
従来の災害対応時における情報収集は、梅雨前線や秋雨前線、台風の影響による被害が予測される場

合に、事前に予告した職員の配備体制とすることが多く、災害要員の参集はほぼ円滑であり、それに伴

う情報収集体制も概ね取れていた。このため、地域の被害状況の変転も把握することができていた。ま

た、過去の災害の記録や経験から、その時点の地域の被害程度を測ることが可能であった。

しかしながら、平成26年８月丹波市豪雨災害においては、前線の活動が活発となり当市にこれまで経

験したことのない局所的な集中豪雨をもたらすものであった。このため、当市の情報収集は、その体制

が十分に整わない状況のうえに、気象状況は刻々と変化したことから、災害対策本部としてもタイムラ

イン的な対応が困難であった。このような状況から、災害対策の各支部から本部に寄せられる情報も限

られ、災害の全体像や地域状況を把握することは極めて困難な状況にあった。

とりわけ被害の大きかった市島地域を管轄する災害対策本部市島支部においては、雨脚が強くなった

深夜には、災害対策本部の配備に先行して段階的に配備体制を拡大し、要員の招集を行ったが、当日が

休日であったことや事態が急変したこともあり、その参集状況は思わしいものではなかった。あわせて、

現地の被害調査においても、活動が深夜となったことから、消防団や情報収集班ともに、十分な装備を

携行しておらず、情報の収集範囲も限られ、詳細な状況把握は困難を極めた。そのうえに、多いところ

では累積雨量が200㎜を超えた17日の午前１時過ぎからは、気象状況は急変し、その降水量は時間雨量100

㎜を超え、携わった要員の誰もが経験したことのない危険な状況になったことから、自らの安全を確保

しながらの行動となり、情報収集活動は極めて限られた。市島支部においては、状況の悪い地域ほど、

現状が把握できない事態に陥った。

従来の災害対応時における情報収集は、前述したとおり、事前に予告した職員の配備体制により円滑

であり、消防団と連携を密にした減災活動、障害物除去、道路交通規制、避難所開設などの防災活動に

つなげていた。

一方、今回の丹波市豪雨災害では、その急変する天候に災害対策本部をはじめ、災害対応従事者は翻

弄されることになった。市内では局所的な集中豪雨となったために、地域ごとの被害状況が大きく異なっ

たことや、災害要員の参集が十分に得られず、地域ごとの変化を測ることが困難であったことから、少

ない情報の中で本部・支部が災害対応にかかる適切な判断を行うことが課題であった。

3 教 訓第 章

災害から復旧へ

初動対応～現場での対応

何が課題であったか

【困難を極める情報収集】

【少ない情報の中でいかに本部・支部の適切な判断につなげるか】
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このように、本部・支部が災害対応を判断する上で必要となる情報は、収集が極めて難しい状況では

あったが、少なくとも市島支部長や支部要員は非常に危険が差し迫った状況であるという認識はあった。

限られた少ない情報をもとに、支部としてどの時点で避難勧告や避難指示の発令など、具体的な対応の

必要性を判断するか、そして本部としてどのように対応するかの判断が大きな課題であった。

災害対策本部は、市島支部からの要請により、８月17日午前２時に竹田・前山・吉見地区に避難勧告

を発令した。（詳細は後述のとおり）

次の課題は、この避難勧告をいかにして住民の適切で、具体的な避難行動へとつなげていくかであっ

た。自治体がいくら避難勧告を発令しても、住民が命を守るための具体的な行動に移さなければ避難勧

告も意味を持たなくなってしまうのである。

市島地域の降水量は、８月17日午前１時には、降り始めから200㎜を超え、さらに午前１時から午前４

時までの３時間で200㎜に迫る猛烈な雨をもたらし、北岡本では午前２時から午前３時の時間雨量が91

㎜を記録するという、市島地域に暮らす人もかつて経験したことのない状況となった。

また、午前２時ごろには、各所で小規模な土砂災害や小河川の溢水が発生し始めていたと思われ、非

常に危険な状況であったうえに、情報収集活動や消防団の水防活動も深夜長時間となり、携帯無線機や

携帯電話の電源も乏しくなっていたことなどから、多くの職員や消防団員も動けず、受信・発信ができ

ない状況で市島支部からの情報発信は極めて少ないものとなっていた。

このように住民がこれまで経験したことのない気象状況の中で、加えて自分たちの周りの危険な地域

情報の入手が難しい中で、災害対策本部が発令した避難勧告に対して、いかにして住民の適切な避難行

動につなげるかが大きな課題であった。

大雨を原因とする災害に対応するための市島支部の情報収集は、災害対策本部から送られる情報のほ

か、気象庁の情報、国土交通省の河川情報や大杉ダムの雨量計、小学校の雨量計により、地域ごとの降

水量を監視することとしていた。また、地域の状況把握は、情報収集班を編成し、河川の増水状況や地

域での冠水・浸水の有無を過去の被災箇所や危険箇所、並びに主要道路を中心に巡回調査を行い、消防

団と情報共有しながら、地域の状況把握に努めることを基本としていた。

この丹波市豪雨災害でも、災害警戒本部が設置された16日の午後７時（市島支部では、午後６時から

準備体制）からは、市島支部でも警戒配備をとり、通常の災害対応と同様に、定点での雨量を監視する

とともに気象情報や地域からの情報を収集することに傾注し、事態の変転に備える体制としていた。し

かし、北岡本の累積雨量が100㎜を超えたころ（午後７時過ぎ）から、次第に地域からの被害情報を受け

るようになり、市島支部の要員を増員し、情報収集体制を強化する必要があると判断したことから、災

害対策本部に先行して第１号配備体制をとった（午後７時40分ごろ）。なお、この第１号配備体制では、

減災活動や二次災害防止に必要な情報を収集することにより、消防団を中心とする地域での減災活動並

びに二次災害防止のための道路の交通規制などにつなげることを主としていた。

その後、累積雨量が150㎜を超えたころ（午後10時ごろ）からは、竹田地区及び鴨庄地区を中心に大雨

の影響による現象（道路冠水や山林からの出水、河川の増水など）の報告や情報提供が増え始め、情報

収集班の活動及び消防団の水防活動は両地区を中心に展開していた。このころから、降り始めからの累

積雨量やそれまでの災害経験と比べ、早い時点で道路冠水や河川の増水を心配する情報も増え始めた。

【収集した情報をいかに適切な避難行動につなげるか】

課題にどのように対応したか

【早めの職員招集と消防団との連携による必死の情報収集】
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あわせて、これまで市島支部が経験してきた災害時とは異なる箇所での現象の報告が含まれ始めたため、

機動力と情報収集力の確保や避難所開設の準備の必要があると判断したことにより、午後10時50分には

第２号配備体制（５割程度の体制）へと要員の参集範囲を拡大した。

第２回の災害警戒本部会議が開催された午後10時50分には、情報収集班や消防団市島支団の活動報告

から、減災活動は的確に行えていると判断できる状況にあったが、通常の大雨時と比べ、美和地区や前

山地区では山林からの出水が激しいとの報告や定点の降水状況が徐々に市島地域の北西に集中し始めた

ため、情報収集は竹田地区・前山地区・吉見地区・美和地区方面へ傾注する必要があった。しかしなが

ら、この時点では、第２号配備の要員招集を行っていたが、参集状況は思わしくなく、十分な情報を得

ることができなかったため、防災メールによる参集を要請するとともに、現行の配備体制による情報収

集に加え、消防団の情報及び地域から寄せられる情報を元に、地域の全体像の把握に努めた。また、災

害警戒本部会議開催前には、日付が変わるころに警報は解除される見通しとの情報や現に降雨状況も弱

まったことから、準備を始めていた竹田地区の避難所の開設準備も一旦、停止させることとした。

なお、情報収集班へは午前１時前には帰庁し、地域の状況を報告することの指示をしていたが、一部

の班の帰庁はなく、結果として被害が少なかった鴨庄地区の情報以外は、有効な情報が途絶えはじめた。

このころの、現地で活動する消防団の様子は次のとおりである。

消防団市島支団本部（市島支所内）と各分団本部（各地区コミュニティセンターなど）との情報伝達

は消防無線機を使用していたが、活動が長時間にわたるにつれて無線機の電池が無くなり、個人の携帯

電話での対応となるため、情報の伝達、収集が困難を極め、停電により一部地域では携帯電話も不通と

なる状況となった。

十分な情報収集ができないまま、断片的に入ってくる情報により、今までに出水や冠水したことがな

い場所で被害が発生し、甚大な被害が発生していると想像できた。しかし、一部では状況が把握できず、

被害の全体像が掴みきれなかった。

（消防団員の手記より）

その時の無線機は使い物にならなかった。受信はできるが発信ができない状態で、各自

の携帯電話だけで連絡を取り合っていた。頼りの携帯電話もその日のうちに使えなくなっ

てしまった。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

市島地域では、過去の災害の経験から「降り始めからの総雨量が200㎜を超えると、何かが起こる」、

「竹田川の上田の水位が2.9ｍを超えると何かが起こる」、「竹田川は275㎜程度までは耐えてきた」との認

識を持ち、一定の危険水準の基準を持っていた。このこととあわせて、減災活動から避難誘導への切り

替えの判断は、非常に難しい決断であるとも認識していた。

しかし、今回の丹波市豪雨災害では、天候は刻々と変わり、危険水準を超えるあたり（17日午前１時

ごろ）からは短時間で事態が急変したことや、災害対応が深夜となったため要員の参集が思わしくなかっ

たことから、十分な情報を得ることができず、地域の状況を分析することが困難な状況となった。また、

その後の気象状況の変化も予測ができず、減災活動から避難行動に移行させるための有効な判断材料が

少なかったといえる。

８月17日午前１時からの気象状況は、まさにこれまで経験したものではなく、それまでの災害対応の

経験や記録が参考になるものではなかった。そのうえに、事態が急変したことにより、住民が避難行動

をとるための十分なリードタイムを取ることができず、リアルタイムで入ってくる住民からの通報や情

報収集班からの状況報告、消防団の活動状況により判断するしか方法はなかった。

【現場の情報をもとに、減災活動から避難誘導へと切り替える判断と垂直避難の勧告発令】
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第３回の災害警戒本部会議が開催された17日の午前１時には、市島地域の危険降水量200㎜に到達した。

市島支部では通常の災害対応時から、累積雨量200㎜超・上田橋水位2.9m超を危険水準と認識していた

ことや、帰庁した情報収集班の報告や消防団の情報から、竹田、前山、吉見地区は降水量に比べ、過去

の災害と比較しても、地域での現象が早く起き、さらに山林からの出水が激しく、所管する地域は非常

に危険な状態であると推測し、その時の減災活動すなわち「財産を守る」ことから、避難行動すなわち

「命を守る」ことへと対応を移行させるべきと判断した。この判断により、午前１時15分に市島支部の参

集範囲を第３号配備に拡大し、避難所開設を急ぐとともに、情報収集・避難誘導を主とした防災活動に

移行し始めることとなり、あわせて災害対策本部へ避難情報の発信を要請した。

避難情報の発信を要請した時点では、収集した情報からは、まだ、水平避難は可能と判断していたが、

避難所の開設に向った支部要員の報告から、数ヵ所の指定避難所は浸水の危険性が高く、避難経路も危

険な状況で、避難所として適切ではない施設もあり、竹田、前山地区の危険度が高いと把握できた。ま

た、このような支部要員の情報と合わせ、消防団幹部からは「支所長、もう無理！」との連絡を受け（17

日午前１時40分ごろ）、減災活動は限界と判断し、水平避難の危険性を鑑み、垂直避難での避難勧告につ

いて、市島支部から災害対策本部に再度の避難情報の発信要請を行った。

午前２時には、災害対策本部から竹田、前山、吉見地区を対象に具体的な行動を示した避難勧告が発

令された。この時点では、夜間の避難行動になったこと、避難経路の一部では危険な箇所が多く、避難

行動による二次災害の危険もあったこと、浸水被害とあわせて土砂災害の危険もあると判断していた。

（※リードタイムとは…個々の防災行動を実施するタイミングと防災行動に必要な時間）

（消防団員の手記より）

支団本部からは土のう100個、200個という単位で要請がかかり始めた。

雨音と雷音の中、うまく伝達もできない状態でひたすら土のうを作り、土置き場のすぐ

横の土手から川の水が見え隠れしている所で団員は泥だらけの軽トラに積み込みを繰り返

し行っていた。土のうを積んで帰って来た団員が「土石流になっている。土のうを積んで

も意味がない。１ｔ土のうを要請してほしい」と言ったが、私は「支団本部には伝えるが、

今はこの土のうで対処するしかない」と指示をした。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

避難勧告が発令されてからは、雨の降り方は強さを増し、誰もが経験したことのない豪雨となった。

この豪雨により、８月17日午前３時ごろには、多くの箇所で山地災害が発生し、流れ出た土砂や流木は

河川を閉塞させ、地域は、土砂や濁流にのまれようとしていたと想像はできるが、情報収集班や消防団

からの情報は途絶えた状況となった。そのころから市島支部では、地域内からの緊急を告げる電話が鳴

り止むことはなかった。その中には、「家が流される」「今から、２階に避難するけど、明日、見に来て

よ」「家から出られない」など、切迫した連絡も多くあったが、その時の状況では、安否確認に行くこと

も、行かせることもできず、「身の安全を確保してください」と伝えることが精一杯で、ただただ、危険

が過ぎ去ることを待つしかなかった。

また、情報収集に出ている職員も帰庁できず、中には連絡の取れない班や職員もあったことに加えて、

支部要員へは、自宅や親戚宅の被災を告げる情報も入ってきている様子であった。

夜明けごろには、ようやく雨も止み、人員点検を行い、被害調査を行うための体制を整えようとした

ころ、災害対策本部に１本の電話が入った。それは、「倒壊した住宅に人が残されている」というもので

あった。

その後、消防本部、災害対策本部と相互に連絡をとり、大きな災害が起きていると判断し、建設業協

【避難勧告発令後の現場での必死の活動】
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会市島支部長に応急対応の要請を行うとともに、人命救助のための重機の手配を依頼した。あわせて、

避難所へは多くの方が避難されていることやスポーツピアいちじまには多くの帰宅困難者が避難してい

るとの情報もあったことから、炊き出しのために市島給食センターの開所を教育部に要請した。

この雨が小康状態となったころには、建設業協会市島支部の応急対応により、市島地域の各地で、徐々

に啓開活動が始まった。また、避難所への炊き出しは山南支部の応援を受けて、一定の食料の配布は行っ

た。

このころの消防団による水防活動は困難を極めていた。消防団の活動は土のう設置だけでなく、避難

誘導や安否確認、捜索活動を行ったが、十分な装備を持たず、いたる所で道路冠水や土砂崩れが発生し、

停電で真っ暗闇の中をヘッドライトもない状況で活動した。

また、夜が明けてからは、八日市橋の崩落や土砂崩れにより道路が寸断され、迂回路への誘導のため

に交通誘導を行い、活動時間は前日から継続して24時間に及んだ。

17日の昼前には、現地から帰庁した職員の報告により、竹田、前山、吉見、美和の各地で被害は甚大

であることを認識し、地域での災害対応を継続していたが、一向に被害調査が進まない。避難所は引継

ぎがされない、土砂撤去は進まない、ボランティアの要請があるなど、応急復旧に向けた動きがみられ

ず、災害対策本部会議のたびに本部機能への移行を求め続けた。

（消防団員の手記より）

停電となり奥の集落との電話連絡がとれなくなった。各団員にも詰所待機の指示が出た。

分団本部は避難所にもなっていたため、救助の依頼と住民の捜索願で、これまでに味わっ

たことのない緊張感が指揮する立場の者にのしかかってきた。待機の指示が出ていた団員

だが、住民の捜索に消防車で行ける所まで向かわせた。連絡のとれない集落で活動してい

た消防団員からも行方不明の情報が入ってきていた。

明け方近くになり、国道近くの集落の住民から分団本部に連絡が入った。「八日市橋が浮

いている。決壊する前に国道を止めろ」。団員に交通誘導の指示をした。次に民家が巻き込

まれているという情報が入った。（中略）

徐々に辺りが明るくなり、増水した川で地形が変わっているのを見て、犠牲者が出てい

るかもしれないと思った。団員にいったん帰宅指示を出し、変わり果てた集落を歩いて、

ただ家族の無事を祈りながら自宅に帰った。ここまでの約10時間、消防団員に犠牲者がな

かったのが奇跡のように感じた。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

丹波市豪雨災害では、その災害規模の割には人的被害が少ないと言われている。これは、地域の皆さ

んの災害に対する危機意識が高かったことによるが、避難行動のきっかけは次のとおりである。

・雨の降り方が異常であったため、立ち退き避難をした。

・山鳴りがした、木の軋む音がした、土の匂いがした、山から出水が止まったなど、土砂災害の前兆

を感じ避難した。

・家族や親族の呼びかけにより、一緒に立ち退き避難をした。

・自治会長や自治会役員の呼びかけにより、避難行動をとった。

・消防団や地域の駐在所の呼びかけにより、避難行動をとった。

・市の避難勧告により避難行動をとった。

このように、きっかけはさまざまであったが、「自助」「共助」「公助」が上手く連動したとも言え、そ

の場面、場面で取るべき行動ができたのではないかと考えられる。さらに、その日はお盆休みの時で、

【災害に対する高い意識と地域の呼びかけにより実現した避難行動】
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遠方で暮らす家族が帰省されていたことで、家族が共に避難行動をすることができたことや、自治会ご

