築初期

チューニング作業

アップデート

障害対応

年間保守
ライセンス費用

機材追加費用

年間保守
ライセンス費用

人的リソース■初期コスト・運用コストイメージ

突発的に
跳ね上がる

コスト

金銭コスト

時間
運用期間

 

図3.2.3-2 自社構築システムでの初期コスト・運用コストイメージ（提供：(株)ＩＩＪ） 

 

クラウドシステムとは、インターネットを基本にした新しいコンピュータの利用形態

であり、ブロードバンドの普及や様々な技術革新によって、ユーザがネットワーク上の
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コンピュータリソースを利用することを可能にしたものである。 

代表的なサービスプロバイダー（クラウドプレイヤー）としては、アマゾン（EC2）、
グーグル（App Engine）、セールスフォース（Force.com）があるが、ハードウェアリソ

ースを中心としたインフラレベルの提供から、統合開発環境をプラットフォームとして

提供する等、サービス形態は様々である。図3.2.3-3に示すとおり、初期投資を抑え、必

要に応じてディスクやメモリなどのリソースを増やせること、アセットレスであること

から運用管理の手間がかからないなどメリットも多く、組織内でのシステム所有からク

ラウドシステムに乗り換える企業などが増えてきている。さらには、事業継続性（BCP）

の観点からもクラウドシステムを選択する傾向にある。 

ただし、クラウドシステムは、利用者間での共有設備であるため、個別事情に細かく

応えられないことや、他社の利用により共用設備のリソースの消費がひっ迫するなどの

デメリットもあるため、サービスプロバイダーを選択するにも注意が必要になってくる。 

コストがほぼ一定の「アウトソーシング」

クラウドやASPによるアウトソーシングなら、コストや運用負荷はほぼ一定。
突発的なコストの増大がなくなります。

サーバのディスク容量などリソースが足りない場合、サービスのグレードを
代えることにより迅速に対応が可能となる。

初期

時間

人的リソース

金銭コスト

ほぼ
一定の
コスト

■初期コスト・運用コストイメージ

運用期間

 

図3.2.3-3 クラウドの初期コスト・運用コストイメージ（提供：(株)ＩＩＪ） 

 

3) SNSの動向 
携帯電話のない時代には、車両故障や人身事故により電車内に閉じこめられても、鉄

道会社の車内放送を待つしか情報を得る手段がなかった。 

しかしながら現在は、携帯のウェブ機能やスマートフォンなどの発達により、災害時・

非常時においても車外の情報を手軽に得ることが可能であったり、災害現場にいる人間

同士がコミュニケーションを取り合うといったことが可能になってきている。 

このようなコミュニケーションの手段に、最近ではmixi、twitter、facebookなどのSNS
が活用されてきている。これらのサービスは、メールと違って、手軽に１対多の通信が
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可能となる特徴を有している。 

最近では、パソコンでの利用はもちろんのこと、スマートフォンからの“つぶやき”をア

ップロードしたり、携帯電話で撮った画像や映像を添付できるため、リアルタイムで、

よりきめ細かい情報を、閲覧者とやりとりできるようになってきている。特徴としては、

mixi、facebookは、面識のある人を中心にコミュニティを構成している一方で、twitter
は他の2つのSNSに比し、匿名である場合が多く、閲覧者などは面識のない人であるケー

スも多い。投稿の手軽さから更新頻度が高いのはtwitterである。 
以下に、SNSが災害時に役立った事例が掲載された記事を示す。 

 

【シドニー時事】 

オーストラリア北東部のクイーンズランド州は、1918年以来という最強レベル

「カテゴリー5」の超大型サイクロン「ヤシ」の直撃を受けたが、人的被害は最小

限にとどまった。インターネット交流サイト「フェースブック」なども積極活用

した州当局の警告や避難呼び掛けに多くの市民が耳を傾けたことが貢献したよう

だ。 

州警察のメディア責任者キム・チャールトン氏は、豪州でも利用者が増加して

いるフェースブックは災害時の情報受発信手段として「パーフェクト」と評価す

る。昨年5月ごろから活用を開始し、年末以降、州内で深刻化した洪水や今回のサ

イクロン来襲の際、記者会見の情報や市民らへの注意事項などを逐一発信した。 

警察のフェースブックには、洪水のピーク時に1日で3900万件の閲覧があった

が、これほどのアクセスは自前のウェブサイトでは対応できないという。フェー

スブックは高機能携帯電話からも閲覧可能で、市民が書き込んだコメントを通じ

て情報を集めることもできた。「非常に有益なツールだと分かった」という。 

 

 

手持ちの携帯電話やスマートフォンからSNSにて「○○にいるから助けに来てくださ

い」と発信することで、公的機関の救助を待たなくても、友達等が助けに来てくれるな

ど共助に役立つツールになる。 
mixi、twitter、facebookなどのSNSは、携帯やスマートフォンにより手軽にリアルタ

イムに情報を交換できるツールとなってきており、今後の災害時等にも役立つ、強力な

ツールになり得るといえる。 
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3.2.4 空間情報（GIS）を活用した即時地震被害想定技術の動向 

地震発生直後に、大まかな被害状況を把握することは、初動体制の確立や二次災害防止、

合理的な復旧計画の立案などに不可欠である。阪神・淡路大震災以降、研究機関（大学、

研究所）、消防庁、自治体、ライフライン企業などを中心として、空間情報（GIS）を活用

した即時地震被害予測システムの研究開発・実用化が進められてきている。また、最近で

は、リモートセンシング画像を用いた広域な被害把握が行われるようになってきた。 
本項では、1）シミュレーションによる被害予測、2）画像・映像分析による被害把握につ

いて、最近の技術動向を記述する。 
 
1）シミュレーションによる即時被害予測 
この方法は、事前に被害予測エリア

の地盤モデルやデータベースを構築

しておき、地震発生直後に被害予測の

シミュレーションを行うものである。

具体的には、震源情報をもとに解析す

る方法と、リアルタイム地震情報をも

とに解析する方法がある。 
即時被害予測システム（自治体）の

一般的な流れを図 3.2.4-1 に、また、

即時被害予測システムの表示例を図

3.2.4-2 に示す。以下に、自治体、ラ

イフライン企業による主な事例を示

す。 

自治体 
兵庫県では、「フェニックス防災システ

ム」を構築している。このシステムは、

地震発生直後に、震度情報などをもとに

被害の予測を行うだけでなく、必要な要

員や物資の需給推計を行って、緊急対応

に関する意思決定を支援するシステムと

なっているところに特徴がある。 
横浜市では、「リアルタイム地震防災シ

ステム（READY）」を構築している。こ

のシステムは、地震発生から 3 分で被害

の全体像を把握し、20 分以内に市独自に

配置した 150 箇所の強震計からの情報をもとに、被害推定を行うシステムである。 

資料 3-5 

地震発生

震源情報ないし
地震動情報入力

DB
地盤・人口・建物

微地形区分

速度増幅率

急傾斜地

DB

市区町村境界

基礎データ

ほか

地震動分布

建物被害 火災被害

道路被害

ライフライン被害
人的被害

解 析

斜面災害 液状化被害

被害集計

地震発生

震源情報ないし
地震動情報入力

DB
地盤・人口・建物

微地形区分

速度増幅率

急傾斜地

DB

市区町村境界

基礎データ

ほか

DB
地盤・人口・建物

微地形区分

速度増幅率

急傾斜地

DB

市区町村境界

基礎データ

ほか

地震動分布

建物被害 火災被害

道路被害

ライフライン被害

火災被害

道路被害

ライフライン被害
人的被害

解 析

斜面災害 液状化被害

被害集計

図 3.2.4-1 即時地震被害予測システム（自治体）の

一般的な流れ 

図 3.2.4-2 即時地震被害予測システムの表示例 
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また、岐阜大学では、地震発生

後の時間経過に従って、より詳細

な震度分布を表示することが可

能なシステムの開発が進められ

ている（図 3.2.4-3 参照 ）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.4-3 地震発生後の時間経過と推定可能な震度分布の概念図 4)

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ライフライン企業 

ライフライン企業では、特にガス会社での即時地震被害予測システムの開発・実用化

が進んでいる。東京ガス(株)では、「超高密度リアルタイム地震防災システム－SUPREME
－」を構築している（図 3.2.4-4 参照）。このシステムは、供給エリア内の約 3800 箇所に

地震センサーを設置し、地震時には観測結果をもとにガス導管の被害を即時に予測し、

ガバナ（地区整圧器）を緊急遮断することができるものである。このシステムにより、

社会的影響の極小化を図るとともに、企業として早期復旧による逸失利益の極小化を目

指している。また最近では、これらの地震センサーで観測した地震情報をリアルタイム

で配信するサービス（有料）も提供している。 
シミュレーションによる即時被害予測の課題としては、まず地震動の予測手法、被害 

図 3.2.4-4 SUPREMEのシステム構成図とデータフロー5)

                                                   
4) 杉戸真太ほか（2006）：「地震発生直後における高密度・高精度震度分布の即時推定・更新システム開発」

研究成果報告書 
5) 菜花健一、細川直行、山内亜希子(2007)：「SUPREME による千葉県北西部地震観測情報の利用事例」、日

本地震工学会論文集、第 7巻、第 2号（特集号） 
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予測手法の高度化がある。より精緻な予測を行うためには、地域の地盤特性を考慮した

モデルの作成が不可欠であり、自治体の場合は、即時地震被害予測の情報をどの範囲で

共有するか、発災後の時系列の中で被災現場から届く被害情報とのリンクをどうするか、

被害情報を意思決定にどのように活かしていくかなどの課題がある。 
即時被害予測システムは発災時に利用するものではあるが、日常からこのシステムを

用いた災害対応訓練を行うなどによって活用しておくことで、災害時の初動体制の確立

や意思決定をスムーズに進めることができる。 
 

2) 画像・映像分析による被害把握 
地震発生直後に、ヘリコプター等からの空撮映像（画像）や高解像度の衛星画像を用

いて、倒壊家屋や崩壊斜面の自動抽出や目視判別を行い、GIS を活用して被害の把握を

行う方法である。ハイチ地震、チリ地震などでは、リモートセンシング画像を用いて広

域被害把握が行われるようになってきている（図 3.2.4-5 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.4-5 リモートセンシング画像と被害の比較（Talca）6)

リモートセンシング画像を用いた広域被害把握については、地震後の緊急撮影による

画像が撮影条件等で不鮮明となることがあり、撮影の角度や被害の程度によっては建物

内部や壁面の被害状況の把握が難しい等の課題がある。また、現状は画像の目視判別が

多いことから、自動抽出技術の向上が課題となっている。 

 
 
地震災害が広域の場合には、地震直後は被害情報が不足しがちであることから、画像

を用いた被害把握手法は、おおまかな被害状況を把握する上で有効である。また、倒壊

家屋の位置や量に関する情報を面的に解析することで、市街地におけるがれき発生量の

早期把握と、最適な搬出方法の検討が可能になると考える。 

                                                   
6) 三浦弘之、丸山喜久、Miguel Estrada、松崎志津子、山崎文雄（2010））：2010チリ・マウレ地震の被害

調査報告、http://www.enveng.titech.ac.jp/midorikawa/pdf/esee_2010chile_rs.pdf 
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3.2.5 災害に対応した地域支援システムの事例 

地震や豪雨による水害などの災害では、速やかに災害状況や被害状況を把握し、早期の

迅速な予防および対応を図ることが、被害低減への重要な要素となる。しかし、現状は、

災害や被害に関する情報が災害関連部局や関連企業から報道やインターネット等を通じて

主に文字情報として盛んに配信されるものの、それらを複合的に捉え、災害・被害情報を

一元的に把握し、速やかに対応を判断し、実行に移すことが極めて難しい状況にある。 

すなわち、今なお、災害発生時には災害関連部局担当者が個別のサイトから情報を収集

し、その都度紙地図上に情報を記載する手法がとられている。 

しかし、最近では、GIS 技術を活用して各種情報を一元管理することにより、災害・被

害状況を迅速かつ正確に把握し、早期の予防や対策の意思決定を支援するシステムが構築

されてきている。ここでは、あらゆる自然災害の情報を一画面に集約し、総合的な状況判

断を支援する「災害情報プラットフォーム」の特徴を以下に記述する。 

 

（１）あらゆる自然災害の情報集約が可能 

地震、台風、各種注意報・警報、降水量などの気象情報を一画面で表示でき、かつ、

情報が自動更新されるため、情報収集の手間が大幅に削減可能である（図 3.2.5-1 参照）。 

（２）気象情報に対応する各種データの確認が可能 

気象情報のほか、インターネット上に公開されているライブカメラの画像や水位計デ

ータなどの収集も可能であるため、気象情報と映像、各種データを組み合わせることで、

迅速な被害状況の把握と対応策の立案が可能となる（図 3.2.5-2 参照）。 

（３）地図上に自由にメモ書きが可能 

テレビ、インターネットなどから収集した災害や被害情報、現場や拠点からの報告な

どを簡単に地図に書き込むことができ、すでに書き込んだメモへの追加やメモの検索も

可能であるため、災害発生時の情報を記載する紙地図の代わりとして活用できる（図

3.2.5-3 参照）。 

（４）災害発生情報の自動配信が可能 

地震、津波、警報・注意報の発令・解除を事前の設定条件に従い、関係者に自動配信

することが可能である（図 3.2.5-4 参照 ）。 

 

このように、これまで災害時に別々の発信源から提供されていた情報を一つにまとめる

ことで災害時の状況を瞬時に把握し、意思決定することが可能となるため、災害時におい

て被害が激しい地域への人員・資機材の優先配置や被災地への効率的なアクセスの検討等、

より迅速な災害対応が可能になると考えられる。     
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ライブカメラサイトへ 水位計サイトへ 

ライブカメラ 

雨量計 

水位計 

図 3.2.5-1 気象情報の表示画面 （提供：(株)パスコ） 

3.2.5-2 映像・各種データの表示画面 （提供：(株)パスコ） 
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3.2.5-3 メモ書き機能の画面 （提供： (株)パスコ） 

3.2.5-4 災害発生情報の自動配信画面 （提供：(株)パスコ） 
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3.3 プロトタイプのシステム概念の検討 

本節では、地域コミュニティを支援するプラットフォームを実現するシステムの概念に

について検討を行う。 
 

3.3.1 新しい情報収集と災害情報共有技術 
2011 年 2 月 22 日、ニュージーランド、クライストチャー

チ市で発生したM6.3 の直下型地震では、ソーシャルメディ

アが無視できない役割を果たしている。特に、発災直後の被

害状況の把握や安否情報の確認におけるリアルタイムの情報

共有において、Twitter等のSNSは非常に有効であったことが

報告されている。安否確認に関しては、専用のハッシュタグ

「#eqnzcontact」を活用してTwitter 上で情報がやり取りさ

れたほか、Google社により情報検索サイト「Google Person 
Finder : Christchurch Earthquake, February 2011」が地震

の翌日には開設されている。また、位置情報と連動した被災

現場の状況を可視化するための情報の生成、整理サービスと

して、「ク ライス トチ ャー チ ･リカバリー ･マップ

(http://eq.org.nz)」 というサイトがある 7)

                                                   
7) 現代ビジネスソーシャルビジネス最前線（http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2176 ）：市川裕康 

。 
このサイトの特徴は、行政（政府機関）、企業、NPO、 
現地状況を把握する一般の人を含む誰もが、携帯電話の無料ショートメッセージ、 

Twitter、電子メール、ウェブの記入フォームから情報を提供できることにあり、情報交換

を可能とするサイトへのリンクもトップページに盛り込まれている。また、このサイトの

大きな特徴は、世界中の「CrisisCampNZ」というボランティアチームのメンバーによって

運営されている点にある。この事例に示されるように、災害情報のリアルタイムな収集と

提供が、既存のソーシャルメディアを活用することで迅速に可能となる。 
 

3.3.2 支援システムのプロトタイプの概念 
災害時には、小学校区を基本として住民・地域コミュニティ、NPO 法人等の協働による

被災情報等の収集・伝達・共有の仕組みとして、既存の民間企業が展開している情報提供

サービスシステム上で、行政機関が提供する各種情報に加え、民間企業が収集する情報を

取り込む仕組みを構築する。その際は、避難所と災害対策本部間については、行政側の情

報共有環境で連携することとし、発災後は被災現場にいる住民が協力して被災情報等を収

集、自治会等を中心にその情報をとりまとめ、避難所にある情報ステーションに集約され

ることにする。一方、被災などで活動できない自治会や情報空白地域においては、自治体

職員やボランティアなどが ICT を利用して被災情報を収集するものとする。 

図 3.3.1-1 クライストチャーチ･
リカバリー･マップ 
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なお、ベース技術を基幹的なシステムとして活用する視点としては、平常時から情報提

供ツールとして運用されているシステムであること、地図データ等も適宜更新され各種機

能の付加を想定されたシステムとして構築されていることである。平常時と震災直後にお

ける利用を想定し、情報入力や情報閲覧等の機能は，平常時と同様に利用できるものとす

る。地域コミュニティ支援プラットフォームのシステムイメージを，図 3.3.2-1 に示す． 

 
図 3.3.2-1 地域コミュニティ支援プラットフォームのイメージ（案） 

また、地域コミュニティ支援プラットフォームについては、事業に参画する企業の事業

領域の要素技術を統合して構成するものとする。（図 3.3.2-2） 

 

図 3.3.2-2 地域コミュニティ支援プラットフォームの構成技術（案） 
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3.4 要援護者支援システムの構築と活用にかかわる課題整理 

震災後のがれき処理では、粉じん等に起因する大気環境の悪化により、被災者の健康へ

の影響、特に高齢者層ほど健康面に影響を受けたことが指摘されており、速やかながれき

の撤去が望まれている。 
被災者にとっては、緊急対応期から生活の再建期まで各種情報の提供が必要となるが、

2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震でも露呈しているように、巨大災害では、発災

時から災害情報の収集や提供が非常に困難な状況となる。このため、被災者は生活復旧の

見込みすら立たなく、結果として住民の孤立や高齢者等の要援護者への支援が効果的に出

来ない事態となる。 
本章では、被災者個人や地域コミュニティへの支援を行うシステムについて検討を行い、

高齢化社会における災害情報の共有にかかわる機能や支援プラットフォームの構築に求め

られる要素技術の検討を行っている。 

本節では、要援護者支援システムの構築に向けた技術の方向性を再整理し、実現に向け

た課題をとりまとめる。 

 
ICT を活用した個人と地域コミュニティ等を支援するシステムの方向性は、以下のとお

りである。 

• 地域コミュニティや個人が発信した詳細・個別の災害情報を集約し、詳細な被害状況

や避難状況をきめ細かく把握する。 
• 平常時から高齢者等を地域コミュニティで見守り、災害時においても高齢者が安心し

て健康的な生活を送ることができるように支援する。 

また、自治体・地域・住民相互の間での支援システムに求められる機能としては、以下

に示すとおりである。 
• 災害時に短時間で立ち上げられ、運用に多くの人手を必要としないこと 
• 住民が必要とする各種情報を効率よく取得し、わかりやすく提供できること 
• 自治体のシステムと連携し、災害時だけでなく平常時にも運用可能であること 
• 既存のハード・ソフト、ソーシャルメディアを活用して低コストで実現でき、GIS システ

ムと連携できること  

支援システムの方向性と求められる機能を盛り込んで構築される要援護者支援システム

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。 

【 ハード系の課題 】 

 携帯電話等の端末は、基地局や交換局が被災すると通信経路が途絶するため、電話

がかかりにくい状態となる。このような事象に対処するためには、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。 
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 災害時には処理できる通話量に制約があり使用不能となるため、通信の輻輳に対し

て対処が必要である。 

 民間企業が運営する情報提供サービスサイトについては、データセンターの冗長性

（災害時にも運用が可能となること）を確保するため、700～800ｋｍ離れた遠隔

地に同じ仕様のサイトを設置する必要がある。 

【 ソフト系の課題 】 

 災害時には、地域住民等から細かな情報を入手するなど、行政と民間との役割分担、

棲み分けを行うことにより情報収集・発信を行う必要がある。ここで、地域に即し

たプラットフォームの構築については、運営実績のある民間企業のシステム活用が

理想的である。 

 情報端末として、携帯、スマートフォン、テレビ、PC など、さまざまな手段への

情報提供が必要となるだけでなく、追加サービスのシステムへの組み込みも容易な

仕組みが求められる。 

 情報提供サービスサイトでは、SNS、ライブカメラ映像、自治会情報など、各々

の独立したサービスを災害支援機能として統合し、有効に活用できる機能が必要で

ある。 

 高齢者の健康状態などを通知する端末では、意図しなくても異常を知らせる情報を

出せる仕組みが求められる。 
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第４章 がれき処理スキームおよび官民連携方法論の検討 
 
