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○災害廃棄物仮置場の状況

○ごみステーションの状況

発災直後の状況

○６つの災害廃棄物仮置場

ごみが随所で連なる

5ｍまで
（発酵･発火防止）

ブラウン管テレビが随所で大量に排出

※腐敗性は2m



震災時は、
①被災建築物での吹付け石綿等（レベル１･２）の露出による石綿飛散
②その後、一斉に行われる建築物解体（主にレベル３）による石綿飛散
という石綿飛散リスクが生じる
注）レベル１：吹付け材等、 レベル２：煙突断熱材等、 レベル３：ケイカル板等ボード類

それぞれに対応した飛散防止対策が必要
①’被災建築物の石綿露出部分の被覆や立入禁止措置等の応急措置
②’建築物解体時の適正解体（手ばらし・湿潤等）の徹底

＋
③’大気環境中への石綿飛散状況について、石綿大気濃度調査も必要
（理由：対策の効果を見極めるためと住民への説明責任のため）

１ 震災時の石綿飛散リスク及び対策について



環境省通知「災害時の石綿飛散防止マニュアルの徹底」について解体工事業協会へ伝達H28.4.20（本震4日後）

H28.4.21（本震5日後） 災害ボランティアセンターへ通知
同センター（1万個）及び熊本市（県に1万個）で防じんマスク（ともにメーカーよりN95提供）配布開始

H28.4.30（本震14日後） 被災建築物の初動立入調査（予備調査26日間・本調査4日間）開始（～H28.6.7）
※大規模余震も落ち着き、応急危険度判定も終了する時期に開始、本調査ではアナライザー使用

環境省による石綿大気濃度調査（被災建築物・災害廃棄物仮置場・一般環境）開始（3年間で計9回）
※その後、解体・除去工事現場、がれき破砕施設を追加

H28.5.11（本震25日後）

建築物石綿含有建材調査者協会（災害廃棄物ネットワーク派遣）との初動本調査（3日間）H28.5.19（本震33日後）

H28.5.24（本震38日後）

H28.5.2（本震16日後） 日本アスベスト調査診断協会との初動本調査（6日間）

厚生労働省による石綿大気濃度調査（災害廃棄物仮置場・除去工事現場の作業環境）開始
（1年間で計3回）

解体現場の立入調査開始（公費解体はH28.7.19～）H28.6.10（本震55日後）

建築物石綿含有建材調査者協会（任意）との解体建築物・災害廃棄物仮置場の合同調査開始
（2年間で計4回）

H28.9.2

日本アスベスト調査診断協会との解体建築物の合同調査H29.2.7

熊本市による石綿大気濃度調査（廃棄物仮置場）開始（各置場初月毎週、以降月1回）

労働基準監督署との解体建築物の合同調査開始H28.6.21（本震50日後）

H28.7.4（本震63日後）

熊本県主催市町村・解体業者向け説明会「被災建築物等の解体時の石綿飛散防止につい
て」開催

熊本県主催研修会「事前調査者（石綿作業主任者等）向け事前調査の再徹底について」開催

H28.6.7（本震52日後）

H29.2.16

本調査 計13日

２ 震災後の対応経過について

注意解体対応開始



応急危険度判定区域

防火・準防火地域

３ 被災建築物における初動（石綿露出状況）調査

副都心的な地区

動いた活断層

■■■■■

①石綿露出の可能性の高い応急危険度判定区域･防火地域等におけるS造・RC造等についてレベ
ル１・２（石綿含有の有無を問わない）の露出状況調査を発災後39日間をかけて16,068件を調査｡

②うち露出のあった1,156件を専門家やアナライザーにより、石綿含有の有無について再調査。

③28件の建築物で石綿露出が判明し、速やかに被覆等の応急措置を実施。

住宅地

※平成28年4月30日～6月7日実施

市境
熊本市 中心市街地

調査区域



○予備調査（吹付け材露出の目視調査）
職員のみ 16,068件/26日 → 618件/日

○本調査（石綿含有の判定）
専門家との合同立入 1,055件/9日
職員のみ（アナライザー携帯） 101件/4日
⇒石綿露出建築物 28件を特定

※調査は、職員2名/班の2班体制を基本とした。

応急危険度判定とは
大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、
外壁・瓦・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる
二次的被害を防止することを目的とする。