とのハザードマップを作成してからの期間があまり経過していなかったためか、地域の皆さんが地域の

危険な場所、避難経路、避難行動を意識できていたことが大きいと考えられる。また、現場の状況を監

視していた消防団から、避難勧告の直後に「動きがない。もう一回！」との連絡を受け、２度目の避難

勧告の放送を要請することができたこと、再度の避難勧告では、「動いた！」との報告を受け、２度目の

勧告に効果があったと知ることができたことなど、現場と支部、本部が上手く連動した一例であると考

える。

また、災害現場で実際に活動した消防団員は、情報伝達がままならない状況で水防活動にあたり、土

砂崩れの前兆である山鳴りや木の裂ける音を聞いた団員は、その場から避難した。また、いたる所で道

路冠水や土砂崩れが発生している中でより安全な場所へと移動するため、手をつなぎ合って行動し、明

るくなるまで屋外で待機した団員もいたことなどから、現場で活動する消防団員も地域住民と同様に危

険な状況にあったといえる。

その中で、消防団員に一人の犠牲者も出なかったのは、複数人で行動し、それぞれが安全確保に努め

た結果と考えられる。

これまでの風水害対策は、台風の襲来や梅雨末期の集中豪雨に対して警戒を強めていたが、災害は時

期や場所を問わずに発生していることを認識し、最悪の状況を想定することが必要であった。

また、減災活動や避難情報発令の判断は、蓄積された過去の災害の経験や気象・防災情報にだけ頼る

のではなく、地域からの通報、消防団活動の状況、情報収集班の報告などを総合的に分析し、リードタ

イムも想定して躊躇のない的確な判断が要求される。

判断するための情報としては、次のものが考えられる。

◎過去の災害経験と現場情報

丹波市豪雨災害では、過去の災害では経験のない場所での冠水や出水の報告が多くあった。報告を受

けた時点では、「おかしい」に止まっていたが、過去の災害の記憶と現に起こっている現象を照らし合わ

せることにより、避難情報を発信するための判断材料になり得る。積極的に、決断者に上申するべきで

ある。

◎気象情報、防災情報

近年の雨の降り方は、これまで経験してきた台風の襲来や前線の活動による豪雨のほかに「ゲリラ豪

雨」、「集中豪雨」といった局所的に突然の豪雨をもたらすことも多くなってきているなど、災害の原因

となる気象状況は多様化してきている。このことからも、状況によって気象情報や防災情報の多種多様

な情報から、その場面で選択すべき情報は変わってくる。

今回の豪雨災害では気象状況が安定しないため、リアルタイムな情報のうち気象台や国土交通省が発

信している雨雲データ、雨量データ、河川水位データに加え、大杉ダム及び各小学校の雨量計により市

島地域と各小学校区の降水状況を監視した。なお、これらの情報は定点データであることを考えると、

土砂災害警戒判定メッシュ情報や洪水警報の危険度分布を応用することで、地域の降水量や数時間後の

状況を推測することができる。また、台風や低気圧のように動きが推測できる場合は、既に降り始めて

いる他地域の状況から、数時間後の状況を推測することができる。

◎河川情報

丹波市豪雨災害当時と現在では、支部が入手できる情報は大きく変わらないため、これまでと同様に

教訓として何を学んだか

【気象・現場状況による判断】

20 丹波市豪雨災害復興記録誌



国土交通省が発信する河川の防災情報により、河川水位や地点雨量を監視することを基本に、他地域の

河川の危険度にも注目する必要がある。また、気象庁では洪水警報の危険度分布の発表を始めたことか

ら、現場の情報に頼っていた中・小河川の状況判断の参考とすることもできる。

なお、地域内の河川には水位標の設置が限られているため、河川氾濫の危険度や上流域の降水状況を

推測することが困難な状況にある。このため中・小河川にも水位標を設置し、災害対応従事者が地域の

危険度を測る指標として、また、住民が自ら判断し、避難するための指標としても活用を促進するべき

である。

今回の丹波市豪雨災害においては、定点での降水状況を測れる平地に比べ、山林部の降水状況がより

激しかったと思われるが、その降水状況を正確に測ることは極めて困難な状況であった。その状況を測

るためには、前述したリアルタイムに収集する気象・防災・河川情報から推測するとともに、現地での

調査で得られる山林からの出水状況や中・小河川の状況により、上流の降水状況を測り知る知識や技能

が必要と思われる。

また、情報提供や情報収集により得られたその時点の状況は、住民や災害対応従事者で共有すること

が肝要である。

古くから、「便りがないのは、良い便り」と、知らせがないことは無事な証拠、元気な証拠として良い

解釈をしてきたが、今回の丹波市豪雨災害では、それとは違う一面を見た。当時の情報収集の実際を振

り返ってみると、市島支部の情報収集班や消防団市島支団からの情報は、結果的に被害程度が小さかっ

た地域ほど情報量は多く、その情報は丁寧で詳しく報告され、その地域の様子を推測することができて

おり、被害情報を概ね把握できていたが、その反面、気象状況が急転しても情報収集班などから情報が

入ってこない地域は、結果として被害状況は深刻であり、甚大なものであったと言える。このことから、

異常な気象時においては、居住者や通行者からの情報は、災害規模の大小に関わらず、付近の状況が悪

化するほど情報量は多くなり、情報量の多い地域に注目し、減災活動や避難誘導につなげなければなら

ないが、災害対策本部に属する災害要員からの情報や消防団からの情報については、災害規模の大小に

よっては、現地情報が入ってこない地域ほど実は安全ではなく、情報が出せないほど切迫した危険な状

況であり、対応は優先度が高い場合もあることを学ぶことができた。

これからの災害対応は、地域から寄せられる情報や、災害対応従事者から寄せられる情報の量のみで

判断するのではなく、気象情報や定点情報を含め、その時に得られる情報と情報が無いという事実を的

確に分析することで、適正な時機に適正な判断を行い、最善の減災活動や避難誘導につなげる必要があ

る。

消防団員は使命感により地域での活動を行っており、東日本大震災においても多くの災害対応従事者

や消防団員が活動中に亡くなられた。

災害時は、装備の充実による安全確保とあわせて、個々の団員の安全確保のための知識向上を図る必

要があると同時に、消防団幹部は的確な判断と指示により、団員を守るのが災害活動時の使命であり、

状況によっては活動を中止し、各詰所で待機するなどの安全確保を優先することも必要となってくる。

市民が退避行動をとり、自らの命を守ることの重要性と同様に、災害対応従事者においても、災害対

応時において自らの命を守る行動をとることは、極めて重要である。消防団員を含めたすべての災害対

応従事者は現場の状況に応じて、その場面、場面で最適な行動を選択し、現場での安全確保とともに現

場での変調（音や匂い）にも気を配ることが肝要であり、現場ごとの危険度を常に認識するとともに、

【情報量と反比例する被害量】

【安全の確保】
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災害の予兆についても、習得しておく必要がある。

（消防団員の手記より）

この日、分団本部には伝令団員も待機していて、自宅からと思われる連絡が幾度か入り、

「様子を見に帰れないか？」と聞かれていた。私は「伝令団員はこの場にいてほしい」と返

事をしたような記憶がある。しかし、あの時、団員の自宅のことを優先に考えるべきでは

なかったのか？その時の対応、指示が正しかったのか？と考えることがある。

あの日の経験を今に活かすとしたら、災害避難時は自宅の２階へ避難するのが最も重要

だと思う。

現在では、この地域の団員は常にヘルメットにヘッドライトをつけている。無線機もデ

ジタルに変わり全消防車両に設置され、携帯無線機が各部に１台ずつある。また、無線機

の代わりとなる携帯電話の充電器も必ず持って出動するようにしている。万全の装備と経

験を持って、今後も必ず起こるであろう災害に消防団としての役目を果たしていきたいと

思う。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

丹波市豪雨災害では、避難行動を誘導していく

うえで、被災地の地域力を強く実感することがで

きた。

この災害の避難行動では、自治会ごとで取り組

まれたハザードマップの作成により、居住地の危

険度や避難経路、一時避難所を地域住民それぞれ

が知っていたことで、自らが又は家族で避難行動

の判断ができたこと、あるいは隣近所で声を掛け

合い、共に避難行動をとれたこと、さらには、自

治会役員が率先して避難を誘導できたことにより、人的被害を最小限にくい止めることができたと考え

られる。このことは、被災後の地域で避難行動と同様に自主的な応急復旧が始まったことや、ボランティ

アの受け入れや復旧事業への取り組みにおいて、被災地の地域力を大いに感じることができた。

このことからも、日常から災害に強い地域づくりに止まらず、全ての人々が心豊かに暮らすために、

地域に愛情を持ちつづけ、互いに強い絆で助け合い、次世代につなぐ、持続性のある地域づくりを進め

る必要がある。

次の災害に備えるためには、災害対策本部も、地域に暮らす・働く・学ぶ人々も、活動する地域は、

過去にはどのような災害があったのか、どのような危険が潜んでいるのか、また、それに対してどのよ

うな減災・防災計画や行動計画があるのか知っておく必要がある。あわせて、その時に適切な行動がで

きるように、自らの行動計画（マイハザードマップなど）を作成するとともに、各種の訓練にも参加す

る必要がある。これらの「知ること」「備えること」が充分にできていると、有事に際し「行動すること」

は意味のある適切なものになると考える。

また、今回の災害を歴史の１ページに止めることなく、できたこと、できなかったことを後世に語り

継ぐことは重要であり、さらに語り継ぐための記録を残すことも極めて重要である。

【避難行動を促した地域力】

８月17日午前３時 市島支部撮影

【知ること・備えること・行動すること】
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気象や防災の専門家であっても今回の大規模な土砂災害は“想定外”であった。当然ながら、専門的

な知識を有さない当市の職員においても同様であり、また、多くの市民にとっても過去に経験したこと

のない大規模な災害となった。

災害対策本部及び支部要員の多くは、この地で生まれ育ち、過去に数々の災害対応を経験し、災害の

種別ごとに被災しやすい箇所などもある程度認識しており、かつ数十年前からすると、比較にならない

ほど気象情報を入手しやすい環境が整っているにも関わらず、この豪雨で起こった災害を想定すること

は難しいものであった。

災害発生当時の気象情報などから判断すると、当時、現行の特別警報の基準が設けられていたとすれ

ば、当市に特別警報が発表されたのは、この災害が初めてであったと推測する。

当市の場合、493.21�と広大な面積を有し、かつその約75％を山林が占める中、大雨の場合は常に土

砂災害と内水氾濫などを想定しなければならないが、当市を構成する６つの地域は地理的条件や気象状

況（時間雨量、累積雨量、河川水位など）も大きく異なるため、災害対策本部と各支部の場所、現に災

害が発生している地域での状況が異なり、その逼迫感、臨場感、危機感、災害対応意識はどうしても伝

わりにくいものであった。

さらに時間雨量50㎜を超えるような身体に危険を及ぼす恐れのある大雨などの最中には、職員はもと

より消防団員なども現場での情報収集は難しく、最も危険な時間帯に入ってくる情報は限りなく少なく、

また、阪神・淡路大震災でも指摘されたように、災害の規模が大きければ大きいほど、被災している自

治会、地域から情報が入ってこなくなることを今回の災害で当市も経験することとなった。

このように、過去に経験したことのない規模の災害に襲われ、現場の危機感が十分に把握できず、情

報も入手しにくい災害対策本部の状況の中で、気象情報の収集分析、そして想定による避難情報の発令

など、的確な判断を求められた。

平成26年７月から10月までの間に土砂災害を要因として大規模な災害を引き起こした全国６市町（南

木曽町、岩国市、丹波市、広島市、礼文町、横浜市）を対象に国土交通省が調査した結果、当市以外の

市町はすべて避難情報が、災害発生後に発令された、又は避難情報を発令することすらできなかったこ

とが判明した。また、『土砂災害警戒情報に係る課題と改善の方向性』としてまとめられた分析結果では、

「広島市のような突発的な集中豪雨の場合、立ち退き避難により全ての住民の安全を確保することは難し

い」という結論に至っている。

これは、近年頻発する異常気象などがもたらす集中豪雨では、リードタイムそのものが短い、もしく

はリードタイムを前提とした避難情報の発令は、非常に困難であることが分かる。

このように近年の集中豪雨では、災害の発生の可能性が高まりつつある地域の情報入手が難しい中で、

市民の生命と財産を守るため、的確な避難情報発令のタイミングを見極めなければならなかったという

課題があった。

初動対応～災害対策本部

何が課題であったか

【現場の状況が十分把握できず、情報も入手しにくい中の的確な判断を求められる
災害対策本部】

【避難情報発令のタイミングとリードタイム】
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雨が激しく降り続き、時間の経過と共に地域の状況は刻々と危険度が増し、住民の命にかかわる危機

が迫っていた頃、市島支部では現場対応に追われ、地域、現場班からの情報が交錯し、混乱していた。

そんな状況下において、避難情報を発令するために必要な情報を災害対策本部へ伝達することは非常に

困難であったと推測できる。

しかし、近年、避難情報を発令する際には、予測される災害の程度や現状、避難の方法、そして可能

な限り発令区域を特定することなど、住民に対して分かりやすい避難情報の発令に努めなくてはならな

い。よって、災害対策本部のある本庁舎（氷上地域）では、現場がどのような状況にあるのかなどの情

報が少ない中、避難情報を発令するための根拠とする情報の収集に苦慮し、避難情報の発令までに時間

を要する結果となった。

このような状況を経て、気象庁が提供している土砂災害警戒判定メッシュ情報などを基に可能な限り

情報を集め、17日の午前２時に市島地域の竹田、前山、吉見地区に避難勧告を発令した。

防災行政無線による避難勧告発令時に、避難行動の際には、それぞれの状況に応じた最善の行動、つ

まり、避難所（水平方向への避難）への移動が困難で危険な場合は、自宅の２階などへ避難（垂直方向

への避難）するなど、命を守ることを最優先した行動を呼びかけ、さらにはその情報をもとに住民に行

動してもらう必要があった。

８月17日午前２時30分、消防本部に市島町与戸地内の宿泊施設で孤立している人が多数いるとの情報

が入り、消防本部による現地調査の報告を受け、当市の救助能力では対応が困難との判断のもと、自衛

隊の派遣要請の検討に入った。

しかしながら、当市では過去の災害で自衛隊の派遣要請を行った経験はなく、また、これまでに自衛

隊の派遣要請を行うような災害を想定した実践的な訓練もしたことがなかったため、どの程度の被害想

定の場合に自衛隊の派遣要請ができるのか、自衛隊が到着するまでどれくらいの時間がかかるのかなど、

基本的なことが分からない中で、自衛隊の派遣要請を行わなければならなかった。

今回の豪雨災害は、局所的な集中豪雨であったことから、市島地域と災害対策本部のある氷上地域で

は雨の降り方に大きな差があった。そのことが、本部と支部の間に温度差と情報量に差を生じさせた要

因の１つと考えられる。

そのような中、現時点で手元にある数少ない情報をもとに判断し、避難勧告を発令した。

避難情報を伝える方法として、当市には合併前から各地域に防災行政無線設備（屋外スピーカー、戸

別受信機及び自治会単位の放送卓など）が配置されており、合併以降も平常時の行政放送と共に有効に

活用されてきた経過がある。

特に、各戸に無償で設置する戸別受信機の災害時におけるメリットは大きく、大雨の際、屋外のスピー

カーは雨音で音声がかき消されるが、戸別受信機は、屋内設置で持ち運びも容易なことから、災害時に

は大変有効な情報伝達ツールであり必需品であった。

現に、この豪雨災害において夜中に避難勧告を発令した際も、戸別受信機から流れる放送を聞いて垂

【迫り来る危険と避難情報の的確な伝達】

【未経験の自衛隊出動要請の難しさ】

課題にどのように対応したか

【限られた情報を頼りに、使用可能な情報伝達ツールを 大限活用】
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直避難をしたことで難を逃れた住民も多数あった。