阪神･淡路大震災では、発災後約 2 ヶ月を経過したあたりから復興の街づくりへの機運が

高まり、それとともに倒壊家屋等の解体撤去により発生する膨大な量の災害廃棄物を市街

地から速やかに撤去することが、震災復興期の大きな課題となっている。 
特に、倒壊建物の解体撤去が順調に進むにつれて災害廃棄物の処分場や積出基地周辺の

道路では、がれきを運搬する車両が引き起こす交通渋滞が、例えば、布施畑処分場の周辺

では最大 12km にわたるなど社会問題化した。このような車両による渋滞は、がれき処理

のスピードを遅らせる大きな要因となるだけでなく、混雑状況に起因した沿線道路の排気

ガスの問題や輸送車両に起因する粉塵等、市民の住環境へも大きな影響を及ぼしている。 
密集市街地での被災により、がれきの仮置場および積出基地の確保も非常に困難であっ

たことが指摘されており、被災地からの速やかながれきの搬出を実現するためには、積替

え場の設置や仮置場を含めたがれきの処理スキームの設定だけでなく、がれき輸送車両へ

の支援を含めた輸送のマネジメントが重要となる。 
第４章では、第２章の復旧・復興過程におけるがれき処理が地域住民へ及ぼす影響検討

結果や第３章で整理を行った情報通信技術を活用した地域支援プラットフォームに求めら

れる要素技術等の調査結果等をもとに、首都直下地震で甚大な被害が想定される地域をモ

デルスタディ地域として設定し、モデル地域（木造密集地等）からのがれき搬出スキーム

について検討を行う。さらには、地域支援プラットフォ－ムやがれき搬出スキーム構築に

関する官民の連携の方向性等について検討を行う。 

4.1 節では、首都直下地震で大きな被害が想定され、大量のがれき処理が求められる地域

として、大田区エリアを検討対象として設定する。 

4.2 節では、災害時の公園利用計画を参考にして、現地調査などを基にした大田区でのが

れき輸送スキームについて検討を行う。 
4.3 節では、円滑な搬出スキームや地域支援のプラットフォームを実現するシステムを構

築する際の、官民の連携方策について検討を行う。 
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4.1 検討モデル地区の設定 

中央防災会議で公表された首都直下地震対策にかかわる被害想定結果資料（平成 16 年 11
月）において、地震の揺れによる焼失棟数については、図 4.1-1 に示されように想定されて

いる。また、東京都では、図 4.1-2 に示すように、被害想定調査にもとづき危険区域の情報

が公開され、災害に強い街づくりへの取り組みが進められてきている。 
東京都区部の周辺部、環状６号線～環状８号線のエリアは、戦前・戦後にわたって計画

的な市街地開発ができないまま既存市街地の周辺に密集市街地が形成されていった地域で

ある。このエリアには、1980 年以前に旧耐震基準に従って建築された木造住宅も数多く残

っており、次の地震では耐震化の遅れにより、大きな被害を受ける可能性があると指摘さ

れている。図4.1-1および4.1-2にも示されるように、江東デルタ地域、大田区地域では、大

量の建物倒壊による被害や火災延焼被害の拡大が懸念されている。 
以上の観点から、本調査研究では、大田区エリアを対象に検討を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1-1 中央防災会議資料による揺れによる焼失棟数の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1-2 東京都調査による総合危険度分布 

（出典：地震に関する地域危険度測定調査（第 5回）東京都都市整備局） 

（出典：首都直下地震対策に関する参考資料(平成 17年 7月)、中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」 
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4.1.1 大田区における安心・安全なまちづくり（大田区基本構想関連） 

平成20年10月に策定された大田区の基本構想では、３つの領域から大田区を眺め、そ 
れぞれの領域ごとの「めざすべき姿」として、以下の基本目標が定められている。 

基本目標１：生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち 
基本目標２：まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都市（まち） 
基本目標３：地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち 

これらの基本目標では、大田区の特色である高度産業技術の集積などのまちの魅力によ

って、高齢化社会においても高齢者が住みなれた地域で健康で尊厳を持って暮らし、連携

と協働による「地域力」で「人と地球に優しいまち」をつくることとされている。 
この基本目標を策定した大田区基本構想審議会における「安心・安全な街づくり」に関

する大田区の現状は、以下のように示されている。 

【現 状】 

• 区民世論調査における「「特に力を入れて欲しい施策」では、「高齢者対策」につ

いで「防災対策」が第2位であり、近年こうした傾向が続いている。 

• 区内には木造住宅の密集地域も残る。不燃化率は年々改善されており、区部平均を

若干上回るまでになったが、依然として耐火造（ないし簡易耐火造）ではない建築

物が約4割残っている。 

• 多摩川等の浸水が予想される地域があるなど、治水も防災上の大きな課題である。

平成19年9月にも区内で台風等による影響で、風水害被害が発生した。 

 

 

図 4.1.1-1 施策要望の過年度比較と不燃化率の推移 

（出典：大田区基本構想審議会第 1専門部会第 1回配付資料（平成 19年 11月 7日更新）） 
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【 安全、安心なまちづくり 】 

大田区内には、大地震などの発生時には大規模な災害につながりかねない木造の住宅が

密集している地域がある。区では、区内の建物の不燃化に取り組んでいるが、今後も不燃

化対策・耐震改修や木造密集住宅市街地整備等を進めるとともに、避難場所として緑地の

整備を図ることが求められている。また、これらのまちづくりにあたっては、誰もが、安

心して暮らせるユニバーサルデザインの視点で様々な課題に取り組むことが望まれている。 

 

4.1.2 高齢者に関する個別目標（大田区基本構想関連） 

大田区基本構想のうち、『保健福祉・子育て・教育』領域の基本目標２「生涯を安心し

ていきいきと暮らせるまち」の高齢者に関する個別目標は、以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

• 大田区の人口全体に占める高齢者人口（65歳以上）の割合は18.4％である。高齢単

身者世帯の割合は8.8％であり、23区では6番目に低い（総務省「平成17年国勢調査」）。 

• 2005年度の要介護（要支援）認定者数は2万1,383人で2000年度に比べると約2倍に増

加した。2014年には約3倍に増加すると予測されている。認定率は2005年で6.8％で

あるが、2014年には21.6％へと上昇する見込みである。 

 

図 4.1.2-1 要介護認定者数および認定率の推移 

（出典：大田区基本構想審議会第２専門部会第 1 回配付資料（平成 19 年 10 月 16 日）） 

個別目標 1-3 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります 

高齢者がいつまでも健康な心身を保ち、長い人生で培った経験、技術や社会参加の

意欲を地域で活かし、生きがいと活動の場を持てるまちをつくります。 
また、生活に支えが必要となったときに、いつまでも住み慣れたまちに住み続ける

ことができるよう、質の高い介護・医療体制や権利擁護の仕組み、家族への支援を充

実させるとともに、地域ぐるみで高齢者を見守る、安らぎのまちをつくります。 
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4.1.3 区内産業立地のあり方・展望（大田区基本構想関連） 

また、大田区の都市計画マスタープランにおける公園・緑地等の拠点については、以下

のように構想されている。 

【現状】 

• 大田区では住工混在の市街地と、工業専用の埋め立て地を中心として、区内の広範

囲にわたって工業集積を示している。特に東京湾岸沿いと多摩川沿いの立地が多い。 

• 東京湾岸の埋め立て地では、近年は流通・物流関係の集積も進んでいる。 

 

図 4.1.3-1 大田区内の産業立地概要 

（出典：大田区基本構想審議会第 1 専門部会第 3 回配付資料（平成 19 年 11 月 6 日）） 
 

4.1.4 共助･地域力の考え方（大田区基本構想関連） 

｢地域力｣のイメージ、｢地域力｣が問われる背景として、以下の論点があげられている。 

• 「地域防災」「地域防犯」など、「地域」が果たす役割が増加 

• 「まちや地域のことを担うのは行政だけではない」＝『新しい公共』 

• 「補完性の原理」の実践：「自分たちのことは自分たちで」「自分たちでできない

ことを区が」「それでもだめなら都や国が」 

• 「自分たちのことは自分たちで」を問い直し、実際に機能するように「仕組み」と

して設計する時代 

また、住民の安心・安全を確保するために地域力を高めていく方向性として、防災関係・

高齢者等の災害時要援護者に関して、次に示すような論点が挙げられている。 

 • ソフト面の防犯・防災対策における地域力のあり方 

• 外国人増加に伴う地域での受け入れ態勢に関する地域力のあり方 

• 区民の健康を支える部分における「共助（地域）」のあり方 

• 高齢者、障がい者の災害時要援護者支援対策としての地域力のあり方 
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4.2 モデル地区におけるがれき処理スキームの検討 

4.2.1 行政における災害廃棄物処理の計画 

東京都等における災害廃棄物（がれき）処理に関する対応は、以下に示すような内容と

なっている。 

【東京都】：速やかに被災区市町村及び各機関間の連携を図り、がれき処理を円滑に実

施することを目的に、都本部のもとに、がれき処理部会(都環境局・都総務

局・都財務局・都主税局・都都市整備局・都建設局・都港湾局)を設置する。 

【区市町村】： 

• 発災直後のさまざまな情報を収集・整理し、所管の区域におけるがれき処理の

基本方針を明らかにしたがれき処理計画を策定する。 

• 所管の区域における被害状況を確認し、がれきの発生量を推計するとともに、

公費負担によるがれき処理の対象となる範囲を定め、公表する。 

• 所管の区域におけるがれき処理推進体制を整備する。 

• 特別区にあっては、がれき処理マニュアルに従って所管の区域におけるがれき

の処理を行う。 

がれきの処理について大田区地域防災計画【（本編）第３部災害応急･復旧対策計画】

では、「第 14 編 ごみ処理・し尿処理・がれき処理」で、次のように記載されている。 
 
解体・撤去により発生したがれきの搬出先は、対策班が推薦し処理部会が指定した仮置場とす

る。なお、仮置場は、積替えによるがれきの輸送効率の向上と、分別の徹底及び破砕処理施設が

円滑に機能するまでの貯留用地として設置する。また、仮置場の設営及び搬入の確認、不法投棄

の監視等管理の契約については、処理部会が行う。 

具体的には、がれき処理の経過に応じて、次のように区別する。 

①  第一仮置場 

緊急道路啓開により収集した「がれき」を、処理体制が整うまでの間仮置きするために設置す

る。啓開終了後は、引き続き「がれき」の積替え用地として使用する。この候補地として、緊急

道路沿いに位置する公園を推薦する（避難所および応急仮設住宅設営候補地を除く） 

②  第二仮置場 

緊急道路啓開終了後、他の緊急対策で利用していたオープンスペースを転用して、建物の解体

により発生した「がれき」の積替え用地として使用する。この候補地として、第一候補地のほか

に公園を推薦する。 

③  第三仮置場 

第一・第二仮置場から搬出した「がれき」については、できる限り再利用するが、その際に、

中間処理や破砕処理施設が円滑に機能するまでの間、貯留用地として使用する。この候補地とし

て、長期間保管することが考えられることから、大規模な公園を推薦する。 
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4.2.2 本調査研究におけるがれき処理のスキーム（案） 

第２章のヒアリング調査から、大田区のような密集地市街地では応急仮設住宅の設営場

所とがれきの一次・二次仮置き場が近接する可能性も高い。このため、住環境の確保とと

もにエリア内での仮置き場の確保が問題となることも考えられ、早期の復旧に支障が生じ

ることも想定される。大田区地域防災計画による応急仮設住宅建設予定地は、図4.2.2-1に

示すとおりであり、密集市街地において、利用可能な公園用地は限られているのが現状で

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.2.2-1 地域防災計画における大田区の応急仮設住宅予定地 

 

大田区では、具体的な仮置き場については未定であり、オープンスペースの利用の中で、

プールの駐車場を仮置き場にする、野球場を仮設住宅用地にする等の公園の使い方を管理

者と調整し運用することとなっている。 

本調査研究では、一次および二次仮置き場の代替として、第三仮置き場への搬入前に、

小型車両から大型車両への積替えのみを行う最低限度の積換えヤードを設定し、運搬の効

率化を図ることとする。本稿では、がれきの処理体系としては、大田区内の主要鉄道路線

（東海道新幹線、JR東海道線、東急電鉄池上線）および呑川を境界とする６ブロックに分

類する輸送の体系をとることとし、がれきの積替えヤード、仮置き場の候補地については、

現地調査結果を踏まえて、以下のように設定する。 
• 平和島公園をがれきの集積拠点として活用 
• 東調布公園、多摩川河川敷、萩中公園をがれきの積替えヤードとして活用 
• 集積拠点から4kmのエリア（おおむね新幹線、池上線、京急羽田線の内側）内は、

積替えヤードを設置せず、小型車で直接集積拠点まで輸送 

背景：YAHOO地図 
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本研究におけるがれき輸送の概念を図4.2.2-2に、がれき処理スキームを図4.2.2-3に示

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.2-2 がれき集積拠点と積替えヤードの概念 

 

 

図 4.2.2-3 本調査におけるがれき処理スキーム 

 

 

東調布公園 

萩中公園 

多摩川河川敷 

平和島公園 

4km 
呑川 

１ 

2 

3 

新幹線・横須賀

 

背景：ゼンリン電子地図帳 
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積替えヤードからがれき集積場まで、大型ダンプトラックによるがれき輸送の幹線道路

ネットワークを図4.2.2-4に、大田区内の主要幹線道路の平成17年度の道路交通センサスの

ピーク時平均走行速度を表4.2.2-1に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.2.2-3 がれき輸送を行う幹線道路ネットワーク 

（出典：大田区企業立地促進基本計画の概要） 

表 4.2.2-1 大田区内主要幹線道路の平均速度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般国道１号 大田区西馬込２－３０ 25.4

一般国道１号 大田区多摩川２－１６ 36.4

一般国道１５号 大田区大森本町２－４ 14.9

一般国道１５号 大田区東蒲田１－１１ 15.7

一般国道１５号 大田区南蒲田２－１６ 23.1

一般国道１３１号 大田区羽田１丁目２ 16.7

一般国道１３１号 大田区大森南１丁目１４ 20.6

東京丸子横浜線 品川区荏原６丁目１９ 19.4

東京丸子横浜線 大田区南千束２丁目３３ 27.4

東京丸子横浜線 大田区田園調布１丁目８ 25.4

大田調布線 大田区鵜の木３丁目５ 16.1

環状８号線 大田区南蒲田３丁目２ 16.1

環状８号線 大田区蒲田５丁目４９ 18.8

環状７号線 大田区大森本町２丁目２５ 32.4

環状７号線 大田区大森北５丁目１６ 13.0

大田神奈川線 大田区下丸子２丁目１１ 30.0

東品川下丸子線 大田区中央４丁目３５ 13.8

路　　線　　名
平日
走行
速度

  市　　区　　丁目

新幹線・横須賀線 

東急池上線 

ＪＲ東海道線 

出典：平成 17 年度道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）、(社)交通工学研究会 
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4.3 官民連携による方法論の検討 

4.3.1 がれき処理体制について 

がれき処理体制の構築については、行政で策定されている地域防災計画の記載事項およ

びヒアリング調査結果から、以下に示すような事項が上げられている。 

• 地域防災計画では、がれき処理対策班の設置や分別、仮置場の設置、最終処分等

について概要を定めている。 

• がれき処理対策班の設置は、地震の発災後となる。東京都の処理部会の組織作り

ができてから、実際には立ち上がると考えられる。 

• 対策処理班は、環境部局が主体となる。その他建築等の関連部局とは本部を通し

て連携しながら対応することになる。 

 

このように、行政でのがれき処理体制は、発災後から環境部局を中心として運営を行う

ことになるが、事前にがれき処理について体系的に検討を行うことは、発災時における被

災地からの速やかな廃棄物の除去方策を考える上でも、非常に重要な事項であるものと思

われる。 

本研究では、「平成21年度情報通信技術を活用した災害時の緊急物資輸送車両支援シス

テムに関する調査研究：（社）日本機械工業連合会」で検討を行った情報通信基盤に地域

をサポートする地域支援プラットフォームを付加した民間の通信情報基盤の整備を行い、

行政のがれき処理マネジメント体制との協働により、がれきの処理を進めるものと考える。

図4.3.1-1に示すような官民が連携した組織体を想定するものである。 

 

図 4.3.1-1 行政と民間企業が連携・協働するがれき処理体制のイメージ 
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民間の情報通信基盤から災害対策本部へがれき処理に関して必要とされる情報、例えば、

がれきの処理量、道路渋滞等の情報を提供し、災害対策本部で情報を整理し、各部局がマ

ネジメントに必要とする事項を支援するシステムをここでは考える。具体的には、環境部

局では残がれき量の推計情報を、建設部局では輸送マネジメントに必要な情報を、福祉部

局では地域のがれきの除去情報などを利用し、各部局のマネジメントに活かしていくよう

な仕組みを検討する必要があろう。 

具体的ながれき処理スキームとがれき輸送体制の構築の方向性としては、輸送車両の効

率的な運用を実現する支援システム、輸送ルートの道路状況やがれきの積替え場を含めた

ストックヤードの混雑状況を把握する支援システム等、情報通信技術を活用した総合的な

がれきの輸送マネジメント技術が求められる。 
図 4.3.1-2に、がれき処理のマネジメント支援システムのイメージを示す。 

 
図 4.3.1-2 がれきのマネジメント支援システムのイメージ 
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4.3.2 官民連携による基盤プラットフォームの構築 

システムの構築にあたっては、がれき処理マネジメントにかかわるシステム開発だけで

なく平常時・災害時のシステム運営についても整理する必要がある。 

３章でもまとめてきたように、基盤プラットフォームは、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、図 4.3.2-1に示すような運営の仕組みを考える。 

基盤プラットフォームの開発主体は、情報提供を行う民間企業を中心とした参画民間企

業の事業領域を活用することから、民間企業連合による事業組合の組織体が想定される。 

一方で、システムの運用が災害時のがれき処理にも活用されることから、運営は、公益

法人のような公的な主体が担うことが考えられる。 

図 4.3.2-1 情報基盤プラットフォームの開発・運営イメージ 

【運営母体】 

上記のように、運営母体については公益法人のような公的な主体と考えるが、社団法人

日本建設業団体連合会や社団法人日本建設機械化協会、解体処理業者や運搬業界などの業

界団体などからの出資を募ることも想定する。このようなパターンのほか、関連会社が出

資する特定目的会社（SPC）の設立も想定される。 

【サービス利用者（会員）】 

このようなサービスの主な利用者は、建設会社や道路会社、運輸事業者などの企業が想

定される。提供されるサービスはいずれの企業にとっても災害時・平常時での利用が考え

られることから、これら利用者からサービス提供内容に応じた使用量を徴収すること、ま

た、自治体からの図上演習などのオペレーションの受託を行うような仕組みを想定する。 
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【サービス利用者（一般）】 

町内会、地域住民、NPO への情報提供については、無料で行うことが望ましい。 

 
4.3.3 地域コミュニティにおけるがれきの評価について 

市街地に存置されたがれきは、住民の目に見えているものである。災害時における地域

における評価値として、がれきの処理期間（住民の目前から消える or 社会全体から消え

る期間）などが考えられる。住民の観点からすると、その地域に残されたがれき（震災に

よる廃棄物）処理が終わるまでの期間中、目にしていることになる。 

がれきが処理されないで残され、地域の復旧が遅れる、住民の生活環境・健康面への影

響などの問題が生じるといったことも考えられる。 

がれき量の減少と処理期間については、シミュレーションで算出可能なものであり、そ

の結果を利用して事前に検討と評価を行うことも可能である。具体的には、「高齢者等の

災害時要援護者の人口が多い街区から処理を進める。」というようなシナリオのもとで、

任意のメッシュ毎のがれきの処理期間の短縮・延長、あるいは、地域ブロックごとの処理

期間の変動などについて複数のシナリオを検討し、意思決定に活用していくことが考えら

れる。図4.3.3-1にがれき処理に関する地域（住民）への評価手法の案を示す。 

 

 
図4.3.3－1 地域の残がれき量の見える化手法（案） 
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第５章 震災廃棄物処理のモデルスタディ 
 
東京都では、被害想定調査にもとづいた危険区域の情報が公開され、災害に強い街づく

りへの取り組みが進められてきている。首都直下地震対策専門調査会の資料（平成 15 年 9
月）によると、首都地域では、1980 年以前（旧耐震基準）に建築された住宅が約 513 万
戸残っており耐震化が遅れている。 
本調査研究においてモデル地域として設定する大田区は、蒲田や大森等の商業集積地、