○建物強度は問題なくても､瓦落下の可能性だけで赤色紙に

計1,156件/13日 → 89件/日

被災建築物における初動調査について

調査対象石綿露出はあり得る

⇒
調査対象⇒

調査対象外

○倒壊の危険性がないので黄色紙だが､外壁や天井板等に小さな欠損がある



建築物石綿含有建材調査者協会

アスベスト検出 アスベスト不検出正しい使い方 誤った使い方
（クリソタイル）

アナライザーの使い方

初動調査及びアスベストアナライザーについて

との合同調査風景
日本アスベスト調査診断協会
との合同調査風景

職員のみによる調査
（アナライザー使用）

本調査

予備調査

吹付け材

（ｎｏｔ ｆｏｕｎｄ）

⇒

測定ボタン

５秒後

⇒

６種測定可



立入禁止テープ

吹付け石綿

オーナーとの連絡が取
れず、置き手紙で伝達

落ち綿なし

被災建築物への応急措置

建材による補修 ブルーシートによる被覆

⇒

※応急措置は所有者・管理者実施が原則

※元から天井板なし

※石綿露出の28件については、ファイバーモニターで定期監視を実施

立入禁止措置

の露出

※やむを得ず市が実施



熊本地震での教訓について

平常時における備えについて

平常時からの備えなし

震災直後、初動調査を積極的に実施（39日間で16,068戸対象）

アスベスト台帳又はハザードマップの整備が必要

応急危険度判定（建築部局）における
吹付け材等の露出の有無の調査・情報提供は可能

こうならないために

補う形で

アスベスト台帳完成までの経過措置

大幅な負担軽減（環境部局）

協議済

※熊本市の場合

熊本地震ではできなかったという反省から

危険度判定区域・防火地域等のＳ造･ＲＣ造等を対象

災害時

（被災建築物からの石綿飛散）

（延床面積千㎡未満）

（延床面積千㎡以上のアスベスト台帳のみ作成済み）

石綿含有の有無は問わない

緊急調査にて休日なし

（建築部局での石綿含有の有無の判定は時間的・能力的に困難なため）



国への要望内容

○震災初動調査において、アスベスト台帳（千㎡以上）で石綿不使用とされ
た建築物で、レベル１が使用されていることが判明
⇒分析が必要なケースであるにもかかわらず、所有者が分析をせずに石
綿不使用として市建築担当部署に報告したため

（熊本市では、他にも全建築物の68%で根拠なしに石綿不使用と報告）

○従業員用のビル居室で使用されている露出吹付け材に石綿使用の可
能性があるとの通報があり､市がビルオーナーに分析を依頼したが拒否
⇒分析費用やその後の除去費用を懸念したため