17日午前３時10分に兵庫県の災害対策課と事前調整（現状の共通認識及び自衛隊派遣手続きなど）を

行ったうえで、午前３時35分に市長から県防災監に直接、自衛隊の派遣要請を行い、その後、自衛隊派

遣要請にかかる県知事の受理連絡を受け、当市への自衛隊派遣が決定した。

自衛隊に派遣要請を行った最初の目的は、市島町与戸地内にある宿泊施設へつながる道路が土砂の流

出によって寸断され、宿泊者及び従業員など約250人が孤立したことに伴う救出及び救助であった。

これは、未明（午前２時30分）に消防本部に250人のうち50人程度が別のところに避難したいとの救

出要請があり、消防本部による現地確認の報告を受け、人数規模的にも当市の救助能力では対応が困難

との判断により自衛隊派遣を要請したものであった。

派遣要請後、自衛隊の先遣隊による現地視察の結果、自衛隊で対応すべき規模でない（想定より小規

模）旨の報告を受け、一度は救出及び救助活動を見送られる結果となったが、午前６時50分に行方不明

者（土砂が住宅をのみ込み倒壊、住人は行方不明）の通報を受けたため、自衛隊の先遣隊の派遣先を行

方不明者の救出救助に切り替えた。同じ市島地域内に自衛隊の先遣隊がすでに到着していたことは、最

初の派遣要請が行方不明者の救出救助のために功を奏したかたちとなった。

災害対策本部においては、気象情報を始めとするさまざまな情報を机上で把握することは可能である

が、各地域の状況などを臨場感をもって把握できているかというと決してそうではない。

そのような状況下において、住民などからの情報も重要であるが、災害が発生する恐れが高まってい

る中、細心の注意を払いながら、常に現場近くで巡回、待機している支部要員や消防団員からの情報は、

災害対応を行うにあたり、最も有力で重要な情報と考える。

今回の豪雨災害を通して私たちは、消防団員の情報と住民などからの通報を集約し、災害対策本部及

び支部で同時に共有するための仕組みづくりが重要であることを学んだ。

具体的には、情報共有や連携を図るために災害対策本部と消防団支団本部を同一場所に設置する必要

性や、最新の情報技術を活用して、本部と支部、行政と消防団、職員間の情報共有の仕組みづくりが急

務であることを実感した。こうした認識を踏まえ、平成28年３月には、従来の経験から土砂災害の危険

予測を行う土砂災害危険度予測システムに加えて、物理的な解析によって危険度を判定する丹波市箇所

別危険度予測システムを導入した。また、令和元年６月からは、防災行政無線のデジタル化整備にあわ

せて導入するIPトランシーバーやタブレット端末などを使用した現地中継や解像度の高い遠隔監視カメラ

など、情報の収集、共有、活用の仕組みの充実を図った。

災害が収束した段階で被災状況などを画像保存することは可能であるが、大規模な災害になるほど、

重要な判断や行動を決定することに専念するため、判断・決定・指示などにかかる時刻を含めた経過記

録が残っておらず、それは今回も同様であった。

災害対応を後に検証し、今後の災害に備えるためには、必ず経過を記録する必要があるため、本部会

【結果的に功を奏した自衛隊の出動要請】

教訓として何を学んだか

【収集情報などを共有し、活かす仕組みの構築】

【逼迫した状況だからこそ各種情報を保存（記録）することの重要性】
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議は常に記録員を配置する、もしくは最低でも音声を録音しておく必要がある。

今回の事案で災害対応が遅れた要因の一つには、地域防災計画に定める班体制への移行が、収束後概

ね２日後（８月18日の午後７時）になったところにもあると思われる。

避難勧告などの住民への周知を行い、被災状況の大まかな把握ができた段階で、一定規模以上の災害

であれば、班体制に移行することが有効と考えられる。

大規模な災害を経験した当市であっても、未だに職員の中では、災害対応はある特定部署（防災、建

設、農林などの部門）のみが行うものという意識が根強く残っている。

それは、平常時の職務体制から離れて、旧町域の職員で支部体制を編成することがその要因のひとつ

であると考えられる。

災害時は支部体制という「特別な体制」であり、平常時の命令系統と異なる。今後の対策としては小

規模な災害であっても、毎回、支部体制から平常時の命令系統と同じ班体制を早い時期にとることで職

員の防災意識が高揚し、災害対応に対する職員意識の改善となり、災害対応の迅速化につながるものと

考える。

災害の初動対応で求められるものは、限られた情報を基に重大な決断と素早い行動をとることである。
しきい

地域防災計画では、現在、避難情報の発令時期について、例えば雨量や河川の水位といった一定の閾
ち

値（基準値）を定めているものの、実際には現地の状況などを総合的に勘案したうえで、本部長である

市長が最終判断を行っているのが現状である。

先に課題として記述したとおり、この豪雨災害では、リードタイムそのものの予測が困難な状況で、

そのリードタイムを前提とした避難情報の発令もまた非常に困難であった。数少ない現地の情報をその

判断材料に加えて判断することにも限界がある。

近年、起こり得る災害に対応するためには、常に最悪の事態を想定しながら、万全の準備を行い、空

振りを恐れず、事態を見逃さない災害対応が求められる。

広大な市域を考慮し、また、今後支所機能を本庁に集約し、現行の支所体制を縮小（支所長の廃止を

含む）することを前提とした場合、災害対策本部及び支部の体制については、以下の２通りの考え方が

ある。

（１）支部配備職員は、災害対策本部の班体制から派遣された職員で構成する。

旧町出身者などで構成する支部体制を廃止し、災害対策本部の班体制を敷きながら、当該班か

ら各支部へ必要人員を配置させる。なお、事前に各班において配備基準及び人員などを定め、配

備命令は各班長（部長級）が行うこととする。

（２）支部体制を廃止し、各支所には連絡要員（支所勤務職員）のみの配置に留める。

災害対応は、災害対策本部体制のみで行うこととし、各支所には市民からの情報提供や通報を

受ける（現場対応を行わない通報集約と取り次ぎのみ）連絡要員のみを配置することとする。

この場合、現地初動対応（避難所開設など）は、災害対策本部体制の各班が主となり、土のう

設置や地域内の巡視など、現地での応急対応は、消防団員が主となって行うこととなる。

上記２つのいずれの体制をとるとしても、災害対応及び避難情報の発令が遅れることなく、円滑に行

えるとは言えない。

そのため、結論として市は市民の生命と財産を守るため、必要な情報を適切なタイミングに遅れるこ

となく、又は逃すことなく伝達し、市民に命を守るために自らが判断し、最善と思われる行動をとるよ

【災害対策本部の班体制へ速やかな移行】

【空振りを恐れず、見逃さない避難情報の発令と避難行動を起こす勇気】
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うに、しっかりと促すことが何よりも重要である。

市からの情報伝達に強制力がない以上、最終的に避難をするかどうかを決めるのは、住民個人である

ということを前提に、普段から継続した地域単位での防災訓練や各地域（自治会を含む）で決めた避難

ルール（避難行動を起こせるようにするための決め事）の徹底と、自らが避難行動を起こす勇気を持つ

ための意識改革が最も重要であるという教訓を市民と行政が共有し、実践していかなければならない。

危険が迫りつつあること、避難情報が発令されていること、命を守るための避難行動をとる必要があ

ることなどの重要な情報は、前述の《課題にどのように対応したか》でも触れたように、防災行政無線、

防災メール、支部要員や消防団による呼びかけ、自治会長をはじめとした地域住民による相互の呼びか

けなど、多様な媒体を活用して行われた。

いくら行政が災害対応について、適切なタイミングで的確な情報を発信しても、その情報が市民一人

ひとりに伝わらなければ意味が無い。そういう意味で、情報を伝える媒体は重要であり、災害後の多く

の検証の中で、情報を伝える媒体として、各戸に設置されている防災行政無線の効果が大きかったと言

われている。

当市の場合は、雨域が長時間停滞していたため、土砂災害警戒情報の発表前から、ある程度の状況把

握ができたこと、また、実況による基準超過から災害発生までのリードタイムが長かった（２時間40

分）ことが、結果的に功を奏し、災害が発生するまでに避難情報を発令する時間が確保できたと考えら

れる。

現在、防災行政無線の新しいシステムへ改修を進めているが、その過程で、たびたびトラブルが起こっ

ている。この豪雨災害で有効性が確認されただけに、いざという時に確実に機能していくよう、厳しい

目で整備していくとともに、そのシステムを使いこなすためのスキルが重要である。

あわせて５年前の豪雨災害で実際の避難行動に移すきっかけになったものとして、消防団や自治会長

からの直接の呼びかけを挙げる人も多かったことが報告されている。こうした情報伝達の媒体の特徴、

有効性を十分に理解し、活用することの重要性を学んだ。

未明の通報に基づく曖昧な情報で自衛隊派遣に至った経過から、当市としても「本市の防災力では対

応できない大規模災害」の定義をある程度定めておく必要もあると考える。

また、派遣に至ったとしても実際の救助などの活動までには相当の時間を要することも今回で把握で

きたことから、自衛隊派遣までの間、当市の防災力でできうる最大限の暫定的な対応も必要となる。

自衛隊の派遣要請時は、災害が収束した状況でない場合が想定されるため、現地調査も容易でないこ

とが分かる。

自衛隊派遣に必要な災害状況（情報）の把握をどの程度まで確認すべきかを平常時に確認しておく必

要がある。

土砂災害による救出活動においては、消防（消防本部、消防団）、警察（県警機動隊）、自衛隊などが

同一現場での活動となるため、各機関、組織の指揮者が現場においてそれぞれの役割分担を調整し、迅

速な救出のための連携した活動が求められる。

【避難情報伝達ツールの有効性】

【自衛隊出動の要請についての事前のシミュレーション】
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市島地域と氷上地域の境界の五台山を中心とした局所において、多いところで１時間に約100㎜、３時

間で約200㎜、24時間で400㎜超の豪雨により256ヵ所の林地崩壊、推計50万�に及ぶ大量の土砂と流木

が流出、山裾の住宅や農地に大きな被害を与えた。市域のおおよそ１割の市島地域竹田地区、前山地区、

美和地区、氷上地域幸世地区の市内４地区に被害が集中、中でも市島地域で人的被害、家屋被害など各

被害が集中した。

通常は本庁舎（氷上地域）に災害対策本部を設け、総指揮を執るものであるが、被害が集中した市島

地域は本庁舎から遠く離れ、災害応急対策、復旧において場所的アンマッチが生まれていた。政策決定

を行う市長（本部長）部門と、全体を調整し、国、県、他自治体などとの渉外を担う総務部門は本庁舎

にあったものの、建設、農林、商工、福祉などの部門は春日庁舎に、水道部は柏原支所、教育部は山南

支所に分散していた。また、被害が集中した市島支部は災害対応で手一杯であった。

被害が集中した被災地と、災害応急対策、復旧部門が被災地から離れているという組織体制の下で、

災害現場の課題やニーズを的確に把握し、関係部署間の調整を行い、適切で効率的な政策決定をしてい

かなければならない。特に、国の災害査定が迫る中、時間との勝負で災害復旧事務、事業を進めなけれ

ばならないという課題があった。

上記のような課題を解決するため、災害発生から４日後の８月20日に現地災害対策本部が市島支所内

に設置された。本部の構成は副市長を本部長に、部長職（本部長代理）１人、課長職３人、係長職１人

の構成で、設置の目的、本部の運営、期待する効果は概ね次のようなものであった。

・施策決定を行う上で最も重要となる被災地現場の実態とニーズ、住民要望を迅速、的確に把握する。

・復旧・復興にかかる施策は、概ね現場で決定できる権限を持たせて、効率的で効果的な施策展開を

行う。

・道路、河川、農地、林地崩壊・がけ崩れの復旧、保健・医療・福祉、住まいなどの課題への連携し

た対応、県と市の施策調整など、多様な施策、主体間の有効な連携、調整を図る。

・被災現場に行政機能を配置し、力強く指揮を振ることで、被災者に力強いメッセージを送る。

・被災地で新たな課題、問題が発生したときにも臨機応変に対応できるよう、順番で泊り込む体制を

取るとともに、災害対策本部各班の活動とリンクするように現地災害対策本部の課長職３人の役割

分担をした。

現地災害対策本部の立ち上げ

何が課題であったか

【局所集中豪雨により被害が集中】

【被災地と復旧部門との場所的アンマッチ】

課題にどのように対応したか

【現場指揮システムとしての現地災害対策本部の立ち上げ】
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現地災害対策本部は災害応急対策が概ね完了し、再度災害の発生する危険が解消したと認められ、ま

た、災害による断水が解消することをもって９月16日に廃止され、翌17日には復興推進部が新設された。

兵庫県からは現地災害対策本部設置直後から、災害、危機管理の経験豊富な職員を１～２週間単位で

派遣いただき、連携した応急対策、復旧に成果をもたらし、その後の県内初の県・市連携復旧計画にス

ムーズにつながった。

なお、現地災害対策本部と市島支部による被害状況の把握、災害土砂の撤去を主とした現地での災害

応急対策にかかる体制、一連の対応経過は下図の通りである。

現地災害対策本部「応急復旧体制」
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月日 事案・対応

８月17日 災害救助法の適用が決定される。16時井戸県知事、谷復興副大臣災害現地視察

18日 兵庫県内各自治体から支援を受ける。内閣府西村副大臣災害現地視察

19日 市社協が災害ボランティアセンターを設置

被災者生活再建支援法の適用が決定される

20日
現地災害対策本部を設置。災害救援物資センターを設置。被災家屋の認定調査開始
「被災者生活支援のしおり」配布

23日 被災者総合相談窓口開設

25日 豪雨災害義援金受付開始

26日
国道の迂回措置として舞鶴若狭自動車道福知山ＩＣ～春日ＩＣ間無料通行措置（10
月11日まで）

27日 ＪＲ福知山線の運転を再開

９月10日 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律適用

避難所を閉鎖

16日 現地災害対策本部解散

17日 豪雨災害による断水が解除。復興推進部を新設

一連の対応経過

現地災害対策本部の様子
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現場指揮システム（インシデント・コマンド・システム）はあらゆる緊急事態対応で使用されており、

最初に現場に到着した部隊の指揮官が現場指揮官の役割を負うが、現地災害対策本部はこのシステムに

当てはまるものであった。被災現場の一番近いところで一元的な対応が可能なことにより、被災者、被

災地の課題に臨機応変、即地即応することの重要性を学んだ。

○臨機応変

・現地災害対策本部に市主要部、県、丹波市建設業協会が構えることで、刻々と変わる被災地の課題

に迅速かつ機能的に対応できた。

・地域防災計画にはなかった災害残土仮置場を確保する土地対策班、被災集落ごとに情報収集を行う

現地情報収集班、建設業協会の重機と共に被災集落内の障害物撤去を行う集落担当班を新たに設け、

対応にあたったことで、応急復旧が飛躍的に進んだ。

・日本赤十字社の被災者生活家電セット寄贈事業が受けられなかったため、みなし仮設住宅入居者へ、

市内企業などの協賛を得て現地災害対策本部が取りまとめ、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電