日本の製造業を支える中小企業が集積した地域、老朽木造住宅が密集する地域など、日本

の縮図ともいえる地域状況に特色がある。 
第５章では、このような地域特性を考慮するとともに、前章で検討を行ったがれき搬出

スキームとマネジメントシステムをベースとして、輸送車両に関するシミュレーションを

実施し、災害時における地域環境への負荷を低減できる輸送体系について取りまとめる。 
5.1 節では、がれきの処理期間や輸送体系について、地域特性を考慮したシナリオを設定

するとともに、シミュレーションについての前提条件を整理する。 
5.2 節では、シナリオに基づいてがれきを１年間で処理するケースを基本として輸送シミ

ュレーションを行い、所要車両台数や建設機械台数等のリソースを明らかにするとともに、

シミュレーションにより確認された事項と課題についてまとめる。 
 

5.1 廃棄物処理シナリオの設定 

阪神･淡路大震災では、倒壊家屋等の解体撤去により発生する膨大な量の災害廃棄物を市

街地から速やかに撤去することが、震災復興を迅速に進める上での最大の課題であった。 
特に、震災直後から 5 月中旬まで、仮置場や積出基地周辺の幹線道路の沿線では、がれ

き輸送車両の交通集中に起因する排気ガスの問題や粉塵等の影響により、大きな社会問題

となった。車両による渋滞は、倒壊建物の解体撤去が順調に進むにつれて深刻さを増し、

布施畑処分場に周辺では最大 12km にわたるなど、がれき処理のスピードを遅らせる大き

な要因となっていた。 
一方、がれきの仮置場および積出基地の確保も非常に困難であったことが指摘されてお

り、大都市部での災害では、応急仮設住宅建設用地を含めた公園利用計画が求められる。 

被災者の復興面からは、被災地からの速やかながれき搬出を実現するだけでなく、被災

者の環境衛生面における安全を確保したがれき輸送のマネジメントが重要となる。 
本節では、４章で設定した対象エリアにおいて、がれきの処理期間や地域特性を考慮し

たシナリオを設定するとともに、シミュレーションについての前提条件を整理する。 

 
 
 
 

資料 3-5 
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5.1.1 対象廃棄物の設定 

本研究において対象とする震災廃棄物（がれき）は、①木質系（柱、板等）、②金属（鉄

筋、鉄骨、サッシ等）、③コンクリート（30cm 程度以下）、④可燃物（紙、畳、布団等）、

⑤その他不燃物（瓦、レンガ、ガラス、アスファルト、土砂、石等）、のうち、木質系、可

燃物を除いた不燃物を対象とする。 
 
＜推定式＞ 

震災廃棄物発生量＝倒壊棟数（全壊棟数＋半壊倒数）× 発生原単位 
 
＜前提条件＞ 

• 震災廃棄物発生量は、中央防災会議の震災廃棄物算定式を採用する。 
• 第 58 回日本統計年鑑 都道府県，建築の時期別住宅数，平成 17 年国勢調査一般世

帯数から建築の時期別一般世帯数を推定 
• 全壊率テーブル，全半壊率テーブルを用いて，被災世帯数（全壊，半壊）を地域メ

ッシュ別に推定 
• 震災廃棄物の原単位は阪神・淡路大震災の実績値を用いる[原単位：61.87t／世帯] 

（災害廃棄物：2,000 万 t、全壊世帯 186,175 戸、半壊 274,181 戸） 

• 震災廃棄物発生量のうち不燃物の割合は全体の 95.8％とする。 
（※不燃物の割合は、調布市災害廃棄物処理計画の実績値を使用） 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（出典：広域連携を活用した首都直下地震に係る震災廃棄物輸送方策の検討（平成 22 年 9 月）、JAPIC） 

 

 

図 5.1.1-1全半壊率テーブル 
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がれき不燃物 1日あたり

（Coガラ,金属くず,その他） 必要延べ台数

（ｔ） （ｔ） （台） （台/日）

① ② ③ ④

②=①×95.8％ ③=①÷2.3t ④=③÷280日

132,930 127,349 55,377 209

535,920 513,410 223,241 819

515,430 493,786 206,693 750

308,250 295,304 128,405 474

556,440 533,072 231,792 845

598,590 573,451 249,345 912

合計 2,647,560 2,536,372 1,094,853 4,009

No.
必要延べ台数がれき発生量

1

2

3

4

5

6

※表の数値は各ブロック毎の計算結果を集計した値 

5.1.2 がれき発生量の推定 

 大田区のがれき処理は、運搬車両の集中による幹線道路の混雑・渋滞への影響を考慮 

し、大田区を新幹線、JR 東海道線、東急池上線、呑川を境に 6 つのエリアに分類する。が

れき発生量（コンクリートガラ、金属くず等）については、表 5.1.2-1 に示すとおりであ

り、約 254万 tと推定される。（がれき発生量は各エリアの数値を集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.2-1ブロック分類図 

              表 5.1.2-1がれきの推定発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）小型ダンプ（2t 車、4t 車）の比率および分別前のがれき単位堆積重量は、阪神・淡路大震災事例か

ら 2：5、１t／m3とする。以上から、小型ダンプの輸送原単位は、2.3t／台を採用する。 
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5.1.3 シミュレーションシナリオの設定 

大田区におけるがれき輸送シミュレーションのシナリオを下記のとおり設定する。 

ベースモデルとして、一定期間（6 ヶ月 or 1 年間）に全域で一律に処理するモデルを検討

し、必要となる輸送車両（大型ダンプや小型ダンプ）の台数の把握を行う。 

 

【ベースモデル】 

ベースモデル：がれき処理期間（6ヶ月 or 1年間） 

■ 各ブロックで発生するがれきを一定期間で一律に処理する。 

■ がれきは、地域の積替えヤードまで小型ダンプにより運搬・集積する。積替えヤードか 

ら臨海部の仮置場までは大型ダンプで輸送する。 

■ がれき量が多い地域には、長期間多量のがれきが残る可能性が高いケースである。 

 

 検討に当たっては、高齢者は避難生活で身体的悪影響を被りやすく生活と心の両面の復

興が遅れがちになることから、支援が求められる。この観点から、応急仮設住宅建設戸数

が多いエリアも早急ながれき処理が必要とされるだけでなく、大田区の特徴でもある中小

企業の集積エリアも産業の早期復興が求められるものと考えられる。 

本調査研究では、ベース検討を基に、以下のようなシナリオを設定し検討を行う。 

【検討シナリオの設定】 

シナリオ①：高齢者を優先 

■ がれき量と高齢者の相関関係の高いエリアを優先して処理する。 

■ がれきは、地域の積替えヤードまで小型ダンプにより運搬・集積する。積替えヤードか 

ら臨海部の仮置場までは大型ダンプで輸送する。 

■ がれき量の少ない住宅地のブロックでは、長期間にわたってがれきが残る可能性が高 

   いケースである。 

 

シナリオ②：中小企業を優先 

■ 中小企業の多いエリア（大田区の産業構造の中心）を優先して処理していく。 

■ 積換えヤード・仮置場までの輸送は、シナリオ①と同じ。 

■ 中小企業が立地しない、内陸部の住宅地のブロックでは、長期間にわたってがれきが残

る可能性が高いケースである。 

 

シナリオ③：応急仮設住宅建設予定地を優先 

■ 応急仮設住宅建設予定戸数が多く、かつがれき量の多いエリアを優先して処理していく。 

■ 積換えヤード・仮置場までの輸送は、シナリオ①と同じ。 

■ 応急仮設住宅が建設可能な公園等の少ないブロックでは、長期間にわたってがれきが残

る可能性が高いケースである。 
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以下に検討シナリオのイメージ図を示す。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.3-1 各ブロックのメッシュ毎のがれき発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.3-2 シナリオ①のイメージ図 

シナリオ①：がれき発生量と高齢者人口の関連性 

ベースモデル：各ブロックのがれき量分布 

③ 49.4 万ｔ 

 

⑥ 57.3 万ｔ 

 

⑤ 53.3 万ｔ 

 

④ 29.5 万ｔ 

 

② 51.3 万ｔ 

 

① 12.7 万ｔ 
（ｔ） 
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図 5.1.3-3 シナリオ②の産業集積イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.3-4 シナリオ③の応急仮設住宅の建設予定戸数のイメージ図 

 

シナリオ③：応急仮設住宅の建設予定地と予定戸数 

③ 1,100 戸 

⑥ 3,050 戸 

⑤ 80 戸 

④ 360 戸 

② 360 戸 

① 390 戸 

シナリオ②：大田区の特色としての産業集積（中小企業の立地特性） 

（出典：大田区企業立地促進基本計画の概要） 

背景：YAHOO地図 
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5.2 廃棄物処理に関するモデルスタディ 

5.2.1 がれき輸送に関するシミュレーションの手順 

前節で設定したシナリオに基づき、シミュレーションを実施する。シミュレーションに

ついては、災害時において実行可能性が高いと考えられる処理方策に関する概略検討であ

り、以下に示す手順で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜条件設定＞ 
 街区道路の運搬速度は 10km/h と設定する。 
 幹線道路の運搬速度は、平成 17 年度道路交通センサスのピーク時区間走行速度

から輸送車両の運搬台数分の増分による速度低減を考慮した数値とする。 
 運搬距離は地図上で距離を測定した数値とする。 
 所要時間＝道路区間長（km）÷ピーク時走行速度（km/h）＋積込み・積下ろし

時間＋待機時間とする。 
 1 回あたりの積込み時間は、国土交通省の積算基準から、小型車（0.25m3級利用）

で 10 分、大型車（0.8m3級利用）で 10 分とし、積込み・積下ろしの待機時間を

各々10 分とする。小型車および大型車の積込み・積下ろし時間は、30 分とする。 

①がれき量の算出 

メッシュ(250mメッシュ)でのがれき量の算出 

②必要延べ台数（台/日）算出 

メッシュ毎のがれき量から、２t ダンプ・４t ダンプ、大型ダンプの１日あたりの

延べ車両台数を算出する（500mメッシュを１ブロックとして算出する） 

③運搬速度設定 

大田区エリアでの各幹線道路について、道路の区間（リンク）におけるピーク時

区間平均走行速度の低減量を理論式から算定する。（参考値） 

④運搬距離、所要時間算出 

平均走行速度の低減量を幹線道路ネットワークに反映させ、がれき発生地点から

仮置き場までのサイクル時間を設定する。 

③ 

② 

① 

⑤必要台数（台/日）算出 

1 日あたり走行回数から運搬車両の必要台数を算出する。 
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5.2.2 具体的な計算手法 

＜エリア①,②,③＞（集積拠点までの距離＞4km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■がれき発生地点～積替えヤード～仮置き場 

①がれき量を算出(t/日) 推定式から算出 

②1 日あたり必要延べ台数を算出(台/

日) 

・延べ台数＝がれき量(t)÷2.3ｔ（小型車） 

＝積替えがれき量(t)÷7.0ｔ（大型車） 

※積載量 2.3t: 阪神・淡路大震災の実績値を採用 

③運搬速度設定 

・街区道路～積み替えヤード（小型車） 

・積み替えヤード～幹線道路（大型車） 

・幹線道路～仮置き場（大型車） 

 

・10km/h 

・10km/h 

・H17 年度道路交通センサスから算出 

④運搬距離設定 

・街区道路～積み替えヤード（2.3t 車） 

・積み替えヤード～幹線道路（7t車） 

 

・幹線道路～仮置き場（7t車） 

 

・区間直線距離×1.17 

※割り増し係数 1.17(地図上で測定した実距離／直 

線距離)の平均値 

・地図上で距離を測定 

⑤1台あたり走行時間 ・運搬距離(往復)÷運搬時間＋積込・積下時間 

⑥1日あたり必要所要時間 ・延べ台数×1台あたり走行時間 

⑦1日あたり必要運搬台数 ・延べ台数×1台あたり走行時間÷8時間 

発生地点 

仮置き場 

積み替えヤード 

幹線道路：8t車 

街区道路：3t車 

図 5.2.2-1 イメージ図 
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＜エリア④,⑤,⑥＞【集積拠点までの距離≦4kmのエリア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■がれき発生地点～仮置き場 

①がれき量を算出(t/日) 推定式から算出 

②1 日あたり必要延べ台数を算出(台/

日) 

・延べ台数＝がれき量(t)÷2.3ｔ（小型車） 

※積載量 2.3t: 阪神・淡路大震災の実績値を採用 

③運搬速度設定 

・街区道路～幹線道路（小型車） 

・幹線道路～仮置き場（小型車） 

 

・10km/h 

・道路交通センサスから算出 

④運搬距離設定 

・街区道路～幹線道路（小型車） 

 

 

・幹線道路～仮置き場（小型車） 

 

・区間直線距離×1.17 

※割り増し係数 1.17(地図上で測定した実距離／直 

線距離)の平均値 

・地図上で距離を測定 

⑤1台あたり走行時間 ・運搬距離(往復)÷運搬時間＋積込・積下時間 

⑥1日あたり必要所要時間 ・延べ台数×1台あたり走行時間 

⑦1日あたり必要運搬台数 ・延べ台数×1台あたり走行時間÷8時間 

 

発生地点 

仮置き場 

幹線道路：3t車 

街区道路：3t車 

図 5.2.2-2 イメージ図 
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がれき不燃物 有効仮保管
（Coガラ,金属くず,その他） 面積率

（ｔ） （ｔ/日） （m
3
/t） （m

3
） （％） （m） （m

2
/日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
②=①÷125日 ④=②×③ ⑦=④/（⑤/100）/⑥

積替えヤード（東調布公園：エリア①） 127,349 1,018.79 1.00 1,018.79          50                  3                    679.19            

積替えヤード（河川敷：エリア②） 513,410 4,107.28 1.00 4,107.28          50                  3 2,738.19          

積替えヤード（萩中公園エリア③） 493,786 3,950.29 1.00 3,950.29          50                  3 2,633.53          

仮置き場（平和島公園） 2,536,372 20,290.98 1.00 20,290.98        50                  3 13,527.32        

No.

積替えヤード・仮置き場

仮置重量 体積換算係数 最大仮置容量 積上高 必要面積

※表の数値は各ブロック毎の計算結果を集計した値 

5.2.3 ベースモデルの検討 

シミュレーションシナリオを実施するにあたり、前提条件となるベースモデルのがれ

き処理期間についてケーススタディを行う。検討ケースとしては以下に示すように、処理

期間を 6ヶ月、1年間の２ケースについて検討を実施する。 

 

＜ベースモデル＞ 

■Case-1：がれき処理期間 6 ヶ月間 

 ・各ブロックで発生するがれきを一定期間で一律に 

処理する。 

■Case-2：がれき処理期間 1 年間 

・各ブロックで発生するがれきを一定期間で一律に 

処理する。 
 

 

 

＜計算評価＞ 

【Case-1：処理期間 6 ヶ月間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
1 

2 

3 

5 

6 

表 5.2.3-1 必要運搬台数 

表 5.2.3-2 積替えヤード・仮置き場必要面積 

がれき不燃物 1日あたり 必要延べ台数 1日あたり

（Coガラ,金属くず,その他） 必要延べ台数 必要延べ台数

（ｔ） （ｔ） （台） （台/日） （台） （台/日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
②=①×95.8％ ③=①÷2.3t ④=③÷125日 ⑤=①÷7t ⑥=⑤÷125日

132,930 127,349 55,377 453 21 48 38 18,193 146 26

535,920 513,410 223,241 1,805 43 211 199 73,345 587 126

515,430 493,786 206,693 1,668 30 150 140 70,541 565 53

308,250 295,304 128,405 1,041 30 164 155

556,440 533,072 231,792 1,874 41 284 279

598,590 573,451 249,345 2,013 43 173 158

合　計 2,647,560 2,536,372 1,094,853 8,854 208 1,030 969 162,079 1,298 205

No.

がれき発生量 必要延べ台数
小ブロック数

小型ダンプトラック 大型ダンプトラック

（箇所） （台/日） （台/日）

稼働率を考慮
した必要となる
実ダンプ台数

（台/日）

１小ブロック
あたり

ダンプ台数

稼働率を考慮
した必要となる
実ダンプ台数

１

3

5

4

6

2
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がれき不燃物 有効仮保管
（Coガラ,金属くず,その他） 面積率

（ｔ） （ｔ/日） （m
3
/t） （m

3
） （％） （m） （m

2
/日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
②=①÷280日 ④=②×③ ⑦=④/（⑤/100）/⑥

積替えヤード（東調布公園：エリア①） 127,349 454.82 1.00 454.82            50                  3                    303.21            

積替えヤード（河川敷：エリア②） 513,410 1,833.61 1.00 1,833.61          50                  3 1,222.41          

積替えヤード（萩中公園エリア③） 493,786 1,763.52 1.00 1,763.52          50                  3 1,175.68          

仮置き場（平和島公園） 2,536,372 9,058.47 1.00 9,058.47          50                  3 6,038.98          

積替えヤード・仮置き場

No. 仮置重量 体積換算係数 最大仮置容量 積上高 必要面積

必要となる 必要となる 仮置場必要面積

小型ダンプ 大型型ダンプ 東調布公園 河川敷 萩中公園 平和島公園

（台／日） （台／日） （m2/日） （m2/日） （m2/日） （m2/日）

Case-1 898 238 679.19 2738.19 2633.53 13527.32

Case-2 416 104 303.21 1222.41 1175.68 6038.98

積替えヤード必要面積

※表の数値は各ブロック毎の計算結果を集計した値 

【Case-2：処理期間 1 年間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
＜前提条件＞ 

• 阪神・淡路大震災の実績から体積換算係数を 1.00m3/t と設定する。 
• 有効仮保管面積率：「調布市災害廃棄物処理計画」の設定値 50％を引用する。 
• 積上高：「大都市圏震災廃棄物処理計画作成の手引き」では、積上高を 3～5m と設

定している。当研究では作業の安全性を考慮し、積上高を 3m と設定する。 
 
＜検討結果＞ 
がれき処理期間及びがれき輸送車両は表 5.2.3-5 に示すように、リソースが潤沢に提供

される場合は Case-1：処理期間 6 ヶ月間で処理することが可能であるが、1 日あたりのが

れき運搬台数が過大となり、周辺環境に及ぼす影響が懸念される。また、Case-2 と比較し

て、仮設場面積、積替えヤード面積の１日あたり必要面積が増大し、応急仮設住宅用地と

して利用できる面積が減少する。よって本調査研究では、周辺環境への影響を考慮し、が

れき処理期間を基本 1 年間としてシナリオ検討を実施する。 
 
                

 

 

表 5.2.3-3 必要運搬台数 

表 5.2.3-4 積替えヤード・仮置き場必要面積 

表 5.2.3-5 検討モデル比較表 

がれき不燃物 1日あたり 必要延べ台数 1日あたり

（Coガラ,金属くず,その他） 必要延べ台数 必要延べ台数

（ｔ） （ｔ） （台） （台/日） （台） （台/日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
②=①×95.8％ ③=①÷2.3t ④=③÷280日 ⑤=①÷7t ⑥=⑤÷280日

132,930 127,349 55,377 209 21 25 19 18,193 65 11

535,920 513,410 223,241 819 43 109 93 73,345 262 54

515,430 493,786 206,693 750 30 74 65 70,541 252 23

308,250 295,304 128,405 474 30 79 70

556,440 533,072 231,792 845 41 128 123

598,590 573,451 249,345 912 43 92 74

合　計 2,647,560 2,536,372 1,094,853 4,009 208 507 444 162,079 579 88

大型ダンプトラック

稼働率を考慮
した必要となる
実ダンプ台数

（台/日）

稼働率を考慮
した必要となる
実ダンプ台数

（台/日）

がれき発生量

No.