・国民の安全・安心のため
・正確なアスベスト台帳の早期作成のため

◎建築物所有者は､解体が将来であっても､石綿使用の有無を所要の期
限内に証明すべき（大多数で要分析）

※PCBの問題に続き、オーナーに負担がかかるが、理解をいただく必要があ
る。

（中環審石綿飛散防止小委員会にて）



道路上にも吹付け材が散乱

通行人の安全面で商店街会長が
至急解体を要求

石綿分析し､解体を待つよう業者に指示

解体業者としても安全面等の観点から､注意解体が可能な物件ではそれを選択したい

市環境政策課が「市民の安全確保を阻害している」と地元政治家から圧力

延床面積600㎡毎に吹付け材を分析していないため､この分析結果は使えない

半分しか壊れていないから、残り半分は通常の石綿除去・解体をしなければならない

市は板挟み
専門家

その後、無含有との分析証明書（H24）を発見（建物転売による発見遅れ）

Ｓ造４階建スーパーが倒壊し、更に崩落
の危険

４ 注意解体について

市環境政策課

倒壊せず

業者側

事例１



※注意解体の判断基準があいまいなために
発生した事案

支柱等補強による通常解体を依頼

外部の家屋調査士（第三者）により判断させるべき

専門家

※その後､レベル１･２がないことが判明したものの､存在した場合の対応に課題が残った

ＲＣ造３階建スーパーで､骨格上問題な
いのに注意解体を予定

市環境政策課

内部は非常に危険と主張

自社の家屋調査士も危険と判断

注意解体の対象候補

業者側

事例２



１階中央部の機械室に石綿含有吹付け材

７階建ビルの４階部分が半分の高さまで押し潰された建物

・労働基準監督署と市環境政策課で事前打合せ

・当日は､市環境政策課でファイバーモニターを活
用し、常時、監視モニタリングを実施

⇒
内部

注意解体⇒

⇒ 補強により除去工事

倒壊

注意解体の対象候補

単管サポート

事例３

事例４ ３階建の自動車ショールームの１階部分が半分倒壊

片側からニブラで徐々に注意解体

・業者は公定法で環境モニタリングを実施

・機械室付近の石綿付着廃棄物は管理型埋立処分



※この他､随
所に落ち綿

落下石綿

１階天井は吹付け石綿が露出状態

床を見ると

発災前 発災後

【震災で被災した石綿使用建築物での対応事例】

⇒

⇒

落下石綿のある被災建築物への対応

吹付け石綿

電線

テナント

テナント
残置物

震災時は工事に
あたり､多忙を極
める電力会社に
電線保護カバー
をしてもらうだけ
でも容易でない

市より強い要請
必要



専門家からの助言



廃材移動時の
飛散防止のため､
床に落とした天
井桟木も湿潤

飛散抑制剤の効
果確認のため、
浸透深さを計測

居室の間仕切り壁内に落ち込んだ
石綿塊も、内壁撤去前にHEPA付真
空掃除機で丁寧に除去

クラックにはウレタンフォームも注入
更にﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ・ｺﾝﾊﾟﾈ等で壁を補強

石綿使用被災建築物での除去工事

早急に足場を組み、全面シート設置 専門家の意見を聴きながら
細かい部分まで業者に指示

小さめの隙間は小間詰めで外界と遮断

公費解体のスキームを使わず、緊急
に石綿除去工事を実施することに

除去中でなく新築
吹付け時に石綿
塊が落ち込んでい
ることがある

居室の間仕切り壁

ヘアクラックはガムテープ貼りで可

（内壁･外壁間への落ち綿除去のため）
建物外周部もラッピング

・外部養生だけでは密閉性に欠けるため
・内壁の管理型処分を避けるため



専門家からの助言



○住家被害（り災証明書交付件数）

全 壊： 5,763件

53,582件②
大規模半壊： 8,952件

一部損壊： 81,907件

半 壊： 38,867件

計 ： 135,489件①

被害・解体家屋関連データ

13,241件(②に占める割合24.7%)
うち解体(公費･自費)を行った件数

(①に占める割合39.5%)