子レンジ、電気ポットの６点を配付した。

○即地即応

・現地災害対策本部において総合相談窓口を開設するなど被災者ニーズの把握を迅速に行い、支援施

策決定につなげた。

・同一校区にとどまり、通学したい避難者の家族要望に応え、被災地小学校区での雇用促進住宅（厚

生労働省所管）を借上げ、みなし仮設住宅とすることを現地災害対策本部主導で行った。

・林地崩壊に対応する砂防えん堤、治山ダム、農地･農業用施設復旧について、地元あるいは本人にか

かる負担を大きく軽減する施策を現地災害対策本部主導で立案した。

・国道175号八日市橋落橋の仮設迂回路（道路延長200ｍ、 幅8.5ｍ）を設けるにあたり、現地災害対

策本部が地権者に協力をお願いしたことで、被災後55日間で用地交渉～工事～供用開始へとつながっ

た。

※「即地即応」は室﨑益輝兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科科長・教授（丹波市復興プラン推進

委員長）が提唱されたものです。

教訓として何を学んだか

【臨機応変、即地即応※】
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避難所の設置については、災害対策本部から各支部に指示を行い、各地域にある住民センターや小学

校の体育館、コミュニティセンターといった、市指定施設に避難所を設置していたが、当市の面積は広

く、気象状況も異なる中、加えて、浸水や土砂災害の影響を受ける避難所もあることから、適切な時期

に適切な場所という点を考慮して安全な避難所を設置することが必要であった。

今回の豪雨災害で特に被害が甚大であった市島地域では、16日午前中から降り出した雨は、午後６時

には降水量が80㎜に達したが、午後６時26分には警報が一時解除されるという、気象の変化を見通しに

くい状況であった。

また、深夜に入ると災害現場にいる情報収集班や防災活動班（消防団員）らは、現場での対応に追わ

れたため、支部への連絡が入れられず、また、地元からの被害状況の電話が殺到したことで、正確な道

路や河川の情報、被災状況が十分入手できなかったため、避難所周辺や避難所までのルートの安全確認

ができない状況で、しかも雨が激しく降りしきる中で職員自身も道路の冠水などで危険にさらされるこ

ととなった。

このように気象の変化を予測しにくく、現場の状況についての情報が入手しづらい中で、安全を最優

先に適切な時期に避難所の開設を判断しなければならないという課題に直面していた。

従来の避難所は、台風シーズンの風水害に備えて、前もって避難者が避難の準備をして来所し、概ね

一泊程度の一時的な避難がほとんどで、避難情報の解除となった時点で避難所を閉鎖しており、土砂や

流水にさらされた被災者への対応も想定していなかった。

ところが、今回の豪雨災害では、その被害の大きさから、長期の避難所開設を念頭において、運営を

始めなければならなかった。

被災直後の初動時における指定避難所の運営は、支部の救護班が担うこととなるが、避難生活が２～

３日間程度にわたる場合の避難施設として位置づけられており、職員配備体制も限定的であるため、開

設直後から長時間にわたる従事で、疲弊する職員も出てきており、初期の応援体制の確立が急務であっ

た。

本来、避難所として果たすべき機能としては、安全の確保、食料・生活物資などの提供、生活場所の

提供、健康の確保、衛生環境の提供、情報提供・交換・収集、コミュニティの維持・形成などといった

役割があるが、前山コミュニティセンター避難所では、土石流で押し流された家から、ずぶ濡れで避難

してこられた親子に必要なタオル、衣類などを提供することすらできなかった。

丹波市地域防災計画では、避難所の開設や初期運営手順を明記しており、支部体制の中で開設、初動

期の運営を行っていた。しかし、今回の災害は被害が甚大であり、予想以上の対応が必要であったこと

から、大きな被害による避難所生活の長期化を想定し、支部体制から本部の班体制へ移行後の運営も含

めたより具体的な避難所運営マニュアルが必要であった。

このように、長期の避難所を開設した経験やノウハウを持たず、また、長期開設を想定した職員体制

や資材が整わない中で、避難している被災者にできる限りストレスを感じさせない避難生活をいかに提

供していくかが、大きな課題であった。

避難所運営

何が課題であったか

【避難所開設の適切な時期と場所の判断の難しさ】

【過去に経験したことのない長期の避難所の運営】
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住民の身近な避難先として、自治公民館などが開放されて、自主的な避難所として開設される場合が

ある。コミュニティの維持という観点からも、自治会で自主的に運営される避難所は、有効な避難先と

いえるが、その実態を全て把握することができていなかった。

前山地区においては、前山小学校が被災したため、前山コミュニティセンターを指定避難所として開

設したが、このほかにも、自主避難所として鴨阪、尾端、下鴨阪公民館が開設されているという情報を

把握していなかった。本来、一時避難所として開設された自主避難所への避難が長期化する場合、避難

所を集約するが、結果的に、コミュニティが形成されている自治公民館を、市指定の避難所に準じる避

難所として、長期にわたり取り扱うこととなった。

自主避難所からは、停電や断水のため、食事の提供や洗濯機・乾燥機の設置、ごみの回収などといっ

たさまざまな要望が出されたが、緊急性があるのか、被災地・者にとって必要な支援であるかの見極め

が困難であった。

県の指導では、避難者が一定人数を超える自主避難所には、職員を配置する必要があったが、人員を

配置できる余裕はなかった。

このように、自治組織などが自主的に開設し、運営する避難所は有効であると認識しつつも、こうし

た自主避難所が長期にわたり開設されることを想定しておらず、これらに対してどのように対応してい

くかが課題であった。

市島地域では、降り続く雨脚が衰えることはなく、さらに激しさを増してきたため、17日午前０時ご

ろには、支部の判断で救護班職員に召集をかけた。夜間のしかも雨が激しく降る中での移動は、危険を

伴い、時間を要したが、市島支部要員や消防団からの現場の緊迫感を伝える要請を踏まえて、ライフピ

アいちじま避難所の午前１時30分開設をはじめ、順次、指定避難所を開設していった。

しかし、午前３時には時間雨量91㎜を記録し、大気が非常に不安定で稲光が青白い光を放つ中、被害

が甚大であった前山コミュニティセンター避難所では、建物の横を流れる牛谷川の氾濫により床下まで

浸水し、敷地内にも泥水が流れ込み、安全といえる状況ではなかったが、一晩中、職員が川の監視を行

いながら継続して避難所を運営した。

指定避難所は、避難生活が２～３日程度にわたる場合の避難施設として位置づけられており、長期に

わたる開設が必要となることも踏まえて、前山コミュニティセンター避難所を閉鎖し、８月23日からは、

安全かつ設備の整ったライフピアいちじまへ集約した。

福祉避難所としての機能を持つライフピアいちじま避難所では、空調設備はもちろんのこと和室、調

理室などの設備も整っており、被災者に安全で安心な場を提供することができた。

被害が甚大であった前山地区の前山コミュニティセンター避難所では、泥にまみれて着の身着のまま

避難してこられた被災者へ提供する衣類などの備蓄が無かったため、避難者や職員から必要なタオル、

衣類などを提供してもらうことで対応したが、少なくともタオル類、着替えなどは、支部に備えておく

べきであった。

【自治組織などによる自主避難所の開設への対応】

課題にどのように対応したか

【避難所の開設時期と場所】

【避難所の長期的な運営に向けたさまざまな対応】
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一方、福祉避難所のライフピアいちじまには、和室や調理室などもあり、洗濯機や乾燥機などの生活

備品も設置したことにより、遠方からのボランティアの方が利用されることもあった。

また、日本赤十字社や民間企業から、段ボールベッドや間仕切りを提供して頂き、プライバシーも確

保され、健康にも配慮できることから、高齢者をはじめ、女性や子どもの避難者が各地域から多く避難

してこられた。

災害発生直後の食事については、市が備蓄している非常食を提供せず、市島学校給食センターからお

にぎりの配食を行った。19日ごろからは、町内の仕出し屋などにお弁当を発注し、資材調達班の協力を

得ながら、避難所閉鎖までの間、自主避難所へも配食することとしたが、配食の範囲や期間、経費につ

いては十分に検討する必要があった。

また、市島地域における初動時の避難所運営については、市島支部の救護班が担っていた。災害発生

後４日目には被災していない他支部の応援もあり、８月22日以降は、市災害対策本部を班体制へ移行し、

実用的な避難所運営マニュアルを作成した上で、３班体制で終日運営することにより、引き継ぎも確実

に行うことができるようになった。

今回の豪雨災害では、被災地域が限定的で、しかも同じ地区内でも被害状況は大きく異なり、地域内

のコンビニやスーパーマーケットなども普通に営業しており、被災者が食料品や生活用品を買い求める

ことは容易であったため、被災者間でも避難所の利用の仕方に大きな違いがあった。

閉鎖時期については、一人暮らしの高齢者の行き先の決定に時間を要し、最後の避難者が県営住宅へ

入居された９月10日をもって、８月17日から25日間にわたり開設した避難所を閉鎖することとなった。

この間、市指定避難所７ヵ所、自主避難所６ヵ所が開設され、延べ避難者数は1,001人にのぼった。

今回の避難所運営において、各避難所と本部、支部の間で飲料水などの救援物資提供の申し出やボラ

ンティアの炊き出し情報が共有されず、避難所への配食の調整ができなかったこと、避難所へ犬や猫を

連れて来られる方やその相談への対応など、新たな課題も浮き彫りとなった。

美和地区においては、早々に自治振興会が指定避難所である美和コミュニティセンターを、乙河内自

治会が自治公民館をそれぞれ自主避難所として開設されていた。

従来から、市が防災行政無線で指定避難所の開設を発表した時点で、自治公民館を自主避難所として

開設される自治会は多数存在するが、開設したとの報告は少ないのが現状で、当時どれだけの自主避難

所が開設されていたか定かではないが、把握しているだけでも８月18日から９月５日までの19日間で計

６ヵ所、延べ429人の避難者がいた。

特に、被災地区にある鴨阪、尾端、下鴨阪公民館の自主避難所へは、災害発生直後から市指定避難所

と同様に、市島学校給食センターからおにぎりの配食を行い、19日ごろからは、町内の仕出し屋などに

お弁当を発注し、資材調達班の協力を得ながら、８月18日から31日までの14日間にわたり、配食を行っ

た。

また、被災者宅では、暑い中での土砂撤去作業が大きな負担となっており、自治会からの要望により、

自主避難所に洗濯機や乾燥機などの家電製品を設置して、市指定避難所と同等に扱うこととし、住民の

ニーズもあり長期にわたり開設することとなった。

このように、自治組織などが自主的に開設する避難所が長期にわたり運営される場合の支援や対応に

ついては、あらかじめルール化したものはなかったが、被災者の避難生活をできる限りストレスのない

ものにするという観点から柔軟に対応することができた。

【自治組織などによる自主避難所の開設】
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これまでの避難所設置は、災害対策本部からの指示に従い、各支部で市指定避難所を設置していた。

しかし、今回の豪雨災害では、市島地域、氷上地域を中心とした局所的な集中豪雨によって、被災地域

が限定的であったことや、災害対策本部と各支部との情報共有が十分に図れなかったことにより、その

状況下でできる限りの努力はしたものの、必ずしも早い時期に、適切な場所に避難所を設置することが

できたとはいえなかった。

当市のように広大な面積で、気象状況も異なる中では、市民からの通報や職員、消防団員による巡回

情報などをもとに、安全確認を行ったうえで、地域ごとに早期の避難所の開設や避難誘導を行うことが

重要であることを学んだ。

初動の支部体制による避難所運営の際は、早期に班体制へ移行し、避難所運営マニュアルに基づいて、

共同生活の場として秩序を保ち、食料や必要な物資の配布、災害情報や支援情報などが得られることが

必要である。特に避難所運営が長期にわたる場合も想定した避難所運営マニュアルの見直しや職員体制

の検討が必要である。

食事の提供にあたっても、市が備蓄している非常食（アルファ化米）を活用することは勿論であるが、

それ以外の食事を提供する場合は、災害救助法の適用基準（単価など）に基づいた配食を行うこととす

る。

また、避難所の運営に関する市の窓口を一本化することで、地域間の応援体制を効率的に行うことが

できる。

これまで自主避難所の開設状況については、十分に把握を行っていなかったが、避難者への支援が公

平に行きわたるように、開設時点でその旨、支部に報告されるよう徹底する必要がある。

また、自主避難所は一時的なものとし、災害の状況が判明し安全が確認できた時点で、避難所の集約

に向けて地元と調整を行い、自治会などの要望を受ける窓口は、混乱を避けるため一本化を図る必要が

ある。

食事の提供にあたっても、市指定避難所と同様に、まず、備蓄している非常食（アルファ化米）を活

用することを優先するが、配食する範囲や期間については、今後も十分に検討する必要がある。

この外に、今回の豪雨災害では、自治会に加入していない被災者を自主避難所に受け入れることの難

しさといった課題も浮き彫りとなり、支援が行きわたらない在宅の被災者への食事などの提供も含めて、

対応を考えておく必要があることなどを教訓として学んだ。

教訓として何を学んだか

【早い時期に、適切な場所に避難所を開設する】

【避難所での安心の確保】

【自治組織などによる自主避難所の位置づけ】
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月日
開設日時 閉鎖日時

8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31

避難所名／曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

ライフピアいちじま H26.8.17/1 : 30 H26.9.10/17 : 00 58 48 12 9 4 20 17 38 38 14 13 13 13 14 14

前 山 コ ミ セ ン H26.8.17/1 : 30 H26.8.22/18 : 30 51 12 4 5 5 5 － － － － － － － － －

スポーツピアいちじま

H26.8.17/1 : 30

H26.8.22/17 : 30

H26.8.24/21 : 10

H26.9.5/1 : 10

H26.9.6/16 : 45

H26.8.17/22 : 00

H26.8.22/20 : 30

H26.8.25/1 : 00

H26.9.5/7 : 05

H26.9.6/22 : 00

0 － － － － 0 － 0 0 － － － － － －

市島農村環境改善センター H26.8.17/1 : 50 H26.9.17/12 : 00 0 － － － － － － － － － － － － － －

鴨 庄 コ ミ セ ン H26.8.17/2 : 30 H26.8.17/17 : 00 0 － － － － － － － － － － － － － －

三 輪 小 学 校 H26.8.17/2 : 30 H26.9.17/17 : 00 63 － － － － － － － － － － － － － －

美 和 コ ミ セ ン
H26.8.17/2 : 30

H26.9.5/1 : 55

H26.8.17/20 : 30

H26.9.5/8 : 00
0 － － － － － － － － － － － － － －

鴨 阪 公 民 館 H26.8.18/8 : 00 H26.8.31/17 : 00 － 32 32 32 32 32 32 32 32 13 13 13 13 13 13