必要延べ台数

小型ダンプトラック

（台/日）（箇所）

小ブロック数
１小ブロック

あたり
ダンプ台数

１

3

5

4

6

2
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●積替えヤード：東調布公園（敷地面積 25,229m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

東調布公園 

東海道新幹線・横須賀線 

呑川 

第二京浜道路 

 

 

積替えヤード 
東調布公園 

Case-1 
L=26ｍ 

Case-2 
L=18ｍ 

背景：YAHOO写真地図 

背景：YAHOO写真地図 

図 5.2.3-1 エリア①における積替えヤード（案） 

図 5.2.3-2 エリア①におけるがれき積替え場所（案） 



 94 

●積替えヤード：多摩川河川敷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海道新幹線 

京急本線 

第一京浜道路 

多摩川 

多摩川河川敷 

積替えヤード 

多摩川河川敷 

Case-1 
L=52ｍ 

Case-2 
L=35ｍ 

背景：YAHOO写真地図 

背景：YAHOO写真地図 

図 5.2.3-3 エリア②における積替えヤード（案） 

図 5.2.3-4 エリア②におけるがれき積替え場所（案） 



 95 

●積替えヤード：萩中公園（敷地面積 64,114m2） 

 

 

 

国道 133号線 

環状 8号線 

京浜急行空港線 萩中公園 

積替えヤード 

萩中公園 

首都高速 1号羽田線 

Case-1 
L=51ｍ 

Case-2 
L=34ｍ 

背景：YAHOO写真地図 

背景：YAHOO写真地図 

図 5.2.3-5 エリア③における積替えヤード（案） 

図 5.2.3-6 エリア③におけるがれき積替え場所（案） 
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●仮置場：平和島公園（敷地面積 74,467m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環状 7号線 

第一京浜道路 

平和島公園 

仮置場 

平和島公園 

首都高速 1号羽田線 

Case-1 
L=116ｍ 

Case-2 
L=78ｍ 

背景：YAHOO写真地図 

背景：YAHOO写真地図 図 5.2.3-7 大田区におけるがれき集積拠点

 

図 5.2.3-8 大田区におけるがれき仮置き場
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5.2.4 シナリオ別の優先処理エリアの検討 

1) シナリオ別の優先処理エリアの考え方 
シナリオ別の優先処理を行うエリアは、以下の表 5.2.4-1 に示すとおりである。 

表 5.2.4-1 シナリオ別の優先処理エリアの考え方 

＜ベースモデル＞ 

●各ブロックで発生するがれきを 1 年間で一律に処理す

る。 

●がれきは、地域の積替えヤードまで小型ダンプにより運

搬・集積する。積替えヤードから臨海部の仮置場までは

大型ダンプで輸送する。 

 

 

 

 

 

 

＜シナリオ①＞ 

●がれき量と高齢者の相関性の高いエリアへリソースを

優先的に配分させる。 

・優先順位 1位：エリア③ ⇒ 6 ヶ月（6ヶ月間短縮） 

・優先順位 2位：エリア⑥ ⇒ 8 ヶ月（4ヶ月間短縮） 

・優先順位 3位：エリア⑤ ⇒10 ヶ月（2ヶ月間短縮） 

・その他のエリアは、輸送車両を一律に減少するように

配分する。 

 

＜シナリオ②＞ 

●大田区の産業の特色でもある中小企業が集積するブロ

ックへリソースを優先的に配分する。 

・優先順位 1位：エリア⑥ ⇒ 6 ヶ月（6ヶ月間短縮） 

・優先順位 2位：エリア③ ⇒ 9 ヶ月（3ヶ月間短縮） 

・優先順位 3位：エリア② ⇒12 ヶ月（増減なし） 

・その他のエリアは、輸送車両を一律に減少するように

配分する。 

 

＜シナリオ③＞ 

●がれきと仮設住宅の相関性の高いブロックへリソース

を優先的に配分させる。 

・優先順位 1位：エリア⑥ ⇒ 6 ヶ月（6ヶ月間短縮） 

・優先順位 2位：エリア③ ⇒ 9 ヶ月（3ヶ月間短縮） 

・その他のエリアは、輸送車両を一律に減少するように

配分する。 
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2) 優先処理シミュレーション算定結果 
エリア毎のシミュレーション算定結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.4-1 エリア①での時系列的ながれき量の減少過程 

図 5.2.4-2 エリア②での時系列的ながれき量の減少過程 

図 5.2.4-3 エリア③での時系列的ながれき量の減少過程 
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図 5.2.4-6 エリア⑥での時系列的ながれき量の減少過程 

 

図 5.2.4-4 エリア④での時系列的ながれき量の減少過程 

図 5.2.4-5 エリア⑤での時系列的ながれき量の減少過程 



 100 

3) シミュレーション結果 
シミュレーションにより、以下の事項を確認している。 

＜エリア①、エリア④＞ 

田園調布などの閑静な住宅地が立地しているこのエリアでは、図 5.1.3-1 に示される

ように、各メッシュ毎のがれき発生量も少なく、産業集積エリアでもない。シナリオ①

～シナリオ③では、発災当初から６ヶ月間は、これらの両エリアに配分されるダンプト

ラック等のリソース量も少ないため、がれき処理が遅れる結果となっている。特に、シ

ナリオ①では、発災後６ヶ月間でのがれき処理量は 10％程度となっている。 

他のエリアの処理が終了する９ヶ月以降は、リソースが振り向けられることにより、

１年で処理が終了する。 

 

＜エリア③、エリア⑥＞ 

六郷地区や羽田地区など木造密集エリアが広がり中小企業が数多く立地するエリア③

や蒲田駅東口地区や東糀谷地区などの商業業務や中小企業等の産業が集積するエリア⑥

には、シナリオ①とシナリオ②でリソースを優先的に振り分けていることで、早期にが

れきを処理できることを示している。 

また、図 5.1.3-4 のシナリオ③で示すように、この両地域ともに大田区内の大半の応

急仮設住宅戸数が供給されるエリアであり、このシナリオ③でも早期にがれきを処理す

るエリアとなっている。 

 

＜エリア②＞ 

がれき量も比較的多く、大田区の大企業や中小企業の産業集積エリアである下丸子地

区を含むエリア②では、シナリオ①～シナリオ③では、発災当初から６ヶ月間は、これ

らの両エリアに配分されるダンプトラック等のリソース量も少ないため、がれき処理が

非常に遅れる結果となっている。他のエリアの処理が終了する９ヶ月以降は、リソース

が振り向けられることにより、１年で処理が終了する。 

 
＜エリア⑤＞ 

がれき量も他のエリアと比較しても多く、蒲田から大森にかけての古くからの木造密

集エリアであり、首都直下地震でも火災等による被害が想定されるエリア⑤は、各エリ

アを 1 年間で処理するベースケースにおいて、小型ダンプトラック等の配分リソースが

最も多いエリアである（123 台／444 台）。産業集積エリアでないことや応急仮設住宅の

建設可能な公園候補地が少ないエリアであることから、シナリオ②およびシナリオ③で

は、がれき量が多いものの処理が進まない結果となっている。公平性を考慮すると、今

後は別の検討シナリオを想定することも必要になるエリアである。 
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仮置場 

仮置場 

積替えヤード 

5.2.5 追加シミュレーション検討 

5.2.4項のシミュレーションでは、がれきの一次および二次仮置き場の代替として、第三

仮置き場への搬入前に、小型車量から大型車量への積替えのみを行う積替えヤードを設定

している。本項では追加検討として、積替えヤードを設置せずに直接臨海部のストックヤ

ードまで全量を小型車量で輸送した場合とのケース比較を検討し、総輸送時間を対比する

ことにより輸送効率を評価する。 

 

■検討シミュレーション  

Ｃａｓｅ－１ Ｃａｓｅ－２ 

がれきは、地域の積替えヤードまで小型ダ

ンプにより運搬・集積する。積替えヤード

から臨海部の仮置場までは大型ダンプで輸

送する。 

がれきは、直接臨海部のストックヤードまで

全量を小型ダンプで輸送する。（地域における

積換えヤードは設置しない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 評価事項 】 

• 総走行距離（km／日） 

• 積込み、積下ろし時間を含めた、輸送時間（１日あたり） 

 

発生地点 

発生地点 

幹線道路：大型車 

街区道路：小型車 

幹線道路：小型車 

街区道路：小型車 
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3t車 8t車 3t車 8t車 3t車 8t車

エリア① 209台 65台 677.48km 1007.50km 136.72時間 85.80時間

エリア② 819台 262台 4277.00km 4978.00km 697.66時間 427.06時間

エリア③ 750台 252台 2347.36km 1965.60km 481.69時間 181.44時間

エリア④ 474台 5090.92km 509.30時間

エリア⑤ 845台 8975.12km 900.11時間

エリア⑥ 912台 4478.48km 545.14時間

小計 4009台 579台 25846.36km 7951.10km 3270.62時間 694.30時間

合計

走行距離(km/日） 走行+積込・積下時間(時間/日）

4588台 33797.46km 3964.92時間

延べ台数（台/日）

3t車 8t車 3t車 8t車 3t車 8t車

エリア① 209台 3478.32km 287.15時間

エリア② 819台 13620.76km 1147.83時間

エリア③ 750台 6477.86km 652.49時間

エリア④ 474台 3932.86km 518.94時間

エリア⑤ 845台 6938.14km 916.09時間

エリア⑥ 912台 3436.34km 547.77時間

小計 4009台 37884.28km 4070.27時間

合計 4009台 37884.28km 4070.27時間

延べ台数（台/日） 走行距離(km/日） 走行+積込・積下時間(時間/日）

＜検討結果＞ 

 ・Case-1 については、小型車両から大型車両への積替えのみを行う積替えヤードを設定

することで、総走行距離を大幅に短縮できる結果となった。（Case-2を 1.0とした場合

Case-1は 0.89） 

 ・小型車両から大型車両への積替えを伴う Case-1 では、輸送サイクル上、積込み･積下

ろしで 30分の増加を見込んでいるものの、Case-2と比較して輸送総時間でも約 3％弱

改善する結果となっている。 

・Case-2 については、がれき発生地点から小型車により仮置き場まで直接輸送すること

で、大型車両を必要とせず、輸送車両の延べ台数を削減できる。 

・総合的に判断すると、Case-1 のように積替えヤードを設定することで、トータル走行

距離を大幅に短縮できるだけでなく、幹線道路に進入する車両台数を制限できるため、

Case-2と比較して、周辺環境への負荷を低減することができると思われる。 

 

■Case-1（積替えヤードあり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Case-2（積替えヤードなし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.2.5-1 走行距離と所要時間 

表 5.2.5-2 走行距離と所要時間 

小型車 大型車 小型車 大型車 小型車 大型車 

小型車 大型車 小型車 大型車 小型車 大型車 
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5.2.6 考察 

 本章では、主要構造物を境界として大田区を６ブロックに分割して、阪神・淡路大震災

の事例等を基に前提条件の整理を行い、がれき輸送の概略シミュレーションを実施した。 

この検討結果から、発災時の具体的ながれき処理方策の立案を行う上で、以下に示す事

項が課題としてあげられる。今後、更に詳細な検討を進めていくためにも、解決していく

必要がある。 

• シナリオ①～③では、がれきが残置されることで生じるであろう色々な影響を設定し

て各ブロックに優先順位をつけ、リソースを優先度の高いブロックに集中して投入し

ている。その結果、影響の大きなブロックではがれき処理期間を短縮できることを明

らかにしたが、優先度を低く設定したブロックに関しては、ある一定期間はがれき処

理の進捗が遅れ、環境面において支障が生じる可能性が高い。このため、地域に与え

る影響を評価（マネジメント）する仕組みが求められる。 

• 本調査研究においては、がれき処理に投入できる輸送車両を充分確保できることを前

提としてシミュレーションを実施したが、がれき処理を行うリソース（投入できる輸

送車両）によって結果が大きく変わってくる。実際の災害時には、輸送車両をどの程

度確保できるか、車両が確保できた場合でも運転手や燃料の手配が可能なのか等につ

いて、把握することが重要である。 

• 本検討では、上記のとおり前提条件としての輸送車両の投入可能量については把握を

行っていないだけでなく、個々の車両の配車計画までを対象としたシミュレーション

ではないため、最適解を提示するものとはなっていない。今後は、配車計画を含めた

より詳細なモデルを構築し、検討を深めていく必要がある。 

 

また、本調査研究で提案を行っているがれき処理スキームについて、シミュレーション

を通して以下の事項を確認している。 

• 密集市街地における大規模震災では、都市公園等の公共空間は、応急仮設住宅建設予

定地としてリストアップされている可能性が高いため、がれきの一次および二次仮置

き場を確保することが難しいことも想定される。がれきの一次および二次仮置き場の

代替機能として、第三仮置き場への搬入前に小型車両から大型車両への積替えのみを

行う積替えヤードを設定することで、輸送車両の走行距離が減少することによって運

搬効率が向上するだけでなく、結果として、排気ガス量の減少によって幹線道路周辺

地域への環境負荷の低減を図ることも可能になるものと思われる。 
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第６章 調査研究の取りまとめと課題の整理 
 
首都直下地震では最大で約１億トンとも言われるがれきが発生すると予測されており、

このような膨大ながれきの処分の遅延は、地域経済に極めて深刻な影響を及ぼすことが想

定されている。一方、地域住民からすると、居住エリアにがれき（震災廃棄物）が長期に

渡って存置されることは、衛生面・環境面での安全・安心を確保する上で大きな課題とな

ることが考えられる。 

このように、大規模災害時の廃棄物処理問題に対して、災害が起きてから取り組むこと

は、大きな社会的なリスクとも考えられ、平常時から地震災害を想定したさまざまな対策

の立案とマネジメントシステムの構築、体制の整備が重要となる。 

本調査報告書においては、高齢化が進展する社会的な背景を念頭におき、災害時に地域

のネットワークを支援する情報プラットフォームおよびがれき処理の仕組みについて、情

報通信技術を活用した支援システムの構築に関して体系的な検討を行ってきた。 

本章では、本調査研究のまとめとして、高齢化社会におけるがれき（震災廃棄物）処理

マネジメントとそれを実現するためのシステム構築の方向性について、実現に向けての課

題と提案について整理を行うものである。 

 
6.1 今後の課題 

住民の安心・安全を考慮した「がれき」処理の計画とそれを実現する技術面からの課題

について、以下に取りまとめる。 

【 がれき処理 】 

 地域コミュニティを維持できるような市街地の復興など、地域特性に基づいたがれき

処理計画や都市計画的な視点からの検討を行う必要がある。 

 がれき処理は遅れるが周辺環境や住民の健康面に配慮した処理スキームの採用等、高

齢者、子供、妊婦等の「災害時要援護者」に対して優しいがれき処理のあり方の検討

も場合によっては求められることもある。 

 行政における地域防災計画や震災廃棄物処理計画では、地域住民の居住環境への影響

の観点から、大気や騒音等に対するモニタリングについての記載等が求められる。 

【 技術面 】 

 官民が連携した形での地域支援プラットフォームについての更なる研究・検討が求め

られる。 

 日々変化する残がれき量に応じたリソースの配分計画等、より実運用に合致するシミ

ュレーションに供するモデルの検討を行っていく必要がある。 

 高齢者にとって使い勝手のよいプラットフォームの開発を行う必要がある。 
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6.2 がれき処理マネジメントの仕組み構築への提案 

 
大規模な地震災害からの早急な復旧・復興を果たすためには、がれきの円滑な処理を進

めることが、２次的な災害を含めた“減災”を目指す上で欠かせない要素と考えられる。

そのためには、事前のがれき処理スキームやそれを実現するシステムやマネジメント技術

を整備することが肝要である。 

本研究での成果をもとに、今後のがれき処理マネジメントのあり方について提案を行う。 

 

 第３者機関による地域支援プラットフォームの運営体制の構築 

シミュレーションを活用した復旧・復興期におけるがれき処理体系を検討するマネジ

メントツールの開発およびこのツールからのフィードバックをもとにした地域住民の安

全・安心に配慮したがれき輸送ルートの計画支援機能が求められる。これらの機能は、

輸送ルート上における適切な環境モニタリングポイントの抽出や地域住民へのがれき処

理状況の情報提供にも有用と考えられる。 
本研究の成果を活用して、官民連携のもと第３者機関が運営する地域支援プラットフ

ォームの構築を進める必要がある。 
 

 がれき処理に関する具体的なシナリオの検討の必要性 

「高齢者等の災害時要援護者の人口が多い街区から処理を進める。」というような具体

的なシナリオを設定し、シミュレーションによりがれき量の増減を検討するとともに、

複数のシナリオの比較検討をもとに自治体で意思決定を行っていくことが必要である。 
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 文献名 著者 掲載誌 抄    録 

1 災害廃棄物-迅速な処理に向け

て-わが国における主な災害廃

棄物処理概況 

黒井尚志 い ん だ す

と ： Vol.25, 
No.4 

日本では大規模震害のほかに,台風の襲来や集中豪雨による災害件数,災害量が顕著

である。阪神淡路大震災以降の主な災害をとりまとめリストを一覧した。中で 2000
年 9 月に起きた東海豪雨禍,および 2004 年の台風 23 号災害ほかを取上げて,災害の

状況および災害廃棄物の概要と処理事例について説明した。 
2 災害廃棄物-迅速な処理に向け

て-首都圏における震災廃棄物

処理のあり方 

河田惠昭 い ん だ す

と ： Vol.25, 
No.4 

首都直下型の大地震が発生した場合の被災状況を想定し,即時対応 5 項目,その後の

緊急対策 5 項目を示し,夫々の項目に係る広域連携のあり方について言及した。何れ

の項目についても大混乱と錯綜の条件下にあって対応は困難を極めると想像され

る。対応を困難にする要因として重要な点は,発生する大量のガレキ処理である。未

曾有のガレキが救急･救命活動,および早期復旧･復興を阻害することになる。凡そ

8800 万トンと推測される災害廃棄物処理のあり方について検討結果を紹介した。 
3 災害廃棄物-迅速な処理に向け

て-災害廃棄物処理における広

域体制整備について 

土屋誠(環
境省 大臣

官房) 

い ん だ す

と ： Vol.25, 
No.4 

大規模災害時に発生する膨大量の廃棄物処理について環境省から対策指針が提示さ

れている。ここでは指針に示された地方自治体における広域支援体制の整備,広域体

制の検討ならびに必要な対応について解説した。大規模災害時に最も重要な事項は,
各自治体における単独･少数での対応が困難であり,広域にわたる連携対応が必要で

ある。広域体制における平常時における対応,ならびに災害時における対応について

整理しておく必要性がある。 
4 災害廃棄物-迅速な処理に向け

て-災害廃棄物処理の課題と展

望 

大野博之 
(環境地質) 

い ん だ す

と ： Vol.25, 
No.4 

大規模な自然災害の危険は避けることができないが,これら災害に対して防災体制,
避難計画,復旧計画が各方面で検討されている。ここでは災害時に発生する廃棄物に

着目してその実態と処理対策に係る課題について解説した。災害廃棄物処理,廃棄物

対策と埋立処分,仮置き場および最終処分場に関する課題について述べ,今後のあり

方について展望を示した。 
5 災害廃棄物  災害時に発生す

る廃棄物の処理･処分 
大野博之 
(環境地質) 

West Jpn 
NDIC News 
(Natural 
Disaster Inf 
Cent West 
Jpn) No.41 

災害時に発生するごみとその処分方法について述べた。災害廃棄物は「自然災害時

に発生する全ての不要物」と定義され,倒壊した家屋や破損した車両など様々なもの

が含まれる。災害時には道路など社会的インフラや倒木,土砂など自然物や家電製品

などもゴミとして発生し,その量は通常の処理量をはるかに上回るので事前にある

程度考えておく必要がある。最終処分場へ大量の直接埋立てを行うと後の廃棄物処

分に影響を及ぼすことも考えられるので,あらかじめ復旧プロセスを想定したシナ

リオを考えておく必要がある。 
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6 自然災害に係る防災･減災対策  
災害対処･復旧における建設機

械等の活用 

林 利 行 
(国土交通

省 総合政

策局) 

月刊建設：

Vol.53, No.5 
災害復旧において,機械力の投入は不可欠である。国土交通省が関与した,次に示す 4
つの活用事例を紹介した。1)河道閉塞箇所でのポンプ排水。2)危険箇所での無人化

施工。3)大型構造物の解体。4)堤防決壊の土砂･瓦礫の処理。平成 19 年 2 月に「建

設機械等による災害対処･復旧支援に関する懇話会」がまとめた提言,および,この提

言を踏まえた,国土交通省による取り組みを紹介した。 

7 災害と環境保全  6)災害廃棄

物の発生実態とその対策 
宮原哲也 
(日本環境

衛セ)ほか 

生 活 と 環

境 ： Vol.54, 
No.3, 

様々な自然災害に見舞われることが多い日本において災害に伴って発生する災害廃

棄物の処理･処分について検討が進められている。日本応用地質学会における研究活

動で得られた成果に基づいて災害廃棄物の発生,処理の現状と課題について紹介し

た。新潟県中越地震における事例を参照し,廃棄物処理システムのあり方について提

言した。 
8 災害と環境保全  5)災害にお

ける環境汚染と対応-災害廃棄

物を中心に(後編) 

大野博之 
( 環 境 地

質),  
登坂博行 
(東大) 

生 活 と 環

境 ： Vol.54, 
No.2 

災害時に発生する様々な種類の廃棄物に関する適切な処理が求められる。有害な化

学物質の溶出･拡散による環境汚染の防止が重要である。廃材,タタミ類,石膏ボード,
壁材,ガラス類,電灯･コンデンサ類などに対する対応策について記述した。災害時に

係る環境汚染リスクが高まることに留意し,リスク対応の仕方について分類し提言

した。 
9 自然災害後の復興過程におけ

る住宅再建支援の研究-災害多

発国における「住の安全･安心」

確保のために- 

磯辺康子 
(ひょうご

震災記念

21 世紀研

究機構) 

ひょうご震
災記念 21 世
紀研究機構
研 究 年 報
Vol.13, 
Page.11-20 
(2008.03) 