うち公費解体 10,060件
うち自費解体 03,181件

※熊本市域分のみ

公費解体対象件数（半壊以上）

比較的低率
※半壊程度の場合、解体
せずにそのまま住み続
けるケースが多いため

激甚災害に指定さ
れれば、国の補助
率は実質98％に

通常、全壊のみ公費対象
※大規模震災では、半壊
以上が対象となる可能
性が高い



５ 解体現場における調査について

労働基準監督署との合同調査風景熊本市職員による解体現場の調査風景

全壊建築物（外観） 全壊建築物（内部）

アナライザーによる調査風景



公費解体におけるみなし石綿含有建材（例）

岩綿吸音板石膏ボード（トラバーチン模様）

波形スレート化粧スレート

窯業系サイディングビニル床シート

ケイカル板

高確率で含有含有の確率は1％程度

石膏ボード

みなし含有扱い 音響施設等で使用

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554268363/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90b2dldHRlci5jb20vbGkvMTI2NTY0Ng--/RS=^ADB3SLTaJs_EuUsvduDJEtmbkGmjUk-;_ylt=A2RiomFL76JcISAAcwSU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554537053/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy55YW5leWFzYW4ubmV0L2Jsb2cvJUU2JTlDJUE4JUU2JTlCJUI0JUU2JUI0JUE1JUU1JUI4JTgyJUUzJTgxJUFFJUU1JThDJTk2JUU3JUIyJUE3JUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJUFDJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg4JUUzJTgxJUFFJUU1JThBJUEzJUU1JThDJTk2JUU4JUJCJTkyJUU1JUE0JUE5JUUzJTgxJUFFJUU1JTg5JUE1JUUzJTgxJThDJUUzJTgyJThDJUU1JUIxJThCJUU2JUEwJUI5Lmh0bWw-/RS=^ADBbhsS_7G4vI4fNJnoQEMOHYWBS9Q-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RMaVR3N1JSR0g4OEtsUVg5WUdBRlVMbE1ueElSX2NXd1lIVTdkdGN2S0FMXzBpZl8yR2M4QmlRBHADNVl5VzU3S240NEs1NDRPczQ0Tzg0NE9JBHBvcwMxMARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554537130/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cueWFuZWtvdWppLm5ldC92YXJpb3VzLXJvb2YtcmVwYWlyaW5nL21haW50ZW5hbmNlLW9mLW5hbWlnYXRhc2xhdGUtcm9vZi8-/RS=^ADBVE9btTl8x41joccocStSmWpSchI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTMmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUU85bGF0M1djUUR6clJweTJYOENrNzROY1VzRy1tdUc0X21iUmhlWWdIU1RrU0Zta2xmekgtWVEEcAM1ck9pNWIyaTQ0SzU0NE9zNDRPODQ0T0kEcG9zAzMEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554770636/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93aXRobmV3cy5qcC9hcnRpY2xlL2YwMTcwODAzMDAycXEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDBXMDBvMTAxMDFxcTAwMDAxNTYyOUE-/RS=^ADBqsF3pjoDmbvalFNaNwqqnhv6mU4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTExNSZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRQU9Nd1dLQlkweVN2OS1QYWVIQ1hqRTlJV1lvOUJXMXprbHZzdEVfeHZYWXNuUkh3Z3hoeXRiQVZBBHADNWJLcDU3YV81WkM0NlouejVwMl9JT2FMb2VXa3B3LS0EcG9zAzExNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


解体現場における廃棄物の調査

適正に手ばらしされた成形板 バールで叩かれた成形板

機械ばらしされた成形板



１ 手ばらしの実行性について（課題）

○平成29年12月5日 現場Ａ 0.056 本/Ｌ未満
※解体家屋が敷地境界線に近く、手ばらし箇所の至近距離で測定

○平成29年12月5日 現場Ｂ 0.22本/Ｌ

○平成30年1月20日 現場Ｃ 0.22本/Ｌ

○平成30年1月20日 現場Ｄ 0.11本/Ｌ

最終処分場の受入れ厳格化（熊本市内ではほとんどの車両で展開検査）

⇒分別が必要

⇒機械ばらしはできない

⇒手作業

⇒バールで叩く方が作業効率がいいので選択されやすい

⇒ しかし、手ばらしでもあまり日数（経費）はかからない

（熊本では､民家の場合､手ばらしは殆どが１日で終了していた）

⇒今後の大規模地震では､国･専門家の要請により､手ばらしの徹底が求
められていくと予想
※ ここで、「手ばらし」とは、手で使う工具（バール等）による破砕･切断等も伴わないものと定義

２ 震災解体現場での気中濃度測定（全て風下で実施） ※環境省実施



外観

成形板以外の建材の取扱い

内部

聚楽（京壁）ラスモル壁ラスモルは残して機械ばらし
※土壁風壁紙は無含有

石綿含有仕上塗材
（吹付ﾀｲﾙ､ﾘｼﾝ等）

手ばらし（レベル３）完了直後の写真

外壁がラスモルの場合
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554775402/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly95YW5la2FiZS1wYXJrLmNvbS9nYWloZWtpc290b3UvbWVyaXQ-/RS=^ADB55IQFIvwH1ICMZOJ3lbyzHvQKlc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEzNiZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NTd2ZHLUpVNzR2cjRsT2k2WjRvS3Z1a1J4X0lpMnZBY3FrbWd1M2FYc0cwaV9xRmdRU3RsV3JrZwRwAzQ0T3E0NEszNDRPejQ0R280NEd2BHBvcwMxMzYEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