尾 端 公 民 館
H26.8.18/8 : 00

H26.8.22/11 : 20
H26.8.18/17 : 00 － 3 － － － 0 － － － － － － － － －

乙 河 内 公 民 館 H26.8.18/8 : 00 H26.8.18/17 : 00 6 6 1 1 － － － － － － － － － －

下 鴨 阪 公 民 館 H26.8.20/8 : 00 H26.8.31/17 : 00 － － － 3 12 15 7 7 7 3 3 3 3 3 3

愛 育 館
H26.8.22/17 : 30

H26.8.24/14 : 00

H26.8.22/20 : 30

H26.8.25/1 : 00
－ － － － － 0 － 0 0 － － － － － －

徳尾三部落 公 民 館 H26.9.5/2 : 00 H26.9.5/8 : 00 － － － － － － － － － － － － － － －

計 172 101 54 50 54 72 56 77 77 30 29 29 29 30 30

月日
開設日時 閉鎖日時

9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 計

（延べ）避難所名／曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

ライフピアいちじま H26.8.17/1 : 30 H26.9.10/17 : 00 12 9 7 7 40 10 6 4 4 3 0 427

前 山 コ ミ セ ン H26.8.17/1 : 30 H26.8.22/18 : 30 － － － － － － － － － － － 82

スポーツピアいちじま

H26.8.17/1 : 30

H26.8.22/17 : 30

H26.8.24/21 : 10

H26.9.5/1 : 10

H26.9.6/16 : 45

H26.8.17/22 : 00

H26.8.22/20 : 30

H26.8.25/1 : 00

H26.9.5/7 : 05

H26.9.6/22 : 00

－ － － － 0 0 － － － － － 0

市島農村環境改善センター H26.8.17/1 : 50 H26.9.17/12 : 00 － － － － － － － － － － － 0

鴨 庄 コ ミ セ ン H26.8.17/2 : 30 H26.8.17/17 : 00 － － － － － － － － － － － 0

三 輪 小 学 校 H26.8.17/2 : 30 H26.9.17/17 : 00 － － － － － － － － － － － 63

美 和 コ ミ セ ン
H26.8.17/2 : 30

H26.9.5/1 : 55

H26.8.17/20 : 30

H26.9.5/8 : 00
－ － － － 0 － － － － － － 0

鴨 阪 公 民 館 H26.8.18/8 : 00 H26.8.31/17 : 00 － － － － 3 － － － － － － 337

尾 端 公 民 館
H26.8.18/8 : 00

H26.8.22/11 : 20
H26.8.18/17 : 00 － － － － － － － － － － － 3

乙 河 内 公 民 館 H26.8.18/8 : 00 H26.8.18/17 : 00 － － － － － － － － － － － 14

下 鴨 阪 公 民 館 H26.8.20/8 : 00 H26.8.31/17 : 00 － － － － － － － － － － － 69

愛 育 館
H26.8.22/17 : 30

H26.8.24/14 : 00

H26.8.22/20 : 30

H26.8.25/1 : 00
－ － － － － － － － － － － 0

徳尾三部落 公 民 館 H26.9.5/2 : 00 H26.9.5/8 : 00 － － － － 6 － － － － － － 6

計 12 9 7 7 49 10 6 4 4 3 0 1,001

丹波市豪雨災害にかかる避難所開設状況及び避難者数の推移（市島地域避難所別）

（単位：人）
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当市にとって、かつてない大規模な災害の発生で、全壊、半壊、一部損壊、床上、床下浸水など住宅

被害は1,000棟を超えた。市島地域においては、土砂崩れによる道路の通行止め、浄水場の壊滅的被害な

どによる断水、電気、電話などのライフラインは壊滅的であった。13ヵ所の避難所には、当初172人と多

くの避難者が詰めかけ、被災者は茫然自失の状態であり、まずは、水や食料品など必要最低限の救援物

資を早急に届ける必要があった。

被災者の救援物資へのニーズは災害発生直後から刻々と変化し、被災者のニーズに合致しない救援物

資が余剰支援物資となり、保管場所確保や、在庫管理が困難になる恐れがあった。

また、避難所には救援物資が充分に届けられるが、在宅で復旧されている世帯や、さらに、被害の大

きかった地域以外の被災者に救援物資の情報が届きにくいことが課題であった。

一つのダンボール箱に救援物資が少数の単位で

混載されており、仕分け作業が煩雑化していた。

また、古着や消費期限が短いなど不適切な救援

物資も見られ、処分を迫られるものもあった。

救援物資管理班は、少人数の部で組織されてお

り、職員の配置に苦労することとなった。救援物

資の受け付け、仕分け、各所への配送、救援物資

の引き渡し、データ管理、電話照会への対応など

救援物資センターの業務は多忙を極め、当センター

を職員のみで運営することは困難であった。

救援物資

何が課題であったか

【救援物資を早急に届ける必要性】

【変化する救援物資のニーズ把握ときめ細かな情報発信の難しさ】

【救援物資の管理と供給方法】

数多く届く救援物資

【救援物資の管理などを担当する職員の確保】

救援物資の仕分けの様子
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救援物資を必要とする人に、必要とするモノを、必要な量だけ効率的に配送するためには、「救援物資

センター」が必要との判断のもと、災害現場に近い市島農村環境改善センターで「救援物資センター」

を開設したのは、災害の発生から４日後の８月20日であった。職員の配置計画とマニュアルや救援物資

の分類表と受け付け表を作成し、パソコンを配置しデータ管理を行うこととした。すでに多方面から水

や栄養飲料水、タオル、古新聞紙などの救援物資が届いており、すぐさま避難所への配送を始めた。

被災直後は、水や栄養飲料水、紙皿・コップ、

箸、タオル、ティッシュペーパー、食料品のニー

ズが高く、暑い夏であったので熱中症対策として

ボランティア用の飲料水も多量に必要であった。

被災直後のニーズは、救援物資で充足していたが、

断水が解消されると水などのニーズが低くなり、

代わりにほうき、バケツ、ホースや洗剤などの掃

除用具のニーズへと変化していった。センターの

受け付けでは、常に被災者からの聞き取りでニー

ズの把握に努めた。市ホームページでは、被災者

が閲覧できるよう、保有している救援物資の種類

と数量を毎日更新するとともに、救援物資の提供を検討している支援者には、ニーズの高い物資名を掲

載し、マッチングに向けてできる限り具体的な情報発信に努めた。

救援物資の受け入れは、４部屋を①衣類 ②生

活用品 ③食料品 ④資材などの４分類とし、各

部屋の中でさらに細分化し、整理しやすく探しや

すい管理を行った。受け入れ表と搬出表を記載し、

データ管理を行い、救援物資センターに保有して

いる物資の種類と数量の把握を行った。救援物資

の受け付けは、各支所でも行い、救援物資センター

へ搬入し、集約した。

救援物資の配送は、初期には避難所を中心に行

い、避難所以外の世帯には、自治会長を通じて要

望のあった物資を「前山コミュニティセンター」

など拠点施設に配送した。加えて避難所以外の世帯に救援物資が届かない現状から、トラックに救援物

資を積み込み、地域内を巡回し、各家庭のニーズを聞きながら救援物資を届けることも試みた。

次第に、被災地域のコミュニティセンターが救援物資センターのサテライトとしての機能を果たすよ

うになり、職員２人を配置し救援物資センターと物資のやりとりを行うこととなった。その後、各公民

館や地域の喫茶店などが拠点としての役割を果たすようになり、よりきめ細かな配送体制が整った。

課題にどのように対応したか

【救援物資センターの早期立ち上げ】

【適切な救援物資のニーズ把握とマッチングのための具体的な情報発信】

救援物資の在庫状況の知らせ

【救援物資のきめ細かな管理と多様な供給方法の工夫】

救援物資を求める被災者
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また、救援物資のうち衣類や下着などはサイズや好みが人それぞれに違い、被災者のニーズに合わせ

て届けることが困難なことから、ライフピアいちじまに衣類や下着、靴などを一堂に集めた配布会場を

開設し、ボランティアを要請し、被災者の話を伺いながらゆっくり選べる取り組みも行った。

センターの体制は、職員６人とボランティア５人程度で日々運営を行った。救援物資班は、少人数の

部署の集合体で職員配置には最後まで苦慮することとなったが、ボランティアの支援は大きいものがあっ

た。

丹波市商工会女性部は、開設時から毎日順番でボランティアに参加してもらった。その後も、春日地
むつみ

域睦会、エコの会、丹波地区更正保護女性会の各団体からも参加してもらった。

そのころ、フェイスブックで災害支援ネットワークのグループが立ち上がり、救援物資センターのボ

ランティアもフェイスブック上で参加意向を表明したり、さらには写真を添付して次の支援者に引き継

ぐなど、自発的にボランティアの輪が広がり、多くのボランティアの支援があった。

救援物資のニーズは時間の経過と共に変化し、後半は、スコップ、ほうき、除湿剤など市で購入した

物品を救援物資として提供し始め、時間が経つにつれ救援物資と被災者のニーズの隔たりが大きくなり、

余剰になる恐れも出てきた。全国からの温かい支援を無駄にすることがないように、救援物資の受け付

け終了を８月31日とした。受け付け終了後もしばらくは温かい支援が続き、救援物資センターは保有す

る救援物資の配送に努め、災害発生から１ヵ月後の９月16日、丹波市社会福祉協議会のボランティアセ

ンターに業務を引き継いだ。

災害の状況によって被災者のニーズは違うが、今回、当市からの救援物資の声かけは、「未使用のもの」

という限定はしたものの、物資の種類は限定しなかった。中には、古着やニーズに合わないものも見受

けられた。

同時期に発生した災害の被災地では、受け入れる救援物資を限定している自治体もあった。支援を受

ける側として、支援を無駄にしないという観点から、早期の判断が必要であると感じた。

救援物資のうち衣類や下着などはサイズや好みが人それぞれに違い、救援物資をそれぞれの被災者の

ニーズに合わせて届けることは困難なため、ライフピアいちじまに衣類や下着、靴などを一堂に集めた

配布会場を開設し、約80人の被災者に直接選べるような取り組みを行った。

ボランティアにも手伝っていただき、被災者の話を伺いながらゆっくり選んでいただくことができた。

被災者が、「今日初めて泣くことができた。これまで泣く余裕さえ無かった」と話されたことが印象に残っ

ている。ボランティアによる被災者目線での仕分けなど、被災者の気持ちに寄り添うことの大切さを実

感した。

【ボランティアの確保】

【救援物資の受け入れ種類と受け付け終了】

教訓として何を学んだか

【救援物資としてどのような物資を受け入れるかを早期に決定する】

【被災者の心に寄り添うこと】
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大阪府立大学客員研究員に、ボランティアで救

援物資センターに継続的に関わり続けていただい

た。経験豊富な研究員から多くの知恵と工夫を学

ぶことができた。

住居が全壊し公営住宅に仮入居される世帯のた

めに、救援物資の中から箸、紙皿、紙コップ、タ

オル、歯ブラシ、ティッシュペーパーなどを「生

活用品一式」として箱詰めし、公営住宅に入居さ

れる際に提供し、余剰となる恐れのあるタオルな

どは新品のものを同規格のダンボール箱に梱包し、

備蓄用とした。同規格のダンボールに梱包するこ

とで積み上げが容易になること、ボランティアの力を借りることができる間に実施しておくことが必要

であることなど、研究員から多くのことを学んだ。

善意の寄付の中にも不適切な物資があったのも事実である。

悪意がないとはいえ、古着や消費期限が短いなど不適切な救援物資の処分作業は被災地にとって二重

負担になったことから、受け入れ側の気持ちを考えた使用可能、備蓄可能なものをダンボールなどに梱

包し、いつでも対応できるように準備した。

その結果、備蓄用として梱包したタオルなどは、平成27年９月に発生した関東・東北豪雨災害の支援

として宮城県大崎市へ送付することができた。全国から当市への温かい善意を、また、次の被災地へしっ

かりとつなぐことができた。

平成７年の阪神・淡路大震災以降、ボランティア

や支援の意識が高まり、災害時にはいち早く人的、

物的支援が行える環境が整いつつある。

一方で、受け入れ側にはそれだけのノウハウがな

く、救援物資センターなどでは救援物資が山積、滞

留し、仕分けの遅れが被災者支援の遅延につながる

恐れがあることから、その運営能力は重要であった。

今回のセンター運営では、正確な支援情報の配信、

適切な物資の仕分け、明確なボランティアの役割、

サテライト施設や避難所との物資調整などの内部統

制、ガバナンスが大きく働いたことから大きな混乱

もなく、スムーズにセンターの閉鎖を行うことがで

きた。

しかし、今後、大規模な災害に備え、救援物資に関して、どのような種類のものがどれくらい必要な

のか、それを必要とする人にどのようにして届けるかなども含めた受援計画の策定の必要性を感じたと

ころである。

【外部有識者からの支援（知恵と工夫）を学ぶ】

救援物資生活用品一式

【全国からの善意を次の支援につなぐ準備】

【スムーズな救援物資センターの運営を行うための受援計画の策定】

救援物資とともに、全国各地から届け
られたメッセージ
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従来から全国各地の被災地におけるボランティアの有効性は認識されてはいるものの、ニーズとシー

ズを調整することなく、多くのボランティアが被災地に一挙に入った場合の混乱を想定し、一定のニー

ズ把握を行った後でないと災害ボランティアセンターの開設を行っていなかった。

現に新潟県中越地震や東日本大震災においても被災地各地で災害ボランティアセンターが立ち上がっ

たのは、ボランティアの安全確保という面もあったが、災害発生から概ね10日以上経過してからであっ

た。

しかし、1,000件を超える住家被害が発生した丹波市豪雨災害では、被災者が一日も早い生活復興を進

めていくために、まずは家屋や家屋敷地に流入した大量の泥、土砂の撤去を応援する多くのボランティ

アが必要であり、また各地からも「応援に行きたいので窓口を紹介してほしい」という声もあり、ボラ

ンティアの募集からマッチング調整を行うことができる災害ボランティアセンターの開設が急がれた。

（※シーズとは…需要などの「ニーズ」に対し、供給する側が持つ独自の材料や素材、技術力や企画力な

どをさす）

平常時のボランティアセンターが行うコーディネートと災害時の災害ボランティアセンターが行うコー

ディネートの内容、方法は大きく異なっている。

災害ボランティアセンターでのコーディネートでは、限られた短い時間内で、大量のボランティアの

ニーズとシーズのマッチングを効率的に行う必要があった。また、ボランティアは必ずしも専門性や経

験のある方ばかりでなく、未経験者も多いことを想定する必要があった。

地域防災計画において、災害時のボランティアセンターは、丹波市社会福祉協議会が立ち上げ、運営

を行うこととなっているが、丹波市社会福祉協議会はこれまでに災害ボランティアセンター運営の経験

がなく、各地から支援の手を差し伸べられるボランティアの受け入れは、手探りの中で、難しい運営を

していかなければならなかった。

災害時のボランティアに対するニーズは、復旧の進み具合によって量や内容は徐々に変化してくる。

丹波市豪雨災害においても、当初は泥出し、土砂撤去がほとんどであったが、こうしたニーズがおよ

そ２週間を経過したあたりから減少に転じ、変わって田畑の流木の撤去、あるいはチェーンソーを使っ

た流木処理などの専門性の高い活動などに変わってきた。

また、ボランティアセンターの閉鎖時期を見極めることも難しい課題であった。ボランティアセンター

の閉鎖が被災地の復旧が完了したという誤ったメッセージにならないよう、慎重に、かつ丁寧な説明に

より進めていく必要があった。

ボランティアセンター

何が課題であったか

【早期のボランティアセンターの立ち上げ】

【ボランティアセンターの運営】

【変化するニーズへの柔軟な対応】
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災害ボランティアセンターは、災害発生の３日後の８月19日に丹波市社会福祉協議会によって開設し

た。

当初は、災害現場により近いところで開設することが効率的との判断から、センター本部を春日福祉

センター「ハートフルかすが」とし、サテライトセンターを市島支所横の農村環境改善センター及び駐

車場内の仮設テントとした。

このように災害から非常に短い期間でボランティアセンターを開設し、災害現場にボランティアを派

遣できたのは、従来の方式を採用しなかったためである。

従来は、ボランティアセンターが先に被災者の詳細なニーズ把握を行い、個別マッチングを行うこと

となるが、今回の災害では、ボランティアセンターは被災地区の各自治会長など（自治会役員を含む）

に被災者ニーズ確認及び必要とするボランティア人数の把握、さらに、被災地での個別のマッチングも

委ねるという方式を採用した。

これにより、従来、あらかじめ被災者のボランティアニーズの内容や量を詳細に把握することに要す

る時間と労力を大幅に縮減できた。

また、被災地でのコーディネートを経験した方の配置という体制整備も縮小できた。

平常時と災害時のボランティアセンターでは、ニーズの内容や量、マッチングの方法が大きく異なる

ことから、本来、災害時のコーディネートを経験した者を配置することが望ましいが、前述のように個

別のマッチングを各地区の自治会長などに委ねたことにより、ボランティアセンター側に必ずしも経験

豊かな者を配置しなければ運営に支障をきたすという事態にはならなかった。

また、開設当初から兵庫県社会福祉協議会が県内の市社会福祉協議会に働きかけ、全国各地の災害時

に災害ボランティアセンターの運営経験がある職員を派遣して、円滑な運営の支援を行ったほか、ＮＰ

Ｏ法人レスキューストックヤードや一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンターなどの全国各

地の災害時に活躍したＮＰＯや市民活動団体もボランティアセンターの運営に協力した。

さらに、市内のボランティアグループ「災害支援ボランティアネット『丹（まごころ）』」がボランティ

アセンターの内部運営のみならず、被災地の活動現場でも自治会長と共に多くのボランティアの指導、

助言、調整にあたり、円滑な運営に貢献した。

課題にどのように対応したか

【早期のボランティアセンターの立ち上げ】

ボランティア受付のようす

【ボランティアセンターの運営】
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ボランティアに求められるニーズの内容や量も徐々に変化していった。