自然災害の復興期に焦点を当て,住まいや生活の再建時の課題,国や地方自治体が実

施した施策や法制度の問題点などを,現地調査を基に明らかにした。また,兵庫県南部

地震における被害の特徴,被災者の仮設･復興住宅への入居状況,国内外から寄せられ

た義援金･復興基金の内容,被災者生活支援への議論の高まりなどについて記した。

被災者への住宅再建支援は前進したものの,「ハコ」と同時に,生業との一体的復興,
すなわち真の生活再建施策が求められている。 

10 予期せぬ廃棄物への対応-災害

廃棄物･漂着ごみ対策-兵庫県

における災害廃棄物処理の取

組み-阪神･淡路大震災におけ

るガレキ処理を中心に- 

兵庫県 健
康生活部 

い ん だ す

と ： Vol.23, 
No.3 

平成 7 年の阪神淡路大震災時における瓦礫処理の取組について顧みた。45 万世帯を

超す住宅が全半壊する被害を受けたが,家屋の公費解体と震災瓦礫の広域的処理が

行なわれた。また県内外から多くの市町･事務組合の応援を受けたが,常日ごろから

の広域連携の強化が重要であることが確認された。瓦礫処理作業にあたり,仮置き場,
搬送ルート,処理施設の確保などに課題が指摘されており,これらに対するその後の

取組方について紹介した。 
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11 予期せぬ廃棄物への対応-災害

廃棄物･漂着ごみ対策-東京都

における災害廃棄物対策の対

応策について 

齊藤和弥 
( 東 京 都 
環境局) 

いんだすと： 
Vol.23, No.3 

関東大震災級の震害が間近に予測される東京地区において,災害対策,復興対策をい

かに進めるか十分なる準備が必要である。先の阪神淡路大震災時の教訓を生かして

都が策定した「震災処理マニュアル」について概要を紹介した。さらに都では地域

防災計画を大幅に見直しており,最近策定された 2度にわたる大きな改訂ポイントに

ついて参照した。都と区市町村の役割分担の明確化,被害想定の見直しなどが含まれ

ている。 
12 予期せぬ廃棄物への対応-災害

廃棄物･漂着ごみ対策-全国産

業廃棄物連合会における災害

廃棄物対策の取り組み 

西之宮優 
(全国産業

廃棄物連) 

いんだすと： 
Vol.23, No.3 

産業廃棄物処理業界では廃棄物処理･処分に必要な資機材,技術,経験を蓄積している

ため,災害発生時の廃棄物を迅速かつ適正に処理する能力を有している。業界連合と

してこれまでの取組状況,体制整備の状況,処理支援実績について紹介した。連合会で

は平成 16 年に災害廃棄物処理体制構築のマニュアルを策定しており,これに基づい

て支援体制の整備が進められている。 

13 災害時における廃棄物対策  
災害廃棄物処理に関する現状

と今後の課題 

石 橋 稔 , 
加藤隆也 , 
日高正人 
(環境技術

支援ネッ

トワーク) 

都市清掃：

Vol.61, 
No.281 

震災や水害などにおける災害廃棄物の発生は突発的であり,混合廃棄物であるため

に自治体における平時の廃棄物処理とは大きく異なる面がある。災害廃棄物の特徴

と処理の現状を踏まえて実務上の留意点ならびに今後の処理事業の円滑な実施に向

けた提言を行った。処理形態の類型と事業費用,処理事業計画の策定のあり方につい

て言及した。円滑かつ効率的な事業に向けて,標準処理モデルを提示し,処理計画作業

の手引き策定について提案を行った。 
14 災害廃棄物の発生と処理事例  

災害廃棄物概論(定義･分類と

問題点) 

大野博之 
( 長 崎 大 
工 ), 八村

智明  ( 日
本環境衛

セ) 

生活と環境： 
Vol.51, No.9 

自然災害に伴って発生する災害廃棄物は,一時的に大量に発生し,種類も複雑なため,
通常の社会システムでは対応しきれない場合が多い。また,どのような廃棄物が発生

するかは,災害の種類によって異なる。本稿では, 1)被災家屋から発生する廃棄物,2)
避難時に発生する廃棄物,3)家屋等の解体によって発生する廃棄物,4)社会的共通資

本から発生する廃棄物,に分類した。さらに,質･量の点から,災害廃棄物の処理･処分

システムの流れに乗せ難い問題点に言及した。 
15 天災は必ずやってくる-災害廃

棄物への対応-災害廃棄物処理

体系の構築-阪神淡路大震災の

教訓を生かして- 

井 上 求 
(環境戦略

研究所) 

いんだすと： 
Vol.21, No.5 

阪神淡路大震災時に経験した大きな特徴は,一般廃棄物とは質の異なった災害廃棄

物の大量発生である。総量 1500 万 t といわれ,既存の廃棄物処理施設では対処でき

なかった。今後も発生が予想される大震災時に,廃棄物処理にいかに対応すべきか災

害廃棄物処理対策のあり方について資料を整理し,浮かび上がる課題について指摘

した。 
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16 災害廃棄物処理の課題と対策  
災害廃棄物処理の実際と課題-
阪神･淡路大震災の教訓から- 

築谷尚嗣 
( 兵 庫 県 
健康生活

部) 

資源環境対

策 ： Vol.41, 
No.3 

平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神･淡路大震災から 10 年になる。この地震で多く

の建物が倒壊し,兵庫県と関係市町村は膨大な量の災害廃棄物処理に取り組んだ。ま

た,平成 16 年 10 月には台風 23 号により但馬,淡路地域を中心に大きな浸水被害を受

け,平成 17 年 3 月末の完了を目指して災害廃棄物処理を進めている。阪神･淡路大震

災を中心にし尿処理,ごみ処理とがれき処理の概要,その中で得られた教訓及び震災

後の兵庫県の取組みについて報告した。 
17 一般廃棄物処理システムに潜

むリスクの評価と管理 
森沢真輔 
( 京大  大

学院工学

研究科) 

安全工学：

Vol.41, 
No.6, 
Page.415-42
2 
(2002.12.15) 

一般廃棄物処理システムがその機能を喪失するリスクを,廃棄物の物質収支型動態

評価モデルを構築することにより評価した。阪神淡路大震災における廃棄物処理実

績を参照して,仮想「京都大震災」後の災害廃棄物処理の有り様を,災害後に採用され

るであろう廃棄物対策の効果を比較する視点から,推定･評価した。また,廃棄物のフ

ローとストック,焼却処理による減少･濃縮を元素レベルで解析する元素動態評価モ

デルを構築し,その適用例を示した。 
18 災害(震災時)に備えた廃棄物計

画について  (2)  東京都特別

区における「がれき処理マニュ

アル」について 

鈴木秀章 
( 東 京 都 
環境局) 

都市清掃：

Vol.54, 
No.243 

東京都区部においては,特別区の自治権拡充の一環として,平成 12年 4月,東京都から

清掃事業の区移管が行われた。これにともない,それまで東京都が計画化していた震

災廃棄物である「がれき」の区における取扱いを新たに計画化する必要が生じた。

特別区「がれき処理マニュアル」は,この要請に応えるべく,都区協力の下に策定され

た。本稿では,東京都地域防災計画検討委員会(がれき処理部会)策定「特別区がれき

処理マニュアル」の概要について述べた。 
19 阪神淡路大震災と現代技術都

市の環境･安全管理 
 

西川栄一 
(神戸商船

大) 

日本環境学
会研究発表
会 予 稿 集
(2000)： 
Vol.26th, 
pp.256-259  

現代技術都市は,産業活動も市民生活も,ほとんどすべてを人工の技術システムに依

存している。この複雑巨大な技術システムが機能しなくなったときにどうなるのか,
安全と環境保全の面からどのような問題を内包しているのか,安全･環境問題という

側面に絞って,阪神淡路大震災が提起した,1)震災後 5 年の復興施策批判,2)複雑巨大

な技術社会の課題,について考察した。 
20 阪神大震災後 4 年間でのアン

ケート調査等による被災市民

の健康調査結果 

後藤隆雄 
( 神戸大 ), 
中 田 実 
(淀川勤労
者厚生協 
社会医学
研)ほか 

自然災害科

学 ： Vol.18, 
No.3, 
pp.289-300 

阪神大震災後,4年間の間に 4回の震災関連の調査を行っている中から,健康アンケー

トに関係するもののみを第 1 回目の調査結果と関連させて報告した。震災以後身体

の諸症状が悪くなった人の傾向,震災以後に新しい症状を訴えた人の経年的な回復

状況,芦屋浜地域とそれ以外の健康悪化の傾向等についてとりまとめた。 
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21 大都市圏の震災時における災

害廃棄物の広域処理体制に係

わる調査 

小林康彦 
(日本環境

衛 生 セ ), 
高田光康 
(廃棄物研

究財団) 

全国都市清

掃研究発表

会講演論文

集：Vol.19th, 
Page.28-30 
1997.12 

阪神淡路大震災による廃棄物発生及び処理の状況を調査し,首都圏を対象とした事

例研究により地震による災害廃棄物の広域処理体制について検討した。廃棄物の発

生量,仮置場必要面積,可燃物の破砕及び焼却と不燃物の破砕と粗大ごみについての

中間処理量及び処理能力,処分量と残余年数について検討した。検討課題としてリサ

イクル率の向上,仮置場の確保,緊急処理施設の設置,新規処分場の確保,広域処理体制

の確立が明らかになった。 
22 阪神大震災と廃棄物･リサイク

ル   阪神大震災と環境保全  
震災時の環境対策の概要とア

スベスト対策 

山 本 進 
( 神 戸 市 
環境局) 

都市政策：

No.93, 
pp.83-96 
(1998.10) 

震災後の環境問題には有害物質使用施設等の直接被害等による汚染,汚染物質除去

装置や都市のインフラの被害による汚染,災害復旧事業等に関連する汚染等がある。

講じた主要な対策やその経緯について時を追って紹介した。さらに社会問題化した

アスベスト対策について,具体事例として紹介した。 

23 災害廃棄物収集運搬システム

の開発におけるモデル化とシ

ミュレーション  (東京都立大

学都市研究所 S) 

古 市 徹 
(北大大学
院 ), 長谷
川誠 (エン
バーテッ
ク)ほか 

都市の廃棄

物問題： 
pp.169-190 
(1998) 

災害廃棄物の解体現場から仮置き場および仮置き場から処理処分施設までの収集運

搬について,試行錯誤的に行ってきた震災後の運用管理を支援するためのシステム

を開発することを目的とした。システム開発においては被災地の災害廃棄物処理の

実態を反映した上で,物質収支モデルおよび収集運搬モデルを構築し,コンピュータ

シミュレーションによって定量的な運用管理ができるようにした。データの入力,シ
ミュレーション結果の出力部分に GISを援用し意思決定ができるようにした。 

24 兵庫県南部地震データベース

による地震被害,復旧･復興過

程分析と防災 GIS の構築 (文
部省 S) 

碓井照子 , 
酒井高正 
(奈良大) 

都市直下の地
震による災害
の防止に関す
る基礎研究,平
成 ８ 年 度 
Page.317-318  

兵庫県南部地震後の瓦礫による交通不能箇所と瓦礫撤去場所を現地調査し,GISを利

用して災害データベースを作成した。また,調査団が 3 か月毎に現地調査し,瓦礫撤去

後の建物建築状況(棟,戸数)データベースを作成した。このデータベースを使用し

て,1)GIS による大縮尺災害データベースと研究者間相互利用ネットワークの作

成,2)地震被害想定,復興･復旧事業支援システム等の防災GISの構築,3)瓦礫撤去後の

建物建築状況から見た復興過程分析。 
25 阪神･淡路大震災が大気環境に

及ぼした影響 金属物質モニタ

リング測定結果の解析 

小林とみ

樹 , 前 田

健二  ( 兵
庫県公害

研)ほか 

大気環境学

会誌：Vol.32, 
No.3, 
pp.231-236 
(1997.05) 

阪神･淡路大震災とその後の復旧活動が大気環境に及ぼした影響を評価するため

に,20 数年前から継続モニタリングしてきた金属物質のデータを解析した。解析の結

果,Fe,Mn,Ni に比べ Zn,Pb,Cd については濃度比のより顕著な増加が認められ,その

濃度比は平年値に比べ最高で 60-100%増加した。粒径の小さい金属物質についてよ

り顕著な濃度比の増大がみられたことから,それらは燃焼過程を経てヒュームとし

て発生したことが示唆された。 
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26 阪神･淡路大震災における災害

廃棄物の発生と処理の実態に

ついて 

勝 見 武 , 
林春男ほ

か  ( 京大

防災研) 

京都大学防

災研究所年

報： 
No.39B-2(19
95) 
Page.37-50 

災害に伴う廃棄物ワーキンググループの活動成果に基づき,阪神･淡路大震災におけ

る災害廃棄物処理の概要をとりまとめるとともに災害廃棄物の処理処分の典型事例

である神戸市,伊丹市,大阪湾広域臨海環境整備センターでの廃棄物処理の特徴と問

題点を明らかにした。廃棄物の処理にあたっては何といっても最終的な受入先の確

保が不可欠である 

27 環境評価 緊急時における有害

物質対策 阪神･淡路大震災に

おける経験から 

岩本文哉 
( 兵 庫 県 
生活文化

部) 

安全工学： 
Vol.35, 
No.6, 
Page.460-46
4 (1996.12) 

震災発生直後は,多くの人々が瓦れきの中に埋もれ,その救助が最優先されており,環
境対策は遥か彼方に置き去りにされていた。少しの時間が経ち,まだ行政が環境対策

に着手できないでいる中,各方面から環境問題に対する危ぐが指摘され,徐々に環境

部局が,本来の環境保全対策に動き出していった。ここでは,環境部局が,環境保全と

いう立場で可能な限り実施した公害防止対策と環境監視について,そのあらましを

述べる。 
28 災害と廃棄物対策 災害と廃棄

物性状 災害廃棄物の発生原単

位と一般廃棄物組成の変化 

高 月 紘 , 
酒井伸一 , 
水 谷 聡 
( 京大  環

境保全セ) 

廃棄物学会

誌 ： Vol.6, 
No.5, 
Page.351-35
9 (1995.09) 

災害に起因する廃棄物として,解体廃棄物の発生原単位と,一般廃棄物の組成の変化

について検討した。原単位は重量と容量ベースで求め,鉄筋コンクリート,木造家屋と

もに,重量ベースでは従来の報告値と近かったが,容量ベースではかなり大きな値と

なった。これは,災害復旧時には分別が不十分にならざるを得ず,混合状態での積載に

なり荷台の空隙率が大きくなったためと推察される。 
29 阪神･淡路大震災における災害

廃棄物対策 災害の状況と緊急

対応の実際 阪神･淡路大震災

における環境汚染について 

峯村芳樹 
( 環 境 庁 
長官官房) 

都市清掃：

Vol.48, 
No.207 
Page.331-33
2 (1995.08) 

環境汚染状況について,まず説明した。建築物の解体･処理に伴う石綿の飛散の懸念

があり,その対策を示した。また,大量に発生した廃材等のがれきの処理において,一
時各地で緊急対策として野焼きが行われたが,その後中止になった。第二次環境モニ

タリング調査として,大気･石綿･野焼き関係･水質･廃棄物最終処分場を対象として

行った 
30 阪神淡路大震災と環境システ

ム 阪神･淡路大震災後の大気

汚染対策 

小林悦夫 
( 兵 庫 県 
保健環境

部) 

環境衛生工

学 研 究 ：

Vol.9, No.3, 
Page.121-12
4 (1995.07) 

大震災後の環境モニタリング調査では,有害物質は環境濃度範囲で,漏洩等による二

次汚染は認めなかった。紛塵･アスベストはやや高いが特に問題はなく,建築物の解

体撤去時の飛散防止対策を指導している。廃棄物の野焼き現場周辺調査で,やや濃度

の高い地点を認めたが概ね通常観測範囲で,広域処理ルートの確保により野焼きの

中止を指導している。冷蔵庫や空調設備からのフロン回収にも努めている 
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31 阪神･淡路大震災の災害廃棄物

その１ 震災発生後 2 ヶ月ま

での調査結果 

楡井 久 
(京大防災

研) 

京都大学防災
研究所年報： 
No.39B-2(19
95) 
Page.103-11
5 

震災直後から、神戸市行政当局と市民（罹災者・解体撤去処理業者を含めた）で行

われてきた倒壊建物の解体撤去処理や処分は、各都市における震災時の災害廃棄物

対策において、多くの教訓を残していると思われる。震災発生から２ヶ月間にみら

れた倒壊建物の解体撤去処理と災害廃棄物にまつわる市当局と市民の活動経過と

その問題点を報告する。 
32 日本応用地質学会  災害廃棄

物の防災と環境に関する研究

小委員会 中間報告書 

災害廃棄

物の防災

と環境に

関する研

究小委員

会 

日本応用地

質 学 会 ：

2008.12 

災害廃棄物を環境地質学的な観点から考えた場合、中長期にわたり放置された時の

環境リスクが挙げられる。例えば、廃棄物の腐敗・腐食を原因とする発熱・火災に

よる不完全燃焼に伴うダイオキシン類の発生、同じく腐敗･腐食による重金属類や 
PCB などの溶出に伴う地下水・土壌汚染、などが生じる可能性が考えられる。こ

うした問題に対応するための調査技術、対策技術、リサイクル技術について検討し、

災害廃棄物への対応に関するマニュアルを策定することを目的とする。 
33 災害ストレスと生活環境との

かかわりに関する研究（その

１）－阪神・淡路大震災におけ

る応急仮説住宅居住者を例と

して－ 

大村奈緒 
室崎益輝 
(神戸大) 

日本建築学

会学術講演

梗概集（近

畿 ） ： 
Page.66-67 
(1996.09) 

現状を把握するとともに、健康に悪影響を与える生活環境要因がどのようなものか

探る。居住性等の生活そのもの中で考察する。応急仮設住宅の構造上、立地上の問

題は大きい。その筆頭が周辺や近隣所の騒音である。建設場所が広い道路のすぐ傍

であったり、大型車両の往来がかなり激しいところも見受けられた。 

34 災害ストレスと生活環境との

かかわりに関する研究（その

２）－阪神・淡路大震災におけ

る応急仮説住宅居住者を例と

して－ 

大村奈緒 
室崎益輝 
(神戸大) 

日本建築学
会学術講演
梗概集（近
畿 ） ： 
Page.69-70 
(1996.09) 

阪神・淡路大震災における応急仮設住宅の現状と、健康に悪影響を与える生活環境

要因を探るものである。特に人間関係等の心理的・精神的要因について考察を行う。 

35 阪神淡路大震災で被災した仮

設住宅住民の生活と健康状態

及び継続的な看護支援活動の

評価 

安藤幸子 
中田康夫 
ほか  ( 神
戸市看護

大学) 

神戸市看護

大学紀要：

Vol.3,  
Page.29-38 
(1999) 

看護支援活動を展開してきた神戸市中央区Ａ・Ｂ仮設住宅住民の生活と健康状態の

実態を明らかにし、継続的な看護支援活動の評価を行うことで、大規模災害後の長

期的な看護援助のあり方について考察する。研究 1「仮設住宅住民の生活及び健康

実態についての調査」、研究２「継続的な看護支援活動の評価」より構成されてい

る。 
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36 仮設住宅における高齢者のセ

ルフケアの変化とその要因 
池田清子 
中野智津

子ほか 
(神戸市看

護大学) 

神戸市看護
大学短期大
学部紀要：
Vol.17,  
Page.29-38 
(1999) 

本研究ではセルフケア支援の必要性が高いと考えられる対象を選定し、約 1 年半に

わたる継続的なケアをおこなった。対象のセルフケアにどのような変化があったの

か、また、その変化の要因は何かについて明らかにし、今後の支援のあり方を考え

る。 

37 阪神淡路大震災から３年後の

仮設住宅住民の健康と生活の

実態 

生島祥江 
池田清子 
ほか (神戸

市看護大

学等) 

神戸市看護
大学短期大
学部紀要：
Vol.18,  
Page.1-8 
(1999.3) 

震災 3 年後のポートアイランド第１・第 2 仮設住宅の住民の健康と生活の実態を知

り、健康を支えるために必要な手がかりを得る目的で調査を行った。半数近くの人

に熟睡感がないなど、仮設住宅という立地条件や構造などの物理的環境および人的

環境が、住民の生活習慣に影響を与えていることが明らかになった。 

38 環境と防災連携型の技術と制

度 
(代表)松井

三郎 (都立

大学大学

院 ) ,大原

利眞ほか 

平成  17 年
度   
土木学会重

点課題研究

報告書 

自然災害が環境に対してどのような影響をもたらしてきたか，その軽減対策として

技術と制度について整理し，そこから，環境と防災連携型の技術と制度について提

案することを目的として,調査を行った。まず，環境対策と防災対策の関連性につい

て大まかに整理することにより，災害と環境はお互いに関連し合っていることから,
両者の対策を切り離して考えるのではなく，連携を持って進めていくことが重要で

あることを指摘した。 

39 被災者の生活と心の復興過程

に関する考察 －兵庫県南部

地震を対象とした影響要因の

分析－ 

中村文香 
(日本女子

大) 