①公費解体リスト（市発注）

⇒ 可能な限り多くの解体現場に立入調査

把握した10,793件のうち78％にあたる
8,414件で立入調査（自費解体含む）

うち不適正解体（機械ばらし等）26件を含
む219件（標示看板なしが殆ど）で指導

発災後２年（H28･29）

専門家やｱﾅﾗｲｻﾞｰによりﾚﾍﾞﾙ３の
手ばらし･湿潤､廃棄物状況を確認

搬入時にﾚﾍﾞﾙ3の分別状況を確認

事前調査でﾚﾍﾞﾙ3の有無を確認

国の大気ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査において熊
本市内の石綿濃度は通常通りで
あることが確認された

熊本地震におけるレベル３への対応

入手

※③（新たな手法）の入手が遅れ､全
13,241件から自費解体分が減少

③災害廃棄物仮置場搬入許可リスト
（市管理で無償搬入が可能）

②建設リサイクル法解体工事届リスト
（延床面積80㎡以上）

都道府県・大防法政令市向け



ボード毎の分析費用4～5万円/件

公費解体の発注者側としての心構え

○その他

みなしの場合、解体現場では心理的に石綿
無含有と思いがち

みなし石綿含有成形板としての取扱いについて

一般家屋では発生量の多いケイカル板・石膏ボードでも各2㎥程度

件数の多い公費解体の発注ではみ
なし含有とする方が妥当

処分費各3万円 ( 約1.5万円/㎥ )

熊本の場合

みなし扱いの方が安価

分析手間・時間も削減可能

リサイクルは犠牲

手ばらしが手抜きになりがち（バール使用）

アナライザーで含有を示すと業者に理解され
やすい

実際には

立入調査の強化を！

「ノン（ゼロ）アスベスト」等の裏面表示は、無含有
を判別しにくいケースが多く、採用は効率的でない。

裏面表示について

安定型埋立

１軒当り多種の成形板あり
→建物全体としては、成形板の石綿含有確
率は１～２割程度あった（熊本地震にて）

→全く含有していない建築物は殆どない

都道府県・市町村向け
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①公費解体仕様書作成に係る通知（市町村･
解体業者向け説明会の開催も必要）
※内容は事前調査者の資格､手ばらし･湿潤､マスク着用､廃棄
物処分方法､ﾚﾍﾞﾙ1～3の取扱い､注意解体等

②解体費標準単価作成

③簡易版事前調査様式作成（業者が理解しや
すいもの）

④事前調査者対象の研修（事前調査の不徹
底を想定した対応）

波形スレートが工場や民家で多用
→機械ばらしやバール使用が多発
→現認が難しいため、フレコン内の端材を証拠として指導

するが､減量のためにフレコン内で湿潤しながら破砕したと
言い逃れされるため、実効性ある指導ができなかった
→波形スレートを破砕せず格納できる専用フレコンについ

て仕様書で明記せず、標準単価でも見込んでいなかった
ため、発注者でもある市としての指導根拠が薄れた（当時
としてはやむを得ない状況だったが）

震災時の事前調査は、現に居住している家屋
が多く、天井板などに穴を開けて吹付け材の有
無をチェックしづらい
→調査漏れ多発の原因に
⇒熊本県が事前調査者に至急研修会を実施

都道府県及び公費解体発注者（市町村）としての心構え

事前準備か可能なもの（都道府県）
↙広域の内容のため都道府県実施が望ましい

④について

震災時は、石綿含有成形板を取り外す際に現
場指揮が義務付けられている石綿作業主任者
（現場業者から選任）が不足することから、震災
後の石綿作業主任者技能講習の定員増につ
いて地方労働局との事前調整が望まれる①②についての反省点

その他

※公費解体開始から半年後

専用フレコン

市町村の仕様書作成の際の根拠
となる都道府県通知①において、
波形スレート廃棄の際に専用フレ
コンを使用するよう明記し､標準単
価においても適正に見込むべき

都道府県・市町村向け
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熊本地震で熊本県が行った通知の内容