災害発生から３週目ぐらいでは、住家や住家周辺の溝などの土砂の撤去が主なものであった。４週目

に入ると、土砂の撤去も終息し始め、代わって農地の大きな流木の撤去などが求められた。

こうしたことから、災害ボランティアセンターも災害復興支援ボランティアセンターと改称し、被災

地により近いところにボランティアセンターのサテライトを設置することで、きめ細かなニーズ把握と

対応を行うことを決めた。災害発生１ヵ月後の９月17日に、災害復興支援ボランティアセンターを開設

し、前山地区、美和地区、竹田地区の３ヵ所にサテライトセンターを設置した。

さらに、ボランティアセンターに届いていない潜在的なニーズ、例えば家の簡単な修繕、高齢者の話

し相手、買い物代行など被災者が想定していないボランティアニーズがないかどうかを把握するため、

２度にわたり大規模な被災地のニーズ調査を実施した。

こうしたきめ細かなニーズ把握を行ったうえで、災害復興支援ボランティアセンターを11月30日で閉

所し、社会福祉協議会が従来から設置しているボランティア・市民活動センターに機能を移行して、翌

年３月31日まで災害ボランティアの受け入れを行った。

結果的に８月19日から延べ１万8,000人を超える災害ボランティアの参加をもって活動を終了すること

ができた。

これまでは、被災者の細かなニーズを把握せずにボランティアを受け入れれば、被災地がかえって混

乱するという理由から、ボランティアセンターの開設には一定の期間を要していた。

しかし、今回の丹波市豪雨災害では、きめ細かな被災者ニーズとボランティアのマッチングは地元の

自治会長などに任せるという丹波市方式をとることにより、災害発生から３日目にはボランティアセン

ターを開設することができた。

当市のように自治組織が機能している地域では、こうしたマッチング方式が有効であることを周知す

ることが重要である。ただ、今回の災害においても、自治会に加入していない人の支援が遅れたという

ケースもあり、そうした被災者への配慮を今後の課題として検討する必要がある。

【変化するニーズへの柔軟な対応】

浸水した家屋から畳を運び出す
ボランティア

家屋に流入した土砂の撤去を行う
ボランティア

教訓として何を学んだか

【丹波市方式でできるだけ早くボランティアセンターの開設】
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今回の災害では、災害時のボランティアセンターの運営の仕方は、平常時のそれと大きく異なるが、

実際に災害が起こった場合は、県内あるいは近隣府県の社会福祉協議会で災害対応の経験が豊富な職員

の応援があり、また、全国から各地の災害対応を経験したＮＰＯなど市民活動団体も駆けつけて、円滑

な運営が展開されることを経験した。

ボランティアセンターの運営に対する不安を気にせず、一定の外の組織からの応援が確保できること

が明らかになった段階で速やかに開設することが重要である。

今回の災害では、大量の泥出しのニーズが一定終息すると次のニーズがなかなか出てこなくなった。

被災者の側に「どこまでボランティアに頼ってよいものか」という遠慮があったのではないかと推測

される。被災者自身でできることまでボランティアが取り上げる必要はないが、一日も早い復旧・復興

を進めていくためには、被災者にボランティアの応援を受けることに対する理解の浸透を図るとともに、

ボランティアセンターが中盤以降は、悉皆調査などによりきめ細かなニーズ把握を行うことが重要であ

ることを学んだ。

また、きめ細かなニーズ把握のためには、より災害現場に近い所にサテライトセンターを置くことが

効果的であることも学んだ。

個人のボランティアは、学生など若者も多く、ボランティアによる被災地支援は、被災現場での復旧

活動だけではなかった。復旧活動を終えた後、多くのボランティアが市内の各地で美味しい特産物を食

し、お土産を買って、経済へも貢献した。

さらに、１年後、２年後と幾度も被災地の復旧・復興の様子を気にかけ、当市に足を運んだ。

当市を訪れたボランティアは、丹波市の良き理解者であり、応援団でもある。豪雨災害を契機として

新たに結ばれた絆を大切にしていくことが今後の当市の発展にも大きな力となることを学んだ。

【外部組織からの応援によるボランティアセンターの運営】

【中盤以降のきめ細かなニーズ把握】

【ボランティアとのその後の絆】
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丹波市災害ボランティアセンターの連携
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今回の災害の最大の特徴は、線状降水帯の発達した雨雲が同一地域に長時間にわたり停滞し、それに

伴う雨量により、山林が保水しきれなくなり、土砂崩れが発生、流木を巻き込み家屋、道路、河川に流

れ込んだものであり、その被害は、局所的ではあるが大規模になった。

災害直後に行政が真っ先に取り組まなければいけないのは、住民の安全確保、二次災害防止である。

このため、本復旧は後に委ねるとし、まずは一日も早く、道路や閉塞した河川、家屋内に流れこんだ土

砂・流木の撤去などの応急復旧を急ぐ必要があった。

しかし、災害が夜間であったこともあり、また、大規模な林地崩壊が随所にあることから、被害の状

況、範囲、規模などの情報を把握するのに想定以上の時間を要し、作業体制の構築や土砂の処分地（仮

置場）の検討などに影響があった。

今回の災害では、道路で約60ヵ所、河川で約70ヵ所の被害があり、その全てを調査し、乙災害の採択

条件を満たす箇所を道路16ヵ所、橋梁１ヵ所、河川29ヵ所とした。

現地確認においては倒木や土砂崩れにより、なかなか現場に近づけず、被災箇所が多いため暗くなる

まで調査の時間を要し、危険を感じることもあった。

国の災害査定が11月初旬から始まることが決定し、逆算すると10月初旬までに査定設計書の作成が必

要となった。この短い期間で、しかも技術系職員の人数が不足する中で、いかに効率的に災害査定の準

備を進めるかが、大きな課題であった。

（※乙災害とは…公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に採択された市工事）

国道175号、176号は当市を南北に縦断し、南は大阪、神戸などの京阪神地域、北は兵庫県北部や日本

海側地域を結ぶ重要道路であり、災害時の緊急輸送路にも位置づけされた重要道路である。丹波市豪雨

道路･河川の復旧

何が課題であったか

【道路、河川、家屋内の土砂の迅速な撤去】

市道に堆積した土砂（谷上） 河道閉塞した徳尾川（谷上）

【乙災害の認定可能なものへの適切な対応】

【交通網の対応】
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災害では、特に市島地域で土砂崩れが発生し、前山

川に架かる八日市橋が大きく傾き落橋により通行不

能となる被害となった。近辺には迂回路の役割を果

たせる道路がなく、狭小な市道（生活道路）に車両

が流れ込み渋滞も発生し、危険な状態となった。ま

た、京都府との県境にある塩津峠でも大規模な土砂

崩れにより国道が通行止めとなった。

通行不能期間はＮＥＸＣＯ西日本（西日本高速道

路株式会社）の支援により舞鶴若狭自動車道の無料

通行措置が行われ、物流対策としての代替道路の役

割を果たした。施設の復旧工事、救援物資の輸送、

避難所への通行、ボランティアの受け入れ作業など現地支援や復旧・復興を優先に対応するために、一

日も早く車両の通行を可能にし、住民生活を確保することが課題であった。

集落内道路においても林地崩壊による流出土砂・流木の道路への堆積や河川に流れ込み閉塞を起こし、

溢れた水が道路を流れている状態が随所に見受けられ、これらの支障物を早急に取り除き、災害前の日

常生活を早急に取り戻す必要があった。

また、ＪＲ福知山線では線路に土砂が流れ込み、８月16日から篠山口駅～福知山駅間で終日運転を見

合わせることとなり、早期の復旧、運転再開が待たれた。

こ か べ

甚大な被害のあった前山、竹田地域で一級河川竹田川左岸に流れこむ主な市管理河川は堀壁川、岩倉
みずかみ

川、水上川、才田川の４河川があり、どの河川も集落内の人家連担部においては兵庫県砂防事業やほ場

整備事業において整備がなされていた。

この４河川では、溢水による家屋の浸水被害やＪＲ横断部の狭小による浸水被害も発生したことから、

災害復旧と同時に、今回の被災状況の検証を行い、通水断面の検討、改修など対策の計画を策定する必

要があった。ここで課題となったのが、４河川ともＪＲの横断部をどうするか、上流側の整備をどうす

るのか、下流部の水田地帯まで整備が必要なのかという費用対効果の問題であった。

（※人家連担部とは…人家が連なっている部分、状態）

集落内道路、河川の障害物撤去（土砂、流木）は、

被害状況が混とんとして把握できず、地理に詳しい

市島地域出身の職員、建設部の職員、地元自治会長、

丹波市建設産業関連団体協議会で地区別に班を構成

し、作業箇所の確認や対応を行った。

また、作業には災害対策本部から職員を派遣し、

箇所配置、現場指示、機材確保の調整を行い、現地

においても連日早朝から深夜まで休日返上で作業を

行った。

落橋により通行不能となった国道175号
八日市橋（前山川）

【ＪＲが横断する４河川の整備】

課題にどのように対応したか

【丹波市方式による道路、河川、家屋内の土砂の撤去】

地域住民による生活道路の土砂撤去作業
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自治会長からの情報に基づき、市道、河川の障害物撤去を進めながら、家屋内に流れ込んだ土砂、流

木の撤去を行った。特に宅内障害物撤去は、大型機械が進入できないため長期化し、困難な作業となっ

た。建物内については、市内外からの多数のボランティアの協力により土砂の掻き出しを行った。

土砂撤去については、ボランティアによるもののほか、撤去に費用がかかるものは、災害救助法によ

る撤去、都市災害復旧事業による撤去、法定外公共物補助の補助率嵩上げによる撤去など各種多様な事

業を活用し、早期の撤去に取り組むことができた。

今回の災害は、市内でも被災地域が集中していたため、職員を班分けし、現地調査を行った。

災害復旧に関する知識・経験が豊富な職員が中心となりリーダーシップを発揮し、細やかな現地調査

を行うことができた。

調査済箇所については、乙災害の認定基準と照合するほか、兵庫県、（公財）兵庫県まちづくり技術セ

ンター、農林施設災害などの市関係部署などと協議・調整を行い、できるだけ多くの箇所を乙災害申請

できるよう取り組むことができた。

また、査定設計書作成にかかる測量などについては、丹波市測量設計協会に業務を委託した。

当協会は、県災害・農林災害も受託しており、成果物の提出に時間を要することもあったが、請負業

者の努力もあり予定通り災害査定を受けることができ、その結果、道路災害16件・橋梁災害１件・河川

災害29件が乙災害としての認定を受けることができた。

国道175号迂回路については、兵庫県において検討

がなされた。八日市橋の架替には１年以上、仮橋で

も数ヵ月が必要であるとの結果から、早期に交通網

を整備するためには前山川右岸水田を災害土砂を利

用して埋め立て、県道までの区間の迂回路整備をす

ることが最も効果的、効率的であるとの方向性が示

された。

兵庫県が中心となり、市も協力して地権者・地元

に理解を得るための説明、資料提供、連絡調整を行

い、自治会長、住民の協力体制を構築して、早期実

【乙災害としての認定可能なものへの適切な対応】

【交通網の対応】

国道175号八日市橋の被災による迂回路整備

平成27年８月12日に開通した国道175号
八日市橋（前山川）
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現に向け努力した。

結果として、地権者、地元の同意、協力を得ることができ、10月11日には迂回路の工事が完了、供用

を開始し、復旧・復興に向けた活動の推進に寄与した。翌年８月12日には架替となった八日市橋が開通

し、現在に至っている。

ＪＲ福知山線の復旧、運転再開について、ＪＲ西日本福知山支社では復旧に時間を要し、運転再開ま

でには概ね10日程度かかるものと見込み、その間はＪＲ西日本により石生駅～福知山駅間で代行バスの

運行が行われた。

その後、迅速な復旧作業により篠山口駅～石生駅間は、８月19日の始発列車から、また石生駅～福知

山駅間は、８月27日の始発列車から運転が再開された。

被災箇所の現地確認については、市の限られた職員数で多くの箇所を確認し、また短期間で査定資料

を作成しなければならない課題を抱える中、兵庫県では豪雨災害により被災した丹波地域における復旧・

復興事業を迅速かつ着実に進めるため、本庁の災害復興室の下、平成26年９月１日付けで丹波県民局に

「丹波地域災害復興室」が設置された。また、同年10月１日付けで丹波地域災害復興室に、治山・砂防対

策をはじめとした土木・治山事業の密接な連携を図り、災害復旧事業を迅速かつ的確に実施し、復旧・

復興事業を着実に進めるため、丹波土木事務所及び丹波農林振興事務所それぞれの中に復興事業課が設

置された。以降、県・市連絡調整会議を開催し、災害全般に関する情報交換、情報共有を図り、災害復

旧業務に関して多くの指導、助言を受けた。

乙災害の認定にあたっては、復旧工法の検討はもちろん、乙災害申請の可否判断、河川の復旧に関し

ては、市管理河川と県管理河川との復旧断面の整合など、県と市の連携を密にして対応した。

また、橋梁災害の復旧に関しては、県と事前協議が必要であり、県の適切な指導により、乙災害の申

請をすることができた。

さらに、（公財）兵庫県まちづくり技術センターにも国の査定に向けた支援を要請し、災害関連河川改

修や復旧工法が重要構造物になるものを中心に技術的な支援を受けるとともに、事業採択へ向けた手順

や復旧工法の選定など今後に活かすべきことを多く学んだ。

こ か べ

４河川の検討結果は、堀壁川、岩倉川、才田川の３河川については、整備済の区間は一部で対策の必
みずかみ

要な箇所があるものの、ほぼ断面確保ができていた。水上川については全体的に断面が不足しており、

抜本的な改修の検討が必要であった。

当市としては、検討を重ねる中、人命、人家を守ることを最優先し、農地が冠水することは容認せざ

るを得ないとして堀壁川、岩倉川、才田川の３河川の一部対策が必要な箇所は年次計画的に整備を行い、

上下流部の未整備箇所は被災の大きかった箇所のみを整備した。水上川については断面が狭小であり、

近隣には、小学校、避難所などの重要施設もあるため準用河川に認定し、国庫補助事業を活用してＪＲ

を含んだ人家部の改修を計画、早期に実現することとした。

また、専門的な解析などが必要となるため、委託業者に検討を依頼した。

【乙災害認定に向けての県、まちづくり技術センターの応援】

【ＪＲが横断する４河川の整備】
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この土砂の撤去は、二次災害防止のためにも、また、一日も早い生活復興のためにも急がれるもので