日本建築学
会 2006 年度
(第 17 回)優
秀修士・卒業
論文賞論文
梗概集 
2006.12 

本論文では，兵庫県南部地震の発生から 10 年の経過に着目し，周辺社会との関わ

りの中で，被災者の生活と心に影響を及ぼす要因を抽出する。その分析を基に，復

興を手助けする要因を見出すことを目的とする。 

40 兵庫県南部地震発生から 10 年

間の被災者の生活と心の復興

過程に関する考察 －市民の

防災力向上に向けて  その１

－ 

中村文香, 
石川孝重 ,
野田千津

子 (日本女

子大) 

日本建築学

会大会学術

講演梗概集

（関東） 
 2006.9 

巨大な地震は物的・人的に様々な被害を生み，被災者は一時的に非日常の状態に陥

る。復興の過程は様々であるが，多様な事象が被災者の生活と心に影響を及ぼす。

被害の程度や被災者の個体性によって，地震災害が生活や心に及ぼす影響は異なる

と予測できるが，時間の経過も被災者の生活と心に影響を及ぼす一要素である。本

報では，兵庫県南部地震から 10 年の経過をふまえて，周辺社会との関わりの中で，

被災者の生活と心に影響を及ぼす要因を抽出し，復興を手助けする要素を見出す。 
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41 自主防災組織による高齢者の

災害時支援体制づくりに関す

る基礎研究 

小川宏樹 
(岐阜市立

女子短期

大学) 

岐阜市立女

子短期大学

研究紀要第 
57 号

（2008.3） 

全ての高齢者を要援護者として扱うのではなく、生活やハンディキャップ条件によ

り分類し、それらの条件により、各自で現状どのような防災対策を行っているか、

どのような意識を持っているかについて明らかにする。その上で、今後、社会や自

主防災組織等による地域側からの対策、並びに要援護者自身も防災意識を高め災害

に備えるといった二重の策を講じることで、災害時に少しでも高齢者からの犠牲者

を出さない地域づくりを目的としている。 
42 時系列でみた阪神･淡路大震災

被災者の居住地の変遷 
木村玲欧 
(京都大情

報学研究

科),林春男

(京都大防

災研)ほか 

第 11 回日本

地震工学シ

ンポジウム

講演論文集 , 
pp.2417-242
2, 2002.11 

震災からの復興過程において、行政をはじめとする災害対応従事者は、社会基盤の

復旧だけではなく、被災者自身の生活再建について長期的な視野に立って支援をし

ていかなければならない。阪神･淡路大震災を事例として 1999 年と 2001 年の 2 
回にわたって、無作為抽出による質問紙調査を行い、2 回の社会調査において、特

に、人々の生活の根幹であり、災害対応従事者の生活再建支援の中心となる「すま

いの再建」の部分について分析･考察を行った。 
43 阪神･淡路大震災後の被災者の

すまい再建における決定とそ

の規定因に関する研究 

木村玲欧 
(京都大情

報学研究

科),林春男

(京都大防

災研)ほか 

地域安全学

会 論 文 集 , 
No.2, 
pp.15-24, 
2000.11 

本稿では、社会調査では調べることが難しい、バイアスのない物理的環境(外的環境)
を利用し、社会調査で得られる心理・行動変数と統合させ、外的環境が人々の意識・

行動にどのような影響を与えているのかについて考察した。本稿では、建設省建築

研究所のデータにおける「町丁目単位の全壊率」を利用して、全体としての地域の

建物被害の程度が、建物被害の認定や、被災者のその後の行動に、どのような影響

を与えるかを明らかにした。 
44 災害からの長期的復興に関す

る文献的研究 
黒宮亜希

子（同志社

大学） 

同志社社会

学研究  NO. 
12, 2008 

本研究は、災害からの長期的な復興についてどのような視点より研究が進められて

いるのかを、1995 年阪神淡路大震災以降に発刊された社会学分野（学際領域含）

の先行研究を分析資料とし、復興過程のメカニズムを概念的に解明することを目的

とする。復興メカニズムが明らかになることで、発災後から被災社会の辿る復興過

程を予測し、現実に即した支援の法則を提示することが可能であると考える。 
45 震災時に老人福祉施設の果た

した役割に関する研究 ―阪

神間における施設ヒアリング

調査を通じて―   

竹内公文 
大西一嘉 
(神戸大学) 

神戸大学大

西研究室 
阪神大震災において災害弱者である高齢者は直後段階のみならず被災後継続して

大きな影響を受けた。環境条件の悪い避難所や壊れかけた自宅など劣悪な状況に置

かれた高齢者を救いだそうと，地域の老人福祉施設は様々な対応を行った。本論で

はそれらの対応を施設へのヒアリング調査を通じて整理し，災害時において老人福

祉施設が地域に対して果たすべき防災支援拠点としての役割について考察する。  
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46 災害時要援護者の避難支援と

個人情報  
山崎栄一 
(大分大学

教育福祉

学部) 

地域防災研究

論文集 , 第 2 
巻,（2009.3） 

災害時要援護者の避難支援を行うにあたって，避難支援の当事者たちが持ちうる悩

みを抽出しながら，そういった悩みに対する問題構造を明らかにし，実践的な解決

の選択肢を提示しようとするものである．基本的には，個人情報の共有と保護のあ

り方という政策法務的な視点のもとに，話を進めていく． 
47 災害時要援護者支援事業の地

域における取り組みから見た

制度的課題 -東京都区内の木

造密集市街地の取り組みに着

目して- 

田畑弘之 ,     
真野洋介

（東京工

業大学） 

東工大時空

間デザイン

プログラム

コース 
論文 

東京都 23 区に着目し、その行政の取り組み状況と施策の実態を整理する。また災

害時の危険性が指摘されている密集市街地における地域の取り組みの現状把握と

問題点の抽出を行う。その上で、現在の行政施策の制度的課題を明らかにし、今後

の要援護者支援のあり方を考察する。   

48 災害弱者援助における地域ネ

ットワークの活用 
江原勝幸 
(静岡県立

大学短期

大学部) 

静岡県立大

学短期大学

部研究紀要

18 ‐ W 号

（  2004 年
度） 

災害時の行政機関の救援活動や災害対策だけに頼るのではなく、住民の防災意識の

高揚や助け合いの精神の発揮が求められている。本稿では、まず災害時の社会的弱

者の問題や特徴を取り上げ、災害弱者が適切な援助を受けられるための小地域ネッ

トワーク支援システムについて論ずる。さらに、小地域を対象とした顔の見える多

層的ネットワーク活動の必要性や可能性について、震災直後の災害弱者援助の視点

から考察する。   
49 地域防災力に着目した地震火

災時の災害時要援護者救助シ

ミュレーション -東京都杉並

区阿佐ヶ谷高円寺の木造密集

市街地を例として- 

上田遼 ,瀬
尾和大 ,元
木健太郎

（東京工

業大学） 

日本建築学

会計画系論

文集 
第 622 号, 
pp.137-144, 
(2007.12) 

大地震時においては，自力での避難が不可能な高齢者・障害者などの災害時要援護

者(以下「要援護者」)が火災の危険にさらされることが予想され，対策が急がれて

いる．シミュレーションにより効果的な対策方法を模索できれば大いに有用と考え

られる．そこで，本研究は東京都杉並区の木造密集市街地を例として地震火災時の

要援護者救助行動のモデルを開発し，救助対策に関する基礎的知見を得ることを目

的とする． 
50 生活７領域からみた災害時要

援護者における避難生活実態

の解明 ～日本介護福祉士会

による介護福祉ボランティア

の活動実績を通して～  

田村圭子
(新潟大学
危機管理
室),岡田史
(新潟医療
福祉大学)
ほか 

地域安全学

会論文集 
No.11,
（2009.11） 

避難生活支援における「災害時要援護者の実態」を、福祉分野の専門ボランティア

として新潟県中越沖地震に赴いた「社団法人日本海後福祉士会による介護福祉支援

ボランティアの活動」から明らかにする。 
「自立型支援」を実現するためのさまざまな課題を専門ボランティアへのインタビ

ューから明らかにし、有効的な専門ボランティアの活動フレームを提案する。 
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 文献名 著者 掲載誌 抄    録 

51 阪神・淡路大震災被災者の健康

被害～健康関連死と孤独死～ 
上野 易弘 
(神戸大学

医学部)ほ
か 

神戸大学都
市安全研究
センター研
究成果報告
会発表論文
集
pp27-34,1998 

阪神・淡路大震災は、高齢者が受けた被害が大きく、「高齢社会型災害」と表現さ

れている。著者らは、震災直後から 4 年間に亙り、震災による神戸市の被災者の志

望状況を、①震災直接死、②震災直後に発生した震災関連死、③仮設住宅における

孤独死、の 3 項目に分けて分析し、震災が被災地住民の生命と健康に及ぼした影響

を法医学的観点から調査した。 

52 地域資源としての社会福祉施

設の活用可能性－新潟県内の

社会福祉施設を中心に－ 

李 永子 
（韓国報

勲福祉医

療公団 研
究員） 

家計経済研

究所研究助

成報告論文、

2006 

阪神・淡路大震災時には、一般避難所である学校の体育館などで体調を崩していく

高齢者や避難所という共同生活に適応することができない障害者、乳幼児を抱えた

人たちが避難所から壊れた自宅へ帰る事例が多発していた。この研究では、新潟県

の社会福祉施設を対象に①避難者緊急受け入れ状況などの経験について検討、②ス

トレス・ストレーンモデルに基づき社会福祉施設の現状を受容力と要請の変化に区

分して分析すること、等から社会福祉施設の実情を明確にすることを目的とする。 
53 住民・自治体協働による防災活

動を支援する情報収集・共有シ

ステムの開発 

村上正浩 
(工学院大

学) 

日本地震工

学会論文集  
第  9 巻､第 
2 号（特集

号）2009 

住民・自治体協働による防災活動を支援することを目的として、WebGIS を利用し

た情報収集・共有システムを開発した。システムは、平常時には地域点検マップづ 
くりや災害図上訓練に活用し、防災ワークショップを通じた住民・自治体の協働体

制づくりを支援する。一方、震災直後には、小学校区の避難所を拠点として住民・

自治体の協働による速やかな状況把握と情報共有を支援する。  
54 ―阪神･淡路大震災以降の概念

の広がりと対応の変化を中心

に― 

菅 磨志保
(早稲田大
学地域社
会と危機
管理研究
所｣ 

日本都市学
会 年 報 
2000/都市と
ガバナンス』
第  34 巻  
2001.5. 

災害時､社会的弱者はより厳しい状況に置かれやすい｡防災行政の領域では､従来か

らこうした特別な配慮を必要とする人達を｢災害弱者｣として概念化してきたが､阪

神･淡路大震災においても犠牲者の半数以上が高齢者であり､災害時における弱者

保護の必要性が改めて認識される事となった｡ボランティアによる災害支援のあり

方を検討する上でも､支援対象に対する理解を深めておくことが求められ、ボラン

ティアによる支援の対象とされやすい｢災害弱者｣に関する基本的事項を整理した。 
55 地理情報システムを活用した

災害時要援護者支援システム

の開発の可能性と課題 

加藤 優希
(兵庫県立
大学）か 

地域安全学

会論文集 
No.11,
（2009.11） 

多くの自治体で災害時要援護者を効果的に支援することを目的として様々な対応

がなされているが、個人情報保護や組織横断的な情報共有を阻害する縦割行政の壁

などに阻まれ、災害時要援護者を支援するための仕組みやシステムの構築がスムー

ズに進まないのが現状である。この研究では、災害時要援護者の支援を情報通信技

術と情報通信基盤を活用して行うことを目的としている。 
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２．ヒアリング調査票   
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「がれき処理と高齢者をとりまく問題」に関する行政ヒアリング 
平成 22年度 高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究委員会 

 

当研究会では、首都直下地震を対象にして大きな被害が想定される地域での震災廃棄物

（がれき)の処理スキームについて検討を行っています。このスキームでは、(1)情報通信

（ＩＴ）を活用したがれき処理に関する仕組みの調査、(2)大規模災害における住民の生活

環境への影響に関する調査、などを実施し、生活環境への負荷の小さい輸送体系について

の調査を目的としています。つきましては、がれき処理を含めた防災計画の現状に関して、

計画やマニュアル類の具体的な記載事項などについてお聞きしたいと存じます。 

 

１． 首都直下地震時におけるがれきの処理計画は策定されていますか？策定されているの

であれば、現状での処理（分別・収集）のあり方について教えて頂きたいと思います。 

２． 都市公園・空地等の用地の活用について、現状で検討されている事項（場所、目的、

使用期間、使用方法等）があれば教えて頂きたいと思います。防災計画の中で、準備

されていることについてでも結構です。 

３． 災害後の道路の利用計画について、現状の計画を教えて頂きたいと思います。 

４． 災害時の河川敷の活用について、現在、計画されているのでしょうか？公物管理上、

河川空間の利用は難しいとの指摘もありますが、河川空間の利用はどのようにお考え

ですか？（例えば、小千谷市では中越地震時に空間として活用した事例もあります。） 

５． 災害時に、市民の方々、特に要援護者の方々への情報提供について、どのような情報

を収集し提供されるのでしょうか？また、具体的にどのような方法で提供される計画

となっているのか、独自で取組まれている方法も含めて教えて頂きたいと思います。 

６． 日常の住民に対する防災や環境に関わる情報提供（ハザードマップの公知等）に関し

て、自治体における現状での取り組み等について教えて頂きたいと思います。 

７． 現状では、行政と町内会や地元団体等との間で、災害廃棄物処理に対してどのような

協力関係の構築を検討・期待されているのでしょうか？また、分別や解体についての

周知方法に関して具体的なものはありますか？災害後における民間企業や地元団体等

との協力体制についてはどのようにお考えになっているのかお聞かせください。 

 

＜ 以上よろしくお願いいたします ＞ 
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「がれき処理と高齢者をとりまく問題」に関するヒアリング（街づくりセンター） 
平成 22年度 高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究委員会 

 
阪神・淡路大震災の復旧・復興期におけるがれき処理に伴い、高齢者を含む地域住民の方々

への影響について、被災地で見聞された実態、必要と感じられた対応・支援等についてお

話を伺えれば幸いです。何卒よろしくお願い致します。 

 

１． 高齢者世帯（一人暮らしも含む）の皆さまは、自宅で生じた災害廃棄物の処理に対し

て、実際にどのような問題に直面していましたか？ 

２． 自宅周辺にどれくらいの期間（最大で）がれきが残ったままになっていましたか？ま

た、大量のがれきが周囲に残ったまま自宅で生活をされている被災者はいたのでしょ

うか？ 

３． がれき処理が遅れたことによる高齢者の居住環境への影響についてお聞かせくださ

い。 

４． 行政はどのような支援を行われたのでしょうか？ 

５． 高齢者の皆さまは、自宅の災害廃棄物処理に関してどのような要望や意見をお持ちで

したか？その後それらの要望や意見が反映された点はありますか？ 

６． 災害ボランティアが取り組んだ支援、あるいは、地域社会による共助が必要と感じら

れた高齢者への支援はどのようなものでしたか？ 

７． スムーズな復興のために、事前事後の情報提供はどのようなものが望まれているので

しょうか？ 

８． 情報提供のツールとして、過去の経験に照らして高齢者等の被災者が活用可能なツー

ルとはどのような物でしょうか？ 

９． がれき処理（がれきの収集・運搬など）に伴って、地域で問題視されるような具体的

な事例は有りましたでしょうか？例えば、走行ダンプによる事故や粉塵の増加など。 

１０． 災害廃棄物処理を速やかに行うために、高齢者等の要援護者を地域外に一時退去さ

せるような方策をとられました？その有無で復興プロセスに差異はありましたか？ 

全体を通じて、この問題に対するご意見や問題意識をお聞かせいただければ幸いです。 

 

＜ 以上よろしくお願いいたします ＞ 
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「がれき処理と高齢者をとりまく問題」に関する町内会ヒアリング 
平成 22年度 高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究委員会 

 
当研究会では、首都直下地震を対象にして災害廃棄物(がれき)の処理スキームについて

検討を行っています。災害時において、皆様がお住まいになっている地域のがれき処理が

遅れ、結果として地域の復旧が遅れることは、住民の方々の健康面・衛生面へ大きな影響

を及ぼすことも想定されます。つきましては、災害時の安心・安全を確保する迅速な災害

廃棄物の処理体制の構築にあたって、貴町会の災害への取組みや行政機関等との連携（協

働）に関して、平素から取組まれている防災訓練や自治会活動を通して問題となっている

事項や危惧されている事項、災害対策について、お話を賜りたく存じます。 

 
１．災害時における行政機関との協定の状況や協働の可能性などについて、貴町会での取

組み状況についてお聞かせ下さい。 

２．町会として災害廃棄物に対してどのような対応ができると思われますか。貴町会にお

ける体制が整備されていましたら、その内容をお聞かせ下さい。 

３．平素から取組まれている防災訓練を通して問題となっている事項や危惧されている事

項など、お気づきになっていることがございましたらお聞かせください。 

４．災害廃棄物の処理にあたっては、建設機械やダンプトラックが町内会を頻繁に走行す

ることが想定されます。この際、細かなごみや塵が舞い上がるなど、皆様方の健康に良

くない影響を及ぼすことも考えられますが、どの位の期間であれば我慢が出来るもので

しょうか。 

５．上記に関連して、行政機関から得られる情報については、例えばゴミの種類や分別方

法、倒壊した家屋の解体、避難所に関する情報など、どのようなものが必要となります

か？ 

６．平常時も含めて、行政機関からの情報伝達には、どのような方法や仕組みが必要にな

るとお考えでしょうか。災害情報や避難情報についての伝達方法で、望ましい方法があ

りましたら、お教えください？ 

７．災害時の要援護者（高齢者の方や身体障害者の方など）に対して、地域でどのような

対応をお考えになっていらっしゃいますか？また、行政からは、何らかの情報提供や支

援のあり方の説明がございましたでしょうか。 

＜ 以上よろしくお願いいたします ＞ 
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「がれき処理と高齢者をとりまく問題」に関するヒアリング 

（神戸/真野地区まちづくり推進会） 

平成 22 年度 高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究委員会 

 

主に阪神・淡路大震災において、災害ボランティアの皆さまの活動内容、被災地で見聞さ

れた実態、必要と感じられた支援等についてお話を伺えれば幸いです。何卒よろしくお願

い致します。 

 

１．高齢者世帯（一人暮らし含む）の被災者は、自宅で生じた災害廃棄物（がれき）の処

理に対して、実際にどのような問題に直面していましたか？ 

１－１ 被災者の自宅周辺には、最長でどれくらいの期間がれきが残ったままになってい

ましたか？ 

１－２ 大量のがれきが周囲に残ったまま自宅で生活をされていた高齢の被災者はいらっ

しゃいましたか？ 

２．がれきの処理が遅れたことによる住民（高齢者等を含む）の居住環境への影響、地域

で問題視されるような事例がありましたか？（例えば、粉塵等の増加による環境悪化

のため自宅へ帰れなかった、ダンプの走行により安全面での問題が生じたなど） 

３．がれきの早期処理に関して行政はどのような支援を行っていましたか？ 

４．災害ボランティアは、どのような支援を行っていましたか？ 

５．高齢の被災者は、自宅のがれき処理に関してどのような要望や意見をお持ちでした

か？その後、復興過程でそれらの要望や意見が反映された点はありますか？ 

６．当時、がれきの処理を速やかに実施するために、行政や地域で必要だと感じられた方

策はありましたか？（例えば、高齢者等を一時的に地域外へ退出させるなどの公的な

支援・共助などについてお聞きします。） 

７．将来（現在）の災害に対して、高齢の被災者に対する情報に関して、提供のあり方（ボ

ランティアによる情報加工等）や望ましい情報提供ツールについてお教えください。 

８．その他 

全体を通じて、この問題に対するご意見や問題意識をお聞かせいただければ幸いです。 

＜ 以上よろしくお願いいたします ＞ 
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「がれき処理と高齢者をとりまく問題」に関するヒアリング（Ｅ法人） 

平成 22年度 高齢化社会における情報通信を活用した 

住民の安全・安心に資する支援システムに関する調査研究委員会 

 
主に阪神・淡路大震災において、災害ボランティアの皆さまの活動内容、被災地で見聞

された実態、必要と感じられた支援等についてお話を伺えれば幸いです。何卒よろしくお

願い致します。 

 