②「倒壊家屋等の解体費標準単価について」（通知）

①「石綿飛散・曝露防止に係る仕様書について」及び同「注意事項」（通知）

・木造・倉庫、RC造、S造、軽量鉄骨毎に、単位（延床）面積当たりの
建築物・基礎の解体費・仮設費・運搬費を算出
※廃棄物処分費は仮置場無料搬入にて計上せず

○発注者（市町村）が仕様書作成する際に盛り込むよう、熊本県が掲
げた通知の内容

・レベル１･２は分析、レベル３は目視調査（殆ど｢みなし｣扱いに）

・事前調査は建材調査者又は診断協会登録者
（木造･軽量鉄骨造は経験を有する石綿作業主任者でも可）

・注意解体の取扱い（所管環境部局及び労基への相談が必要）

・レベル１･２の除去作業時の粉じん濃度測定方法及び必要な措置

・レベル３の除去作業時の手ばらし・湿潤、養生シートの設置､その他
必要事項の遵守 等々

○熊本県が解体費標準単価に盛り込んだ内容

都道府県・市町村向け

・仮設費は共通仮設費・足場・シート設置費用を見込み、その共通仮
設費には、フレコン・散水・交通整理員配置等費用を見込んだ。

・波形スレート造でも別途、標準単価を作成することが望ましい。



部位名居室名 建材名

無有 ✓

（レベル１～３）

その確認方法石綿含有の有無

✓

（設計図書・分析等）

事前調査報告様式

工事用標識 ③簡易版事前調査報告様式について



災害廃棄物仮置場での事案
○災害廃棄物仮置場での不適正保管事案

（平成29年1月25日；解体開始から半年後）

フレコンが破れ散乱した波形スレート

シート梱包された波形スレート ※不適正事例はこの1件のみ

直後に専門家及び厚生労働省より指導

（改善策）破損フレコンは受入れ拒否
原形
のまま梱包



○延面積：約2,700 ㎡

○ｽﾚｰﾄ処分量：約 53  ｔ

○構 造 ： ｽﾚｰﾄ造1階及び2階建 10棟

○手ばらし期間： 28日間

〈概要〉

波形スレート造の工場解体

→ 追加費用 約170万円（試算値；公費解体）

↓ 全国での適正解体には

新たな対策の検討が必要



波形スレート造工場の解体方法（模範事例）

湿潤 手ばらし

高所は移動式棚足場を使用

移動･処分時の飛散防止
のため､シートで梱包

機械工具
(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ)

ｷｬｽﾀｰ付

※シート厚0.16㎜、専用フレコンも流通



６ その他事項について

住民からの通報・トラブルに関する情報

労働基準監督署との連携

○通報件数：101件（H28･29／震災後に急増）
○内 容：近隣建築物の吹付け材の露出

解体現場（レベル３含む）での石綿飛散
○対 応：アスベストアナライザーやファイバーモニター（FM-7400AD）を活用して調査

⇒迅速性や信頼性を確保し、苦情処理が円滑に

○合同立入調査
・レベル1･2･･･H28：70件（養生確認65件+通報対応 5件）､ H29：86件（養生確認のみ）
・ レベル3 ･･･H28：74件（建リ法パトなし）、 H29：9件（建リ法パトの一部）

○届出情報（レベル１・２）の共有
震災対応

（H18～）

ファイバーモニター
（FM-7400AD）
によるモニタリング風景

都道府県・大防法政令市向け



専門家と協働する意義

・行政による調査の信頼性の確保

・専門知識の習得

○専門家にとってのメリット

・調査対象データの取得が不要

・調査時に自治体が誘導することで、

・専門家としての実績づくりに寄与
・悪い結果をいきなり持ち込まれるより、

連携を行わなくても 専門家は必ず独自調査を行う

※熊本では、専門家団体の代表者が地元のため、至急、ボランティアで調査協力いただいた。

・環境省（災害廃棄物ネットワーク）が専門家を最初に派遣（監視目的）するのは、
震災から1ヵ月後であり、初動調査の開始時期としては遅い

・広域での地震が発生した場合は、専門家が不足し、協定締結自治体が優先
される

⇀メディアも専門家の見解なら信頼

専門家団体と協定を締結する意義

○自治体にとってのメリット

⇀以降の自治体調査への反映は必要

建築物所有者や解体業者の理解

合同調査によって現場での対策の不
備をその都度是正していった方がよい

win-winの関係

※熊本での協定締結については検討段階

が得やすい

都道府県・大防法政令市向け



ご清聴、ありがとうございました。