あるが、一方で、道路・河川の復旧事業、都市災害復旧事業、災害救助法による復旧などの補助制度、

支援制度を熟知し、縦割り体制にとらわれない横断的な調整検討が必要であった。

これらを知らずに作業にとりかかると、後々に不要な経費の支出につながり、日ごろから災害復旧に

ついて、活用できる制度の熟知の必要性と細心かつ効率的な計画を被災初期に立案することの大切さを

痛感した。

そして、自治会長の協力のおかげで市道、河川、家屋内に流れこんだ土砂・流木の撤去は時間を要し

たものの、確実に進めることができた。改めて地元の協力に感謝するとともに、今回の豪雨災害の教訓

として、さまざまな災害にすべて対応するのは難しいが、市の防災体制への取り組みを再考する必要性

を感じた。

地域の幹線道路が長期にわたり通行不能となったとき、一日も早い完成をめざすには、仮設迂回路な

どの対応策の検討、計画を迅速に行い、県、市、地元がスクラムを組み、連携協力しあうことが大切で

ある。県による素早い計画立案もあり、市は地元調整を順調に行うことができた。

その背景として、幸い市島地域は県内でも早くほ場整備が行われ、加えて地籍調査事業が昭和60年代

に終了しており、土地の所在、境界が確定していたこと、不在地主についても、自治会が連絡先を把握

していたことが挙げられ、迅速な復旧事業につながり、早期完成の大きな要因であった。

ＪＲ西日本による運転見合わせ期間中の代行バスの運行は、災害ボランティアや地域住民など多くの

利用者の移動手段の確保と同時に、迅速な復旧、住民の日常生活の確保のために大変重要であり、迂回

道路などの対応と合わせて本格的な復旧・復興に大きく影響するものであることを認識した。

河川の改修には多額の費用を必要とするが、市単独での河川改修については経験もなく、国の補助制

度も熟知していなかった。とりわけ、ＪＲが横断する河川では、安全性を重視する観点から、より高い

専門性が求められた。
みずかみ

そんな中、水上川の改修計画には、兵庫県のバックアップにより補助事業に採択され、事業化するこ

とができた。これには県職員の県・市の枠を超えた復旧・復興にむけた熱い思いを感じた。

また、県職員や委託業者と議論できる専門職の重要性と、専門知識を習得するための環境づくり（人

材育成）の必要性を感じた。

今回の災害では、集落、農地に浸水が広がるなど連鎖的に被害が拡大したことから、治山ダムや砂防

えん堤の整備と合わせた河川整備を行うなど、県・市が連携して取り組む必要性を強く感じた。

通常の災害であれば、災害対策本部及び各支部からの被害報告、消防団からの報告、地元からの通報

をもとに被害調査を行うが、今回の被害は甚大で情報収集が混乱した。

被災箇所の現地調査については大規模な災害を想定し、被災後早期に対応できるような体制整備が必

教訓として何を学んだか

【道路、河川の復旧、家屋内土砂の撤去】

【交通網の対応】

【ＪＲが横断する４河川の整備】

【被災箇所現地調査の体制整備】
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要である。

乙災害の認定に向けた査定や申請などの手順は、災害の規模に関わらず同じである。

市は、兵庫県や（公財）兵庫県まちづくり技術センターなど関係機関との協議においても、災害復旧

に関する知識が必要であることから、大規模災害時の対応において、技術系職員が不足する中で、リー

ダーシップを発揮できる職員の育成や専門的知識を有する職員を計画的に採用する必要性があることを

教訓として学んだ。

【人材育成】
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災害廃棄物の処理にあたっては、まずは処理方針を早急に決定する必要があった。つまり、被害状況

を把握し、仮置場が必要か、また、他市町の応援要請は必要かなどについて、早急に判断する必要があっ

た。

また、災害廃棄物であっても、可能な限り再資源化と最終処分量の抑制を図る必要があるとともに、

処理に要する費用については、環境省が所轄する災害等廃棄物処理事業国庫補助金が適用されるため、

あらかじめ国庫補助金の対象となることを見越した方法で処理する必要があった。

被災現場から仮置場に搬入される災害廃棄物が混合の状態で搬入されると、仮置場での分別・処理に

時間を要し、速やかな復旧・復興の妨げになるほか、火災、粉塵や臭気の問題など、衛生面や周辺環境

へ悪影響を及ぼすことから、排出時点で可能な限り廃棄物の分別を行う必要があった。

また、仮置場の設置に際しては、分別区分や搬入時間などを市民へ周知し、受け付けを設けて職員を

配置するなど、適切な管理・運営をしなければ、混合廃棄物の量が膨大になり、あわせて処理困難物や

便乗ごみが排出される恐れがあった。

仮置場からの搬出作業が遅れるものについては、散水による粉塵対策や、消臭剤の散布による臭気対

策などもあわせて行う必要があった。

災害廃棄物発生量は、処理目標期間の設定や他市町の応援を要するか否かを判断する基礎情報となる

ものであり、家屋の被害状況（全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊など）に阪神・淡路大震災の処理実

績などを基にしたそれぞれの原単位を掛け合わせて算出した。

しかしながら、災害発生当初の処理見込量（1,645.96ｔ）に対し、実際の発生量（約3,012ｔ）は大幅

に異なる結果となった。

災害廃棄物の処理方針を決定するにあたり、さまざまな廃棄物処理のスキームを決定した。豪雨災害

の場合は、水が引いた時点で一度に大量の廃棄物が発生するため、特に被害が大きかった市島地域にお

いて災害廃棄物の仮置場が必要と判断し、８月18日に市島市民グラウンドを仮置場として開設した。そ

の他の地域については、ごみ処理施設へ直接搬入することとした。

被災現場から仮置場までの収集運搬体制としては、８月18日から市のパッカー車などによる運搬を行っ

災害廃棄物対策

何が課題であったか

【災害廃棄物の処理方法の決定】

【仮置場の適切な運営、住民への広報】

【災害廃棄物の発生量及び処理見込量の推計】

課題にどのように対応したか

【災害廃棄物の処理方針の決定】
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災害廃棄物 仮置場 分別

分別 直接搬入

可燃ごみ

不燃ごみ
埋立

売却

埋立

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

焼却

チップ化

堆肥化

その他不燃

たたみ

その他可燃

木くず

生木

瓦礫類

コンクリート

消火器

廃家電

タイヤ

不燃混合

金属くず

埋立

災害廃棄物の処理フロー

3,011.52ｔ

1,757.88ｔ

1,253.64ｔ

788.03ｔ

696.20ｔ

273.65ｔ

769.26ｔ

140.51ｔ

108.14ｔ

156.89ｔ

70 本

28.48ｔ

6.79ｔ

43.57ｔ

ていたが、災害の規模に対し明らかに人員及び資機材が不足していたため、「兵庫県災害廃棄物処理の相

互応援に関する協定」に基づき、８月20日から９月９日までの間、県内14市１町１事務組合から、延べ

車両（ダンプ・パッカー）台数274台、人員796人の応援により運搬を行った。また、通常ごみの計画収

集体制を確保した上で、８月23日及び９月６日に市の計画収集委託業者にも運搬を委託した。

災害廃棄物については、基本的には市で直営処理する方針であったが、市内３ヵ所の焼却施設はいず

れも小規模かつ老朽化が進んでおり、また、通常のごみ処理を継続する必要があったことから、民間業

者へ処理の大半を委託し、災害からの早急な復旧を目指す観点から、８月26日には仮置場からの搬出を

始めた。

木くずや流木、家電リサイクル法の対象となる廃家電、廃タイヤ及びコンクリート殻などは、リサイ

クルを目的として処理し、金属類は有価物として売却した。

また、早期に災害廃棄物の全体の処理フローをイメージし、県担当者などを通じて国庫補助金の申請

手続きを確認しながら処理にあたった。

災害廃棄物の仮置き場（市島市民グラウンド）
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住民から直接仮置場に持ち込まれる災害廃棄物の分別区分の方針としては、可燃物、不燃物、金属類、

家電製品を基本とし、仮置場に設置した看板や、被災者の搬入管理のために用いた確認済書で周知を図

るとともに、受け付けでの確認体制を徹底し、便乗ごみの搬入や不法投棄の防止に努めた。実際、仮置

場に災害廃棄物が持ち込まれてからは、その後の処理を見越し、可燃物（燃やすごみ、畳、木くず、流

木）・不燃物（金属類、埋立物）・混合物・その他（家電４品目、処理困難物、コンクリート、消火器

など）に分類した上で搬入者を誘導した。

また、散水設備を用いた火災防止・粉塵対策や薬剤散布による臭気対策を行い、周辺住民の深い理解

もあり、特に大きなトラブルなく乗り切ることができた。

実際の発生量（約3,012ｔ）が、当初の処理見込量（約1,646ｔ）を大きく上回った要因として、被災

地域には蔵や離れなどを持つ家が多く存在し、これらの非住家についても一定の基準を設け災害廃棄物

として処理する必要があったことや、土砂災害であったことから、被害家屋の中に入り込んだ流木を処

理する必要があったため、試算に用いた阪神・淡路大震災の原単位とは根本的に災害の種類や地域性が

異なることにあった。

仮置場からの搬出が始まってからも、依然として廃棄物の量が膨大であったことから、実際の発生量

が推計値を上回る状況については早期に判明していたため、処理の過程において仮置場から搬出される

廃棄物の量と仮置場に集積された廃棄物の見かけ量から処理見込量を算出するように見直した。

大規模な災害が発生した場合は、膨大な量の災害廃棄物を計画的に処理するため、必ず仮置場が必要

となる。仮置場の候補地としては、近隣に住宅が少ない平坦地で広大な土地が望ましく、グラウンドの

ほか、公園や廃棄物処理施設などの公有地が考えられる。

今回の豪雨災害では、市島市民グラウンドを仮置場として使用したが、グラウンドは舗装がされてい

ないため、廃棄物処理が完了しても土中に廃棄物が混入し、そのままでは使用することができず、多額

の費用負担が発生したほか、事前の土壌サンプリングや降雨時のぬかるみ対策など、さまざまな問題が

生じた。そのため、平常時は多目的用地であって、災害時に仮置場として利用可能な舗装された施設の

整備を検討するべきであるということを教訓として学んだ。また、民有地であっても長期間利用が見込

まれない土地があれば、借り上げ対応することも視野に入れ、各地域に仮置場をあらかじめ選定してお

【仮置場の適切な運営、住民への広報】

【災害廃棄物の発生量及び処理見込量の推計】

単位：ｔ

教訓として何を学んだか

【平常時から仮置場の選定】
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く必要がある。

市島市民グラウンドは、廃棄物の仮置場であるにもかかわらず、災害発生当初から廃棄物が混入して

いない純粋な土砂がグラウンドに搬入されたため、災害廃棄物の持ち込みや仮置場の運営に支障をきた

すほか、再度、土砂を搬出するために余計な手間と費用がかかる結果となった。今後、同様の土砂災害

が起こった場合を想定し、廃棄物と土砂は明確に区分し、そのうえで廃棄物が混入していない土砂の受

け入れ場所や担当部署をあらかじめ明確にしておくことが有効であることを学んだ。

災害発生時に速やかに災害廃棄物処理に対応するためには、研修などを通じて、平常時から災害廃棄

物処理に関するマネジメント能力の向上を図る必要がある。

また、災害廃棄物処理計画を定期的に見直すとともに、災害協定の内容についての対応を協議するな

ど、平常時から関係機関との連携体制を意識し、組織の災害に対する対応力を高める取り組みの重要性

を認識した。

災害廃棄物の発生量を正確に推計することは、その後の処理方針を決定するうえで、極めて重要であ

るが、一方でそれが非常に難しいことも認識した。地域や災害の特性に応じ、最も相応しい推計方法を

選択できるよう、今回の処理結果と共に国や県が被災自治体から取りまとめたデータなどを参考に、災

害廃棄物処理計画において、推計に用いる原単位などの基礎データを整備しておく必要がある。

【廃棄物と土砂を明確に区分し、土砂の受け入れ先の明確化】

【日ごろからの取り組み】

【災害廃棄物の発生量の正確な推計】
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家屋を覆うように土砂が流出し、道路や河川にも土砂が堆積したため、道路や河川はその機能を果た

すことができない状況であった。さらに、河川に土砂や流木が堆積したことで氾濫し、河川の流水が道

路に流れ出し、通行が困難な箇所も多く発生した。

各所で同時に被害が発生したことや土砂の堆積により、車両の乗り入れができず、被災状況の全体把

握に時間を要した。

さらに、集落内の生活道路付近での土砂の堆積が多く、作業ヤードも狭小で、進入箇所も限られると

ころが多く、効率的な土砂撤去作業に困難を要した。

このように土砂などの撤去に悪条件が重なる中、一刻も早い生活復興、二次災害防止のためにも、さ

らにその後の速やかな復旧・復興のためにも、まずはこれら大量の土砂などの早期で効率的な撤去を進

める必要があった。

50万�とも言われた大量の土砂をできるだけ早期に効率的に撤去する必要があったが、やみくもに撤

去すればよいというものではなかった。

土砂などの撤去には当然費用がかかり、その撤去費用にかかる市の負担をできる限り最小限に抑えて

いく必要があった。そのためには、土砂などの撤去にかかる費用の支援制度を有効に活用することや、

土砂などを今後の復旧・復興に、又は被災地内で有効に活用する検討が必要であった。

今回の災害の特徴の一つは、森林部の崩壊に加えて、人家裏の林地崩壊が多く発生し、その箇所数は

256ヵ所にも及び、この林地崩壊によって、大量の土砂とあわせて杉や檜といった根の浅い人工林や林地

残材が流出したことである。

大量の土砂に大量の流木が混じっていたことにより、土砂撤去の重機などが現場に入っても、流木処

土砂、流木の処理

何が課題であったか

【早期の効率的な土砂などの撤去】

【大量の土砂などの撤去費用負担の縮減】

【流木の混じった土砂の撤去】

道路に堆積した土砂、流木（谷上）
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理が同時作業で進まなければ、土砂撤去も進まないという状況であった。さらに、この流木も直径50

㎝を超えるものも多く、流木処理にもチェーンソーなどの伐採機材を活用できる専門的な技術を持った

人材が必要であった。このように、単なる土砂の撤去ではなく、大量の流木の混じった土砂をできるだ

け早く撤去しなければならないという難しさを抱えていた。

早期にライフラインの確保をするためには、重機による作業が必要であり、その対応として、丹波市

建設産業関連団体協議会との災害協定により協力要請を行った。

特に被害の大きかった市島地域には、８月20日に市島支所内に現地災害対策本部が設置された後、土

木緊急輸送班内に現場対応の専門チームを結成して現地災害対策本部に配置し、２人１組で数自治会を

担当、協議会所属の業者に指示しながら土砂撤去を行った。

協議会にも各支部（旧町単位）で地域割での対応を依頼し、各支部長との連携を密にした対応を行い、

その後の家屋などの復旧作業やボランティアの協力を容易にできるよう、家屋に面する道路を優先して

土砂撤去作業を進めた。

一方、それまでの間、被害の全容の把握に時間を要したことなどから、協議会に作業内容の的確な指

示ができず、作業着手に時間を要することになった。

また、市単独の「丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付要綱」を創設し、被災者が業者に直

接宅地内土砂の撤去を依頼することで、協議会の負担を軽減し、早期に土砂搬出することができた。

被災が広域にわたり、かつ道路などへの土砂の堆積により移動が制約されたことから、被災地の土砂

などの堆積状況を早期に把握することが難しかった。

そのため、広域にわたる被災箇所の把握は現場対応チームの各組で対応し、全体把握は現地本部に統

括者（土木緊急輸送班長）が常駐して対応した。電話による相談や自治会からの相談を統括者から各組

に連絡し、情報の早期発信と共有に努めた。

協議会においても各支部単位で作業が行われ、各支部長が支部内の作業内容を把握できる体制とした。

また、現地災害対策本部に協議会の事務局が常駐し、現地本部との連携や各支部長への連絡、調整を行っ

た。

必要に応じ、現場対応チームと各支部長とが現場での問題点などの情報交換、情報共有を行い、作業

が円滑に進むよう体制強化を行った。

住家など敷地に流入した土砂の撤去については、行政だけでは多くの時間を要すること、また、既に

住民、自治会などで土砂撤去活動が進められていたことから、「丹波市災害による流入土砂等撤去費助成

金交付要綱」を創設し、住家など敷地の所有者又は管理者が土砂などを撤去する費用相当額を助成（同

制度利用件数：94件）し、公平性を確保した。また、二次災害の防止及び土砂被害を受けた住民の生活

再建を図るため、市直営による崩壊した人家裏山の応急復旧を行った。

課題にどのように対応したか

【建設産業関連団体協議会との連携による早期対応】

【被災状況の早期把握】

【住民自身による土砂撤去活動への支援】
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搬出時間を短縮し、効率よく作業を行うためには、被災箇所近隣に土砂の仮置き場を確保する必要が