１．高齢者世帯（一人暮らし含む）の被災者は、自宅で生じた災害廃棄物（がれき）の処

理に対して、実際にどのような問題に直面していましたか？ 

 

１－１ 被災者の自宅周辺には、最長でどれくらいの期間がれきが残ったままになってい

ましたか？ 

 

１－２ 大量のがれきが周囲に残ったまま自宅で生活をされていた高齢の被災者はいらっ

しゃいましたか？ 

 

２．行政はどのような支援を行っていましたか？ 

 

３．災害ボランティアの皆さまは、どのような支援を行われましたか？ 

 

４．高齢の被災者に対する情報提供ツールなどを検討されていますか？ 

 

５．高齢の被災者は、自宅のがれき処理に関してどのような要望や意見をお持ちでした

か？その後それらの要望や意見が反映された点はありますか？ 

 

６．当時、災害ボランティアの皆さまが必要だと感じられた高齢者への公的な支援はどの

ようなものでしたか？その後、実現したものはありますか？ 

 

７．がれき処理に伴って、地域で問題視されるような事例がありましたか？（例えば走行

ダンプによる事故や粉じんの増加など） 

 

全体を通じて、この問題に対するご意見や問題意識をお聞かせいただければ幸いです。 

 

＜ 以上よろしくお願いいたします ＞ 
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３．ヒ ア リ ン グ 結 果    
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ヒアリング調査結果票（Ａ自治体） 

 （１）日 時 平成２３年１月２１日（金）  １５：００～１７：００ 
 （２）場 所 Ａ自治体 会議室 

 首都直下地震時におけるがれき処理計画について  

 がれき処理マニュアル 

• 平成 8 年度に、がれき処理マニュアルを策定している。 
• 平成 9 年 3 月にがれき処理部会を設け、上位機関と整合性を取るように処理手順を定

めている。 
• 発災後 2 週間で受付準備を終わらせ、6 ヶ月に至るまでのがれき対応を行うなどの大

きな流れができている。 
• 地域防災計画書では、具体的な仮置き場は決めていない。 
• 震災時におけるオープンスペース等の利用計画が平成 13 年に策定されている。 

 仮置き場について 

• 第一仮置き場については、緊急道路沿いの公園のうち、避難場所や仮設住宅予定地を

除いた公園に、その設置を予定しているという表現にとどめている。 
• 第三仮置き場については、減量化のための粉砕等を考慮すると、防災の避難スペース

などのオープンスペースで処理する話が出ている。 
• 実作業を行うのが第二仮置き場の想定であるが、オープンスペースが少ないため他の

用途と共有していかざるを得ない。 
• プールの駐車場を仮置き場にする、野球場を仮設住宅用地にする等の公園の使い方を

管理者と調整しなければ、実際には運用できない。 

 がれき処理体制について 

• 環境部局が主体となってがれき処理計画を取り仕切るものであり、第一～第三仮置き

場まで含めて環境部局が統括する考えとなっている。 
• 災害対策本部の条例の施行規則の中で、災対部をいくつか作り分掌事務を決めている。

その災対部の分掌事務に関しては、主たる権限は部長にあり、課の事務内容を決めて

いる。 
• 防災課は、全体の調整案件や参謀機能を持つことになっている。 
• 部局間調整や上位機関、警察署等との調整を円滑にするため、災対本部の事務局には

各部の主要参謀を一堂に会するスペースも今後は必要になる。 
• 現在、庁内でＢＣＰを策定中であるが、庁内の人員確保については、図書館業務を行

う人員くらいしか出てこないのが現状である。 
• がれき処理に当初から割ける人員を確保するのが難しい。 
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 震災時における公園利用計画等について  

 都市公園の活用について 

• 地域防災計画の中での仮置き場について、一時避難場所は出しているが、仮設住宅予

定地までの表示は出していない。 
• 当自治体では公園自体の使用計画までは出していない。 

 仮設住宅用地について 

• 公園は、都市計画部局で管理を行っている。上位機関とも連携をとって計画する。 
• 発災後には施設の安全性を把握し、防災課と連絡調整を行い都市計画部局と連携をと

る。 

 ボランティアの活用について  

 ボランティアとの協力体制について 

• 民生委員が仲介に入り、在宅介護系・医療系の事業者にも入ってもらうなど協力をお

願いする。そこへ NPO にも広く声かけをして、協力依頼するような動きをとること

を考えている。 
• 一人ひとりの避難支援プランを作るには莫大な経費がかかる。 
• 要援護者の期待を裏切らないように支援ネットを早急に作るように考えている。ＮＰ

Ｏのノウハウ、人材の活用を考えたい。 
• 建築などの専門のボランティアの登録は進んでいるが、福祉の分野はまだである。 

 多数のボランティアの収容問題について 

• 上位機関では受援計画を作成しており、市町村では追従する動きが出てくる。 
• 阪神・淡路大震災のような被害が甚大なケースでは、ボランティアを避難所に収容す

ることも想定されるが、長期的に収容する手段としては、旅館業組合との協定で優先

的に部屋の提供を受けて割り当てるしかない。 

 災害時要援護者のピックアップについて 

• 全体の７～８割くらいできており、支援ネットワークつくりをしていくところまで来

ている。 
• 公開にあたっては、「警察・消防は良いがそれ以外はだめ。」など、いろいろなリクエ

ストがあるため難しい。 
• 要援護者名簿を作り、庁内での共有にとどまらず、警察、消防、自治会長会、民生委

員等、関係者間との共有まで進んでいる。 
• 支援ネットワークつくりの策定では、行政が動けない中でも要援護者が命を落とすこ

とがないように、地域での支援作りが可能かどうかをこれから考えていく。 
• モデル地区を複数選定するところまで考え方がまとまってきている。 
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• 災害時には、相当数の要援護者がいるため、自治会長会にだけお願いすることはでき

ない。 
• 支援の必要な方から連絡があれば探し出せるが、事前に捜し出すのは難しいのが現状。 

 民間企業用地等の活用について  

 民間企業用地の活用について 

• 民間企業の敷地は、がれき処理のために利用することは考えていない。 
• 民間企業とは、避難スペースとして体育館の利用、食品会社であれば非常食の提供、

企業の消火隊と地域の消防活動との連携などについて提携している。 
• 民有地にがれきを積むことは考えていない。自治体の施設にはがれきが残ると考える。 

 河川空間の活用について 

• 河川敷のがれき集積場としての利用は、洪水時に２次災害が発生する可能性もあり、

危険であるため実際にはありえないだろう。河川管理者の許可が下りない。 

災害後の道路の利用計画について  

 道路利用計画について 

• がれき輸送車両は○緊車両であるが、通行規制や緊急車両同士の優先順位などの緻密

な道路計画は作っていない。 
• がれき搭載車両等の走行により、道路交通容量がオーバーする事態については、大き

な課題と考えられる。 

 橋梁の耐震化について 

• 優先対策橋梁を決めており、リストアップした自治体管理道路の重要な橋梁を順次耐

震化していくが、全部終わっていない。１０年計画の内３年目の段階である。 
• 重要な橋梁に重点投資していく方針であり、それ意外の橋梁は耐震化が遅れることに

なる。 
• 国道、都道府県道の橋梁については耐震化が終わっているだろう。河川断面の橋梁が

落ちると防災計画そのものが成り立たない。 

 幹線道路沿道の建物の耐震化への自治体の関与について 

• 今後の予算で強化する対象になる。都市計画部局が担当になる。 
• 自治体独自での対応は無理であり、上位機関から補助関係が降りてくる仕組みが出来

るのではないか。 
• ビル倒壊による道路阻害が想定されるが、道路阻害によって物流が止まることになる。

障害物除去路線については、国、都道府県、Ａ自治体で役割分担を決めて排除するこ

とになる。 
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 障害物除去のリソースについて  

 重機等の確保に関する協定等について 

• 行政で指定場所を提供して提携業者の重機類を置いている。現在では、100％民間の

協定事業者にお願いしている。 
• 建設業団体等複数の団体と警察を含めて三社協定を結んでいる。 
• 協定相手先は、地域内に事業所を構えているが、他の自治体とのリソースの取り合い

になることも考えられる。 

 協定で確保されている重機の台数について 

• 協定団体の重機は、建設協会および造園協会合計で、パワーショベルが、大 11 台、

小 34 台、トラッククレーン 25 台、ダンプが 144 台となっている。 
• ダンプトラック 144 台すべてがＡ自治体に投入される協定ではない。現実的には難し

いだろう。国（道）・都道府県（道）等との取り合いになるのではないか。生活道路

が一番最後になるであろう。 

 住宅地（民地）のがれき処理へのリソース投入について 

• 住宅地のがれき処理に係る重機については、上記と別物であり同じ車両になるかは不

明である。 
• がれき処理用の車両は別調達になる。基本的には、建設業協会の持つ車両ではない。 
• 発災後からの 2 週間で、全国からの応援部隊、自衛隊も含めて決定していくことにな

る。 

 がれき処理シナリオについて  

 がれきの処理期間について 

• ひとつの目安として、粉砕で山になっている状態を含めて 6 ヶ月である。 
• がれき排除については、Ａ自治体の中でも地域別状況によって異なるので、なかなか

答えにくい問題である。影響度合いによっても異なる。 
• 地域的に多くても支障がなければ放置するし、少なくても色々な影響が出ているなら

ば、排除していくことになる。状況を見ての判断になる。 

 がれき処理シナリオについて 

• 一律に減らしていくという発想はなく、事案ごとの対応になる。 
• 産業復興を考えながらという発想もありうると思うが、工業集積地から優先的に処理

する計画は、現状ではない。 
• がれきの影響を分析する必要がある。がれきが残置されることにより、どのような依

頼が寄せられてくるのか、地域社会にどんな影響が出てくるのかを考える必要がある。 
• 高齢者の問題、2 次災害、治安の問題になるのかを分析する必要がある。 
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情報提供（災害時要援護者等への）について  

 現状の情報提供手段について 

• Ａ自治体では、自治会長会における回覧板を利用している。 
• 協定ケーブルテレビ局には、災害時も協力頂くこととなっている。 
• 防災行政無線は、風雨が強いときには音声は聞こえない。 
• 目の見えない方には読み上げ機能の携帯電話もあり、その活用が期待できる。 
• メーリングリストを活用して、生活安全系のほかに防災系の情報の提供を行うことが、

聴覚障害者の団体からは好評を得ている。 

 わかりやすい情報提供（民間の力を借りての提供）について 

• 民間の力を借りての情報提供については、あまり考えていない（考えが及んでいない）。 
• 多種多様な情報発信があるのは否定しないが、公的機関は確認のうえ正確な情報を出

す必要がある。民間と役割分担をし、すみわけしながら必要な情報を発信していく。 
• SNS などの取り組みなどは、最寄りの生活情報や困っていることが分かるため、良い

情報発信手段であるが、情報の質（おかしな情報等）に問題があることは否めない。 
• NPO などが運営している情報提供手段と行政のＨＰがリンクするような連携のとり

方を模索する必要がある。日常的に情報提供を行っている民間のネットワークサービ

スも有効であろう。 

 今後の情報提供のあり方について 

• Ａ自治体では防災行政無線とメールとの連携を考えている。登録している人には、無

線の内容をメールと連動して配信される機能がもうじき実現する。 
• 細かな情報は、民間等の媒体でしか出せないこと、普段使いされていることが災害時

に生きるわけであり、実績のあるところに運用を担ってもらうのが理想的である。 
• いろいろな機関と連携して役割分担し必要な情報を発信していくのが理想的である。 
• 携帯メールや GPS による映像情報をうまく活用して情報管理を行いたい。 
• 帰宅困難者の訓練の中では、数十人の携帯電話から情報を発信してもらい、情報とし

て、地図上に写真がダウンロードされ、写真をクリックするとコメントも開くことが

できる民間企業のシステムを試行的に使ってみたが、かなり使えると判断された。 

 地元自治会等との共助の仕組み等について  

 防災市民組織について 

• 災害時の防災市民組織について、Ａ自治体では自治町会組織を母体としている。99%
以上で結成されている。 

• 防災市民組織には、災害時にその単位で防災本部を作ってもらう。情報が集まれば末

端まで災害情報を流してもらうことになっている。防災体制ができている。 
• 地域力がまだ残っており、機能すると考えている。この組織に期待している。 
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 災害時要援護者支援組織について 

• 防災市民組織の中に災害時要援護者支援組織（班）を作り、別立ての助成金を払って

いる。 
• 災害時要援護者支援組織の結成率は、防災市民組織の半分以下である。 
• もっと障害者への理解を高めていく必要があるが、この組織では、多くの責任を負え

ないところもある。呼びかけだけでない別の仕掛けが必要であろう。 

 防災市民組織における廃棄物処理について 

• 防災市民組織の中で廃棄物を共助で対応するところまで考えが及んでいない。避難が

優先である。 
• その場になってがれきをどうするかと考えるだろう。がれきによる埃の問題は体験し

ていないのでわからない。この地方では被災経験がないため分からない人が多い。 
 

 地域への廃棄物の残置期間等について 

• 住居周辺にがれきが残置される期間については、我慢できる期日は不明である。ライ

フラインの復旧、住宅の復旧等の状況に関係してくる。相対的なものがあるだろう。 
• がれきより他に優先するものが多くあれば、それが優先されるだろう。被災状況にも

よるし、がれき量にもよる、仮置き場への距離にもよるだろう。 

 長期計画・防災計画における共助について  

 自助、共助、公助について 

• 地域力が問われる共助の部分が大事である。警察・消防・行政が機能しない中で、自

分を守り、地域の仲間を救い出せるのは共助・自助であると、徹底して公表している。 
• 行政があまり関わらない中でも共助活動の訓練を行ったりする自治会もある。 
• 滞留者対策は行政が手の回らないものであり、地域において企業、商店街、交通事業

者による対策協議会で対応策を検討し、実際の訓練まで協議会で運営してもらった。 
• このケースはモデルケースであり、自助・共助・公助のバランスの中で、公ができる

ものを踏まえながら一緒に考えて実践していくのが防災の流れとなっている。 

 防災ボランティアの協力（共助）について 

• 防災ボランティアは公が介在している。一般ボランティアは、社会福祉協議会と一緒

に災害ボランティアセンターを立ち上げて、受付と斡旋からニーズ把握も行う計画と

なっている。 
• ボランティアは大いに受け付ける姿勢ではある。 
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ヒアリング調査結果（こうべまちづくりセンター） 

 （１）日 時 平成２３年２月４日（金）  １０：００～１２：００ 
 （２）場 所 こうべまちづくりセンター 会議室 

 家屋の解体問題について  

• 現在、災害廃棄物をわかっている人間がいなくなっている。厚生省の所管で環境局が

やることになっていたが、当時区役所が解体申請受付窓口担当をやらされた。相談を

含めて住民の応対を最初やっていた。 
• 被災者支援法の中で、現在は個人が業者と契約して行うことになっている。 
• 当時は、公費解体や三者契約(個人と業者の契約)での解体だった。 
• 公費解体が決まるまで区の窓口では、「隣の家が倒れ掛かってきて困る」、「隣から何

とかしろといわれて困る」等、いろいろなケースでの苦情が入ってきた。 
• 何らかの支援があるはずであり、つぶれた方に申し上げたのは、「早く潰すなら潰し

なさい、その際には見積りと現状・工事中・完了後の写真を撮っておくように」と説

明した。 
• 解体受付が 1 月 2９日から始まっているが、それまではそのような対応をしていた。 

 被害状況の把握について  

• 区内でどこに被害があるか全くわからなかったため、最初にやったのは、現地調査で

あった。１週間くらいで結果をまとめて区長に説明を行った。 
• 当時は、今と異なり情報伝達手段（例えば、災害伝言ダイヤル１７１）が無いため、

問い合わせは何でも区役所に全て電話がかかってくる、夜中でもかかってくる状態で

あった。 

 災害時における高齢者等の問題について  

• 神戸の場合には、長屋の賃貸住宅が多かった。危ないから避難所へ行けと伝えた場合、

「避難所へ行ったら借家がつぶされるから行けない。」との声もあった。 
• 密集市街地では、年金生活の高齢者は、老朽化した借家に家賃１万円くらいで住んで

おり、現実的な話としては倒壊を認めて避難すれば借家権放棄になるので居座るとし

た事例があった。 
• 罹災借地借家法で、借地権、借家権が担保されたが、それが確定するまでは、建物が

滅失したら権利がなくなるので借地人や借家人は頑張った。 
• 避難所へ避難したため空家となったため、外国人による窃盗が昼間堂々と起きていた。 
• 倒壊家屋の解体申請時の確認については、避難した高齢者世帯についての申請は、親

戚の方が来るため、場所や内容が分からないことが多かった。 
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 解体・がれき処理に係る諸問題について  

• がれき処理については、１月 28 日に国が方針を出している。神戸市としては、当初、

建設省にお願いしたが、法律が厚生省所管の廃掃法しかなかった。 
• 後年の指摘であるが、廃掃法では上物撤去しか対処できない。都市計画では、除却は

基礎も含めて建物全体を処理するが、廃掃法では基礎は処分できない法律であった。 
• 2010 年まで土地区画整理事業の担当を行っていたが、工場等の建物が撤去された跡地

に仮換地後、住宅を建てる計画となったが、周りに住宅が建ったため騒音対策を含め

ると基礎の除去の工事に数千万円を要するような事態もあった。 
• 十数年たっており、同時に処理できていれば問題にならないことも大掛かりになった。 
• 被災者個人が建て替えを前提とする解体の場合には、公費解体には基礎解体費用は入

っていないので、別途基礎部分は見積を取って個人負担でやるように指示した。 
• 公費解体は、発注が進まなかった。公平性が大事であり、発注は区内部全体で一気に

進めるしかない。あるエリアから取り掛かるわけに行かない。区内のデータが整って

発注した。 
• 兵庫区が一番最初に発注となった。現時点では被災者支援法で 300 万円が支給される

ので被災者が発注することになる。解体費の概算は木造だと概ね 100 万円（1 万円/
㎡）の解体費用であった。鉄筋で 3 万/㎡である。 

• 三者契約については、業者は儲かるおいしいものしかやらなかった。道路に面する建

物は業者の仕事の取り合いになった。旗竿地のような裏側の住宅は、公費解体であっ

た。 
• 被災者支援法でする場合は、2 社契約になる。（業者と個人） 
• 道路に倒壊したがれき撤去作業については、道路管理権として(一部削除)、道路上に

倒れたものは処理した。処分を行う旨を記載した紙を張り、写真を撮り対処した。 
• ややこしかったのはアロケの問題であった。道路側と民地側（建設省と厚生省所管） 
• 区によっては、申請した物件を確認しないで発注し隣の家を壊しかけるようなことも

行った。 
• 既存不適格の場合には、改築ですませるため。柱を残してほしいとの依頼もあった。 
• 解体時の立ち会いでは、位牌、アルバムを取ってきてほしいとの依頼が多かった。危

険であるため、解体業者は外国人労働者を雇い、確保してから工事に着手した事例も

あった。 
• 誤解されているが、応急危険度判定と罹災証明は別であることである。罹災証明は、

区の課税と消防の職員で把握するが、１軒１軒証明は発行していくことになる。 
• 罹災証明は、早く手続きを進める必要があり、エリアごとに全壊・半壊の判定を行っ

ていた。その判定に不服のある人には、再調査依頼を出してもらった。そのため、再

調査は膨大な量を大変な時間をかけて実施した。 
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 がれき処理の優先処理について  

• 区内の公平に対処するため、エリアは分けていない。現場で建物の倒壊の危険度程度

を見てＡ，Ｂ，Ｃのような順位付けをして書類を作成し、Ａランクの物件の全てを区

内で同時に発注した。 
• 優先順位については、それぞれの区や市の判断になる。 
• 兵庫区は人口 12 万の規模であり、建物の被害は数千軒であった(削除)。申請物件の場

所を住宅地図で確認し申請書類の内容を電話で確認し発注の資料を作成していった。 
• 3 月中旬に兵庫区内の 2,500 棟の公費解体を優先発注し、3 月下旬から始まった。 
• 発災から 2 ヶ月くらいは手続きに要しており、その間の公費解体は実施されていない。 
 

 がれき処理に係る健康等の問題について  

• 3 者解体の業者は、養生しないで解体するためクレームが多かった。公共発注の業者

ではそのような苦情は少なかった。 
• 他区では公費解体の手続きに手間取り 3 者解体が先行した区もあったが、6 ヶ月経過

しても発注ができず残っているところもあった。 
• 処理場では処理の作業が進まずトラックが停滞し 1 日 1 回しか走れない状況であった。

前の晩から並んで朝に積み下ろし、解体作業をし、夜には並ぶという状態となり、全

市で解体の発注が始まるとさらに処理が進まなかった。 
• 当時は、アスベストは問題視されていなく、今後は大変な問題となるであろう。 
 

 情報通信の活用について  

• 神戸市の広報が基本にあった。避難所には区発行の壁新聞(臨時広報紙)を貼った。ま

た、公的や自治会の掲示板にも張った。情報は、毎日ニュースとして流した。 
• 確認途上のデータがいきなりプレス発表されるため、区役所への問い合わせが多くて

困った。被災者は新聞に出ても信用しないで、行政からの情報が安心材料となってい

る。 
• 区では情報については、確認したものを発表するという対応を行っていた。 
• GIS は震災の前年までに全紙地形図に導入されていたが、震災時に日立製作所と京大

防災研により実験的に長田区で活用された。 
• GIS を用いた住民への情報処理については、現在では、ナビにも活用されて、当たり

前ではあるが、但し、使われ方は難しいと考えている。 
• 携帯電話で被災状況がわかるので、そのような仕組みが求められるのではないか。 
• 一方的な住民からの被災状況の送付は、難しいところである。 
• 阪神・淡路大震災のときはなかったが、信用するしないは別として、現在では上空か

らの映像で即時に状況把握が可能であり、そのような情報をもとに図化することもで

きるだろう。 
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 要援護者支援の問題について  

• 神戸市の場合には、防災福祉コミュニティを各小学校区で形成し、普段は福祉の対応

を行って、災害時には防災対応を行うことになる。 
• 高齢者に関する情報は民生委員が持っているが、個人情報保護の問題もあり持ってい

るが出せない状況にある。 
• 地震が起きた瞬間に健常者も要援護者になる可能性もあり、現在の議論（シミュレー

ション）は架空ではないか。 
• 要援護者については、地域力で対応するしかないと考えている。地域で助かっている

人が対応することを期待している。そのための防災福祉コミュニティである。 
• 問題は、世話をする人も高齢化してきており、要援護者が年々増えてきている状況に

あることである。下町は、まだ地域力が残っているだろうが、地域力で本当に対応で

きるのかが問題である。 
• 要援護者対応は、なかなか答えが出ない問題である。災害の種類（水害）によっては、

時間をかけて避難してもらうなどの対応ができるが、地震は難しい。 
 
 がれき処理に係るその他の問題について  

• 地震時のがれきについては、腐らないので大変ではない。解体の場合に、行方不明者

の情報確認について警察と協議して作業を実施している。 
• 周りが倒壊している場合には、がれきは苦にならないであろう。 
• 生活再建ができないから、まず最初にがれきを処分するという意識になる。倒壊の可

能性のある危険なものを処理するのが優先される。 
• 街づくりの動きが出てきたのは２ヶ月くらいであった。２ヶ月がひとつの目安になる。

焼失区域は、倒壊の危険がないため解体作業の動きが一番遅かった。 
• 自衛隊は、がれき処分の経験がなかったが、丁寧に処理してもらった。 
• まちづくりで問題になっているのは、特別立法された被災市街地復興特別措置法では

２年間の猶予ができたのに、神戸市が復興事業を行うために２ヶ月で都市計画決定し

た。 
• 神戸市は被災規模が大きく、国に２ヶ月の規制制限期間の延長を要望したが無理であ

り、計画決定だけして住民参加は後で行う 2 段階の都市計画手法をとった。 
• 特別立法は、復興事業を実施する自治体の支援するための補助等の新たな制度創出の

ため成立しているが、建築制限を２年とする法律となった。当時マスコミを含めて、

「２ヶ月間で計画決定するのは無茶だ。」との論調があった。 
• 2 年間の建築制限の猶予があるからといって、放置していれば被災者は半年で再建築

を行うだろう。建築再建後になると、新たな都市計画に住民は反対するため、震災直

後に行政が責任持って計画を進めるしかないと考えられる。 
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ヒアリング調査結果（Ｃ地区町会） 

 （１）日 時 平成２３年２月９日（木）  １６：３０～１８：００ 
 （２）場 所 Ｃ地区町会 打合せコーナー 
 
 がれき問題について  

• がれきに問題については、考えたことがない。一切話は出ていない。自治体でも考え

ていないのではないか。 
• がれきは、当然一日でも早く処理してほしいという話になる。 
• 幹線道路の啓開が優先されるという話は理解しているが、住民の立場からすると生活

道路のがれき撤去も必要であるので、優先順位付けは難しい話である。 
• がれきについては、腐敗しないのであれば、限度の問題もあるが多少は我慢できる。 
 

 町内会での避難訓練について  

• 震度５を想定して、各種の訓練（消火訓練、救護訓練、避難訓練、滞留者訓練）を実

施している。 
• 建物には被害がないという想定で訓練を実施している。 
 

 町内会での責務について  

• 居住されている人をどこに収容するかの問題にも係わってくるため、元の生活に早く

戻す必要がある。 
• Ｃ地区は繁華街であり、すべての居住者の生活に密接に関わる地域であるので、元の

生活に戻す義務がこの地区にはある。 
 

 がれきによる影響（健康等）について  

• 廃棄場所の問題との兼ね合いもあり、粉塵の問題など限度があることは承知している。 
• 分別したら早く処理できるとされた場合には、町会で対応はできないだろう。 
• 所有権の問題もあり、倒壊建物については住民への確認が必要になることは、理解し

ていなかった。 
• この地区は半分くらい投資物件であるため、居住民の確認・持ち主の確認には大変な

日数がかかり非常に難しい。遺産相続の問題もあり、確認は今後も難しくなる。 
• 鉄筋コンクリート造の建物が多いため、この地域ではがれきの問題は困ってしまうだ

ろう。解体時には、粉塵等の問題が厄介になると思われる。 
• ６ヶ月は我慢できないだろう。１週間が限度？仮設住宅で長期の避難になるだろう。 
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 災害時の防災体制の仕組みについて  

• 地元自治体との具体的な情報交換はなされていない。 
• 避難所（学校）単位で、運営委員会ができる。町会の幹部と避難者とで組成される。

そこで判断されることになっている。学校長が長になって協議体が作られている。 
• 一般の方は、運営委員会があることすら知らない方が多い。 
• 学校は避難場所になるが、学校長も替わるため認識もないところがある。 
• 学校に町会の情報ステーションを作りたいが指定されていない。他の町会の事はわか

らないため、事前に教室利用の振り分けをしたいと要求している。 
• 避難する町会が備蓄物資の数量を把握できていない。 
• ７町会で協議しているが、当該する学校には３町会が避難するのみである。一般の方

には情報が行き渡っていない。実際上は、矛盾だらけである。 
• 町会長でも新住民（マンション住民）は把握できでいない。代表者もいないため、管

理はできていない。いざとなった場合には、町会で世話をせざるを得ない。 

 災害時の情報の仕組みについて  

• 災害時には、地域全体の状況、自分の家の状況を見たいであろう。 
• 町会のステーションがあれば、行政から正確な情報が伝えられ、住民の方が使いやす

い機能があればよい。 
• 地域の方の情報入手手段としては、原始的な壁新聞になると思われる。滞留者訓練の

場合には伝令を走らせることも。早く正確な情報が伝わるのがよい。 
• パソコンは、有益であるがガセ情報の氾濫があって困るのではないか。携帯電話（メ

ール）が最大の武器であると思う。 

 要援護者支援の問題について  

• 要援護者については、行政、民生委員等からの情報で把握できている。しかし、要援

護者を確保し避難所へ運ぶことが最大の課題である。 
• だれが要援護者を連れて行くのかが問題になっている。 
• 一人の援護者に２～３人の健常者を確保することは、現在の町会では対応できない。 
• 人間関係が疎遠になっているが、町会でも掌握できない状況である。今後は、もっと

難しくなるであろう。正確な町会名簿もできなく、人数も把握できない状況である。 
• 避難所の収容人員すらわからなく、いざとなったらパニックになるのではないか。 

 その他について  

• がれき量をあらかじめ推定する機能が求められる。情報が与えられれば、安心を与え

る要素になる。 
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ヒアリング調査結果（神戸/真野地区まちづくり推進会（相談役 宮西悠司氏）） 

 （１）日 時 平成２３年２月３日（木）  １６：３０～１８：００ 

 （２）場 所 神戸市三宮 

 がれき問題について  

 被災は個人的な話であるが、被災者には粗大ごみ系は生活臭があるものであり、それ

をがれきと呼ぶのはつらい感じがする。 

 神戸の場合、解体除却があった。政府は、個人資産には手を出さないとの方針であっ

たが、後日それが覆った。 

 公費解体で一件落着が、神戸の実態であった。がれきについては、住民の生活をディ

スターブするような話ではなかった。 

 道路に倒壊した建物を撤去する場合、がれきにも所有権があり、勝手に処理すること

が可能かどうか、3 日目の朝に区役所に電話確認した。 

 道路閉塞箇所については、某民間企業が会社復旧用に確保した重機を、街路のがれき

撤去に使用できるように依頼し、撤去を行った。 

 災害時には、がれきが出てくるのは間違いない。神戸の場合には、トラブルがなくう

まく行った印象があるのではないか。 

 真野地区での共助について  

 火事になった町内会への対処は、自衛隊が地域に入ってくることが前提になった。 

 延焼地域ではいろいろな配慮をしたが、個人の思いの入っている焼却物は、がれきで

はない。その感情が入っているため、自衛隊も丁寧に対応していただいた。 

 震災廃棄物の除去期間について  

 がれきの除去については長期間にわたっている。公費解体については区役所が差配し

た。また、個人対応の解体もある。公費解体は順番があるため簡単ではなかった。 

 自衛隊や解体業者が動く前が、住民にとっては大変であった。 

 震災は、乾いているゴミだから扱いやすい。どれくらいの期間でなくなったのかはよ

くわからない問題である。半年くらいか。定点観測を行っているが把握は難しい。 

 感覚的にだが、優先的にがれきが処理された地域は、ないと記憶している。 

 家屋解体で顕在化した諸問題について  

 真野地区は 25％が全壊、半分は健全な状態であり、従前通り居住していた状況にある。

公費解体には半壊も入っている。 

 全焼・全壊の家と健全な家が混在して被災者間で葛藤が生じた。水害は被害が町内会
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で一緒であるが、震災はばらばらであり、ひとつにまとまらないのが問題であった。 
• 区役所では救援物資は誰にでも配布されるが、公園にいる人間が毛布を 500 枚持って

いるような事態もあった。最初は毛布をいかに配るのかが問題であった。 

 情報化について  

• 長田区はＧＩＳを使って、システマティックにやる努力を行った。 
• 対策本部で会議し、上位下達で情報を伝えていった。情報の伝わり方も統制ができて

おり、紙ベースでの週刊情報誌を３月から作り出し、全戸に配布した。 
• 情報の提供については上記のようなメディアを持っていなければ難しい。現状でも紙

ではないか。小学校の輪転機を活用したのでコストはかかっていない。 
• 民間企業が手伝うような仕組みがあればうまくいくのではないか。 
• 救援物資は、16 箇所で配布したが、自宅にいる方にも口コミで伝わってのではないか。 
• 被災者には、何の情報もなかった。被災地外に行かなければ情報はとれなく、情報格

差が大きかった。神戸市内でも被災地外ではテレビで被害情報を確認できた。 
• 真野地区では、小学校に対策本部を設置したため、対策本部に行けば情報が入手でき

ており、地域の情報センターになっていた。 

 災害ボランティアについて  

• 佐用町水害は、災害でのゴミの取り扱いが厄介であった事例ではないか。廃棄物除去

には人海戦術しかなく、ボランティアのほとんどは力仕事であった。 
• 家の片付けにボランティアは、入ってきていなかった。 
• 家財道具をそのままにして避難所に避難した高齢者世帯では、瓦がずれ落ちた家にブ

ルーシートをかけたり、家の中の片付け、掃除を手伝っている。がれきというより、

生活のためにはそちらが大切であった。 
• このような作業は、家族の方、周りの方がそのような作業を行った。ボランティアの

方にこのような仕事をされた記憶はない。 
• 日本で、ボランティアが確保できるのかが問題になってきている。 

 災害時における高齢者等の問題について  

• 高齢者の一人暮らしの方は再建できなかった。災害公営住宅に移るのが原則であった。

地域に戻れた方は、土地の所有者であり、それ以外の方は、要望が叶わなかった。 
• 地主はがれきを撤去したい、店子（特に高齢者と思われる）は撤去させないという話

があった。がれきを武器にする話はあった。 
• 高齢者への情報提供については、民生委員もいればその下に 100 人のメンバーもいた

ので、手分けして高齢者への情報収集・提供はできていたのではないか。 
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 がれき処理に係る健康等の問題について  

• 粉塵については、天災だから特にそのような問題が生じたとは記憶していない。震災

ユートピアといえるような状況にあった。 
• 公費で撤去することを決まり、理屈がわかれば、がれきがストレスになるような大き

な問題にはならなかった。 
• ストレスによる騒動等についても、若干のトラブルはあったものの、高校生が人命救

助に動いたと聞いていることからも、このような世界では騒動は起きない。 

 被災者の救援活動について  

• 救援物資の配布が仕事であったが、家屋が健全でもインフラが不通であり、真野地区

での給食配布の被災者は、1,650 人から 5,000 人規模になった。 
• 5,000 人に配る体制になるのに 1 週間かかっている。 
• 毎日夕方 6 時に責任者を集めて会議を始めた。１週間目あたりから神戸市でも職員を

派遣して来ている。チームで動くのと行政を動かす方向ができていた。 
 

 その他震災で顕在化した諸問題について  

• 地区外に出た人（商売を行っていた人）は帰ってきていない。「みんなで被災地に残

り頑張る、復旧しよう。」というのは美しいが、共倒れになる可能性があり、幻想に

過ぎないのではないか。 
• 借家の人（家がしっかりしていれば）は、店子の権利で戻ってこれた。家がつぶれて

しまうと、賃貸契約がきれてしまう。 
• 逆に言うと、賃借契約を切るために、５万円を渡して出て行ってもらうようなことが、

震災後の早い段階でおきていた。 
• 学識者は、発災後 3 ヶ月後くらいから、被災者を保護し復興するのが当たり前という

議論を行っていたが、実際には被災後 1 週間くらいでこのような状況が出ている。 
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ヒアリング調査結果（NPO法人Ｅ） 

 （１）日 時 平成２３年１月１１日（火）  １５：００～１６：００ 
 （２）場 所 NPO 法人Ｅ 応接室 

 ボランティア体制の整備  

 災害に対するボランティアの関わり 

• １軒１軒の困りごとに対して、ボランティアがどのように入っていくのかがポイント

である。 
• 災害規模によって一概に言い切れないが、ボランティアセンターという拠点を設けて

ボランティアが個別に１軒１軒を訪問して活動を行う。 
• 高齢者等を含めた援護者が困っていることを前提に、現地へ入っていくことが永遠の

課題である。 
• ボランティアは任務ではなく、自衛隊等の活動とは本質的に違うものである。むしろ

困っているという個人からの要望に答えるのがボランティアである。 

 ボランティアの参集規模 

• 東海豪雨水害では全国から２万人のボランティアが集まった。福井豪雨災害では６万

人である。土砂災害では人手が多く必要となる。 

 災害事例から明らかになった課題 

• 大規模災害では、ボランティア活動の状況を理解した人間（マネージャー）が現地入

りしなければ、ボランティア側の体制整備に問題が生じる。 
• ボランティア側も、災害対応計画の立案に関して勉強を行う必要がある。 

 協働の可能性とその課題について  

 町内会等との連携（共助の観点） 

• 被災者とボランティアの仲介役・中間支援の役割を担うのが、町内会長であり民生委

員等である。 
• 町内会長は名誉職のようなものである。都心部の町内会では活動に後ろ向きの会長が

いるのも事実であり、そのような地域では被害の全容が分からないのが実情である。 

 公的支援(公助)・共助の問題点 

• 高齢者だけでなく、地域から孤立している人、民生委員が声をかけないような年代の

人（50 歳代の一人暮らしの男性）が行政の支援の谷間となっている。 
• 地域の網から外れた方をどう探していくかが問題となる。地域社会との距離のある方

は、困っていることが表に出てこないことが問題である。 
• 行政の支援に関しては申請主義であることが壁であり、有機的な関係が構築できない。 
• 自衛隊とボランティアが一緒に現地に入り、連携して活動を行うことができると良い。 
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 協働の方向性 

• 市民のニーズにいち早く応えるためには、プロがすべき仕事、行政の問題、ボランテ

ィアの役割を仕分けることができれば、連携により市民サービスが上手く回るだろう。 

 がれき処理とボランティア  

 がれき（災害廃棄物）処理に関する課題 

• 水害の事例では、廃棄物を行政の指定する集積場所まで運搬していくが、道路を閉塞

するくらいの廃棄物・ごみが出てくる。 
• 「○日までに出さないと行政は処分してくれない。」というようなデマがすぐに飛ぶ。 
• ボランティアが環境事業部局と連携して正確な情報を把握する必要がある。正確な情

報を伝えるのが、ボランティアの役割でもある。 

 がれき処理へのボランティア導入の方向性 

• 民間レベルで協力できることを建設業団体と相談している。但し、ボランティアと地

元建設企業との棲み分けが必要であり、行政が両者を繋ぐ役割を行えば上手くいくの

ではないか。 
• 市民の安全を守るために、建設業者、ボランティア、行政の３者がバランスを取って

連携できることは多いだろう。 

 情報伝達の方法やＩＣＴ導入の課題  

 情報提供の課題と方法論および情報化の視点 

• 行政は、玉石混交の情報で振り回されている。 
• 行政には、かわら版的（回覧板）な伝達手段しかないのではないか。 
• 災害時には、各種の行政手続き等、被災者向けに伝達するべき情報が多い。 
• 回覧板や各種の掲示板、避難所へビラを置くなど、災害時には様々な伝達手段があっ

たが、今後は情報化の必要性があると感じている。 
• 書類に載っていないような情報については、住民、ボランティア、ボランティアセン

ター間でのキャッチボールが大事であり、これを疎かにすると本音が見えなくなる。 
• 行政の情報提供方法は、書類に情報が羅列されてあるだけである。そこにプロのボラ

ンティアが介在するだけで、イラスト入りの読みやすい資料になる。 
• 名古屋の水害では、新聞社（中日新聞）の 400 の販売店、１万人の人員を介して情報

提供をしてもらった。また、生協にもお願いしている。 

 ＩＣＴ導入の課題 

• 現場のボランティアには、タブレット型携帯電話のような情報ツールに対しての理解

が深まるか疑問である。情報ツールが便利と気づくまでに時間がかかる可能性もある。 
• 近年の災害では、参集するボランティアの年齢層として、退職後の方たち多い状況に

ある。 
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 ＩＣＴ導入の方向性 

• 行政が介在してしっかりとした情報を伝える必要がある。 
• イラスト入り等の読みやすく分かりやすい資料に提供が求められる。 
• ICTを活用して作業仕訳けの依頼表のような資料を流せば、行政、ボランティア団体、

企業間での連携が更に進むものと思われる。 

 がれき処理のマネジメントについて  

 がれき処理についての課題 

• がれき処理の具体的な問題に対して、誰が困っているのかを見つけることが大きなポ

イントであり、ボランティアや民間企業が頑張る要素がある。 
• 東海地震のような大地震が起きれば、もっと状況が分からなくなるのではないか。 
• 隣が片付き始めると取り残されたような感じるため、地域でのバランスの取れた処理

が求められる。 
• 市民の苦情をベースに、誰が判断する、誰が現場に行けば一番よいのか、の観点から

図上訓練（シミュレーション）が実施できれば良いのではないか。 

 がれき処理期間 

• がれきの処理については、２週間くらいの期間が許容されるのではないか。１ヶ月は

長いだろう。 
• 家の中にがれきが無くなれば、許容でされるのではないか。がれきに様々な思いが入

っているため、がれき自体を見たくないという意識になる。 

 そ の 他  

 地域づくりへの提案 

• 各機関が各々の役割を見い出すことで、救援や援護を求める人等の情報の提供を行う

仕組みを構築することで、多くの人が早く助けられるような地域づくりへ展開するこ

とも可能になる。 

 円滑な活動を行うための仕組みの提案 

• 緊急時では、行政からボランティアが特別嘱託員（準公務員）として臨時委嘱できる

ような仕組みの導入ができれば、ボランティアの活動も円滑になるのではないか。 

 その他の情報 

• 東海豪雨の時、あるグループ企業の会社は西枇杷島の工場を３日間程度で復旧してい

る。一般市民の生活が、水害の後始末で非常に困難な状況にある中、工場への部品納

入車両の通行等により、粉塵が舞い上がることも予見され、地域住民の健康面に被害

が及ぶことを懸念し、社員を１週間ボランティアに出させた事例がある。地元ととも

にある事業所であるという意識が高い事例である。 
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