あった。そのため、用地チームを設置し、現地対応チームの要請により、主に土砂が流入して耕作でき

なくなった農地などを仮置き場用地として確保した。（21ヵ所、約11万�）

借地の条件は次のとおりであった。

（１）期限は3年間

（２）土地使用料は無償

（３）返還時は原状復旧

（４）固定資産税の減免

（５）農業共済金は100％の損害として

相当額を市が負担

また、市においても、市島地域のスポーツ

ピアいちじまグラウンド、春日地域の高速道

路火山土取場跡地に仮置き場を指定し、受け

入れを行った。仮置き場を多く確保したこと

で、搬出効率が上がり、約１ヵ月間で生活道

路や宅地内の土砂搬出が完了した。

堆積土砂などの撤去・処分に際しては、道路・河川内の土砂は公共土木復旧事業（国土交通省）、宅地

内の土砂は都市災害復旧事業（国土交通省）、災害廃棄物処理事業（環境省）及び治山事業（県）、家屋

内の土砂は災害救助法（内閣府）の制度があり、それぞれ対象要件に合う支援制度を有効活用した。

人家裏山の応急復旧（市島地域徳尾）

【効率的な残土処分を図るための仮置き場の確保】

土砂の仮置き場となったスポーツピアいちじま
グラウンド

【各種補助制度の有効活用】
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国土交通省

国土交通省
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国土交通省

国土交通省
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国土交通省

国土交通省
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流出土砂の撤去費用を軽減するためには、前述のように国などの各種補助制度を有効に活用し、市の

負担を軽減するという方法のほか、被災地外に搬出する土砂を被災地内で有効に活用することが効果的

である。

そこで当市では、農地を再ほ場整備（造成）する方法での処分地となる箇所を検討することとした。

つまり、既に大量の土砂が流入した農地において、その土砂を撤去するのではなく、さらに土砂を受け

入れ、これらを活用して新たなほ場を未来型農場として再整備しようというものである。

このようなほ場再整備の箇所を地元と調整し、清水谷地区と今中地区で実施することとなった。

流出土砂受け入れにあたっては、造成後のほ場整備事業をふまえた調整が必要となり、事業主体を地

元地縁団体が行うこととなった。

特に、産業廃棄物などの不適切な処理防止、建設副産物受け入れ施設の登録といった手続きを進める

にあっては、河川改修計画、受け入れ完了後のほ場整備計画との整合を図る必要があり、関係各機関と

の調整を図りながら残土処分地の計画作成を進めたが、かなりの時間を要し、残土受け入れ開始時期が

平成27年11月の開始となった。平成29年８月にほ場整備工事が完了し、清水谷地区で約46,000�、今中

地区で約40,000�の土砂を受け入れた。

国土交通省

【流出土砂を活用したほ場整備事業の展開】
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土砂の中に大量の流木が混じっていることが円滑な土砂撤去の障害となっていることから、いかに流

木を除却するかが大きな課題であったが、災害発生後２日目には、流木除却を得意とするボランティア

チームが市島に集まり始めた。

そこで、現地情報から要望のあった「流木の除却必要箇所リスト」を作成し、緊急性を要する道路・

河川・渓流部分に出動を要請し、情報提供を始めた。中には、流木を挟む重機のオペレーターを有する

チームに災害対策本部から重機をレンタルしたケースもあった。

よって、８月19日から８月24日の６日間は、毎夜「災害木除去のテクニカルボランティアサポートチー

ム」のミーティングを開催し、各チームの活動内容・進捗状況を把握するとともに、作業方法の情報交

換や翌日の活動箇所の指示など、情報共有を行った。

参加したテクニカルボランティアサポートチームは次のとおり。

①公益財団法人 日本財団

②一般社団法人 熊野レストレーション

③紀州梅の郷救助隊

④ＮＰＯ法人 日本森林ボランティア協会

⑤有限会社 ウッズ

⑥縁の下のもぐら

一部の災害流木は、廃棄物として処理をせず、木質燃料として活用を図ることとした。しかし、大半

の流木は、土砂が多量に付着しており、切断をするにも直ぐにチェーンソーの刃が使えなくなる状況で

あった。

そこで、木質燃料として使用できる木材を選定し、森林ボランティアなどの協力を得て、市島市民グ

ラウンドに災害流木の集積を行った。

また、木質燃料として利用できない流木は廃棄物として分別を行い、集積を行った。

土砂災害によって山地から流出した流木については、本来、堆積土砂排除事業（当時：農林水産省/

国土交通省）などの国の補助制度を活用して処理することが可能であったが、前述のように大量の流木

が混じった土砂をできるだけ早く撤去するため、当該事業を活用せず、すべて土砂として処分する作業

を進めた。こうした方針で建設部所管の土砂撤去と生活環境部所管の災害廃棄物処理を進める中、災害

廃棄物の国庫補助にかかる環境省の査定については、平成27年１月22日に実地調査が終了した。

こうした中、市では、流木にかかる処分費及び流木と土砂を分別することが困難な土砂が混じった流

木の処分費について、災害廃棄物としての許可を、県と協議をしながら環境省に要望した。

要望にあたっては、災害査定は１回限りが原則であり、再査定は行わないという環境省の方針のもと、

困難をきわめたが、粘り強く何度も環境省に出向き、説明、要望を行った。説明、要望としては、被災

地では当時混乱の状況にあり、現実問題として流木と土砂を分別することが困難であったこと、それら

の流木や土砂がどの程度の量であったかなどを説明した。

その結果、再査定が実施されることになり、補助対象経費として３億5,669万円が追加で認められるこ

ととなった。

【流木除却のテクニカルボランティアサポートチームの編成と情報提供】

【災害流木の木質バイオマス燃料としての有効活用】

【流木が混じった土砂を環境省所管の災害廃棄物として処理することの交渉】
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８月20日に、市島支所内に現地災害対策本部が設置された後、協議会と当市職員が班体制を組んで、

地域割りを行い、その地域の自治会と調整しながら土砂撤去にあたったことが、早期に効率的に進める

上でも、広域にわたる被災状況の把握の面でも、有効であることを学んだ。

一方、それまでの間、被害の全容の把握を含め、どこに、どの程度の被害が発生しているかなどの詳

細な情報共有が図りきれなかったことから、協議会に作業内容の的確な指示ができず、作業着手に時間

を要することになり、結果として作業の始動が１日遅れた可能性がある。

こうした今回の取り組み方法の有効性と反省点を踏まえて、平常時から土砂災害を想定した具体的な

班体制のあり方、災害後のタイムスケジュールなどを市と協議会とで協議しておくことが有効である。

今回の災害では、被災地内に被災農地を活用した第一次仮置き場、スポーツピアいちじまなどの第二

次仮置き場、そして最終処分場があったが、こうした段階的な仮置き場をつくることが土砂を効率的に

撤去する上で非常に有効であった。

しかし、こうした仮置き場を決定するのに一定の時間を要したこと、また、スポーツピアいちじまを

復旧させるのに多額の費用を要することなどの反省点があった。

このほかにも、農地などを第一次仮置き場にした場合には農業災害の対象外になることや、個人所有

の借地に仮置きした場合は復旧費用が国庫補助対象外になることなども後に判明したほか、流出土砂量

の把握ができなかったため、過剰に借地したという反省点もあった。

こうした有効な点と反省点を踏まえ、あらかじめ各地域に土砂災害を想定した第二次仮置き場を選定

しておくことが有効であると考えられる。

土砂撤去は、被災者自身が行うもの、ボランティアが行うもの、行政が行うものに大きく分けられる

が、行政が行うものでも道路か、河川か、農地か、家屋敷地内かなど場所の違いで行政のどこの部署が

行うかも変わってくる。このため、土砂撤去の支援制度を平常時に十分研究し、実際に災害が起こった

時に部署間で十分に調整できる仕組みやマニュアルをつくっておくことが重要である。

また、補助要件を知らなかったために、本来補助対象となっていたにもかかわらず、補助を受けられ

なかったものも多くあったことから、職員一人ひとりの資質向上も重要である。

平成27年４月には、NPO法人丹波グリーンパートナーが設立され、切り出された木材を買い取る「丹

波市木の駅プロジェクト」が開始され、未利用材を木質燃料として活用することで、自然エネルギーの

普及と地産地消を推進するきっかけとなったとともに災害の発生に伴う流木の処分先として利用するこ

とが可能になった。

今回の災害で林地崩壊が多く発生したことは、森林整備が不十分であったことが一因と認識して、森

林整備に取り組む自治会がある他、被害の大きかった地域では土地利用のあり方を見直し、山と住居と

の間に余裕域（バッファソーン）を設ける取り組みも始まり、伐採した木材を「丹波市木の駅プロジェ

クト」に持ち込むことで自然エネルギーの普及と地域の活性化につなげている。

教訓として何を学んだか

【建設産業関連団体協議会との連携による地域割り対応の有効性】

【仮置き場の事前検討】

【木質燃料として使用できる流木・森林保全と自然エネルギーの普及】
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上水道施設では、市島地域上鴨阪にあった鴨阪浄水場において、上流に位置する林地の大規模な崩壊

により、多量の土砂が流入し、原水取水口や緩速ろ過池が埋塞し、機械・電気室が大破するなど、原形

をとどめないほどの壊滅的な被害を受けるとともに、鴨阪浄水場水系の数ヵ所で発生した道路崩壊によっ

て配水管が破断した。

また、一つ山をはさむ乙河内浄水場水系では、上流に位置する林地の大規模な崩壊により、取水設備

の埋塞や導・送・配水管、電気配線の破断が発生した。

さらに、林地崩壊の影響により原水の水質が大きく変化し従来、検出されていなかったアルミニウム

鴨阪配水池系 ・渓流の増水及び林地崩壊により浄水場に土砂が流入
・ろ過池など浄水施設の全部が土砂に埋没し、浄水機能停止
・道路の崩壊により、数ヵ所において配水管が破断
【断水の状況】
・期 間：８月17日～９月16日
・断水戸数：最大220世帯

乙河内配水池系 ・渓流の増水及び林地崩壊による土砂災害
・取水設備、導水管の損壊
・配水池の一部が土砂に埋塞
・送・配水管の一部が破断
・ろ過池に泥水が流入したことにより機能停止
・原水（渓流水）水質の変動による既設浄水設備（緩速ろ過）の機能不全
【断水の状況】
・期 間：８月17日～９月17日
・断水戸数：46世帯

市ノ貝配水池系 ・渓流の増水により道路崩壊、送・配水管が破断
【断水の状況】
・期 間：８月17日～９月21日
・断水戸数：59世帯

上下水道の復旧

何が課題であったか

【上下水道の施設の壊滅的な被災】

被災状況

鴨阪浄水場の被災状況 市島地域谷上における水道管の被災状況
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やマンガンなどの物質が原水から検出されたことで、従来の緩速ろ過方式では水道法水質基準の確保が

困難となり、乙河内自治会の46世帯において給水を行うことが不可能となった。

また、下水道施設では、主に市島地域において、下水道管の破断、下水処理場、マンホール、個人宅

の汚水管内へ土砂が流入し、使用できなくなった。特に道路上に堆積した土砂は多いところで１ｍ近く

あり、マンホールの場所を発見するのに大型重機なども必要となった。

下水処理場（市島地域下鴨阪）への土砂流入は、処理場に隣接している水田が、処理場よりも高い位

置にあったため、境界にネットフェンスはあるものの、上流からの土砂を防ぐものがなく、処理場内に

土砂が流入した。

下水道管は通常、自然流下で処理場まで汚水を送っているため、処理場までの下水道管が破断したこ

とで、上流の汚水処理が困難となった。バイパスを作るにも、中継ポンプの設置やバイパス管の設置方

法など多くの問題が発生した。

このように、上下水道施設が壊滅的な被害を受けた状況で、生活に最も必要とされるこれらの施設を

できる限り早く復旧させていかなければならないということが、第１の課題であった。

第２の課題は、上下水道施設が本格復旧するまでの応急対応の難しさであった。上下水道は、最も重

要なライフラインで一日も早い復旧が望まれるものであったが、一方で広範囲に壊滅的な被害が発生し

ており、本格復旧までにはどうしても一定期間を要するものであった。この期間をどのように対応する

かが大きな課題であった。

宅地に流入した土砂による排水設備の
つまり被害を調査中（市島地域谷上）

土砂がたまっている宅内マス
（市島地域谷上）

下水道管の破断箇所（市島地域谷上） 下水道管破断に伴う業者による汚水運搬
状況（前山浄化センター）

【施設の本格復旧までの給水活動などの応急対応】
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つまり、浄水施設では、浄水場の土砂埋塞や取水堰の埋塞が発生し、８月17日から９月17日までの１

ヵ月間において断水を余儀なくされた。断水被害は最大で1,502世帯、4,037人に及んだが、断水地域は

広範囲で、水道部だけでは対応しきれない状況であり、近隣市町の応援を要請して、給水車による給水

体制を取らざるを得ない状況であった。

また、下水道施設では、不明水などを含んだ汚水の流入により、破断した下水道管の上流でバイパス

管が設置されるまでの間、道路内のマンホールにおいてバキュームカーを使った汚水吸引により、施設

の本格復旧までの応急対応をしなければならない状況であった。

８月17日から18日にかけ、水道施設の被災状況を確認するため、水道部工務課の職員が調査を行い、

市島地域を中心に、被災した浄水場３施設（市島地域上鴨阪、同地域乙河内、春日地域古河）や取水口

の埋塞、道路内の管路や水管橋の被災など、多くの水道施設についての被害を確認した。

雨が止んだ８月18日になると新友政浄水場水系新友政配水池からの配水量が急激に増加した。管路破

断を想定し、工務課の多くの職員は、破断箇所の発見のため、配水区域内へ出向き、調査を行った。

しかし、管路破断箇所の発見はできないまま、配水池からの配水量は増加し、夕方には配水池が低水

位状態となり、午後７時には完全に空となったことで新友政浄水場水系の1,176世帯が断水することとなっ

た。

こうしたことが発生した原因は、被災者が消火栓を使用して道路上の土砂を除去したり、水道水を使

用して宅内の清掃作業を一斉にするなど、水道水の使用量の増大にあることが判明した。

配水池の水位低下を受けて、新友政浄水場の取水量を増量し、浄水処理量を増やしたが、配水量の増

加を補うだけの浄水処理量の増加を行うことはできなかった。

浄水場の処理能力は、通常の水道水の使用を想定し、その必要量に余力分を含めて決定しており、あ

まりにも大きな余力を持たせることはオーバースペックなため、処理量の増量には限界がある。

このように、被災後の水道水の使用量の増大によって起こった断水に対して、どのように対応するか

が第３の課題であった。

前山地区では、道路の崩落により配水管が破損し、断水解消のためにも早期の復旧が必要であったが、

上下水道の復旧を単独で行うのではなく、道路や河川の復旧にあわせて、効率的に行う必要があったこ

とが第４の課題であった。

鴨阪浄水場付近の水道管破断状況 被災した鴨阪浄水場の取水管

【復旧作業に一斉に水道水を使用したことによる水不足への対応】

【道路や河川の復旧にあわせた上水道の復旧】
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第５の課題は、被災者支援の観点から、健康や福祉の分野の保険料や利用料の減免、農地などの復旧

にかかる負担金などの軽減など、市各部で経済的支援を検討したが、上下水道料金についても、その使

用実態を勘案して有効な対応をする必要があったことである。

まず、被害状況を把握し、り災証明書が発行された世帯、被災住宅を出て公営住宅などに移転された

世帯、また、市内の親戚や知人宅に移転された世帯などさまざまな情報を収集し、対象世帯を取りまと

めていく必要があった。

さらに、被災された世帯の中には仮住まいを余儀なくされ、２軒分の料金負担や生活用水に加えて被

災家屋の清掃のためなど、上下水道の使用状況が異なる中、水道料金と下水道使用料の減免を図る必要

があった。

平成16年の台風による浸水被害と比べて、土砂流入による被災、水道の断水など、甚大かつ経験した

ことがない被災状況であったため、使用料減免制度の内容や、対象となる期間の算定を限られた時間の

中で設定することが課題であった。

次に減免制度を設定し、対象者リストを作成するため、被災状況の把握が必要であったが、日々、リ

ストが更新される中、対象者の確定が難しく、さらに住家以外の被災状況を把握している担当窓口も分

からなかったため、対象リストの作成に苦慮した。

下水道使用量の減免処理においても、３種類の減免制度や事業分での抽出に対応するシステムではな

かったため、手作業での打ち込みや整理を行うなど、時間的な制約がある中、遺漏なく行えるかが課題

であった。

下水道使用料の減免制度は、被災した場合においても申請主義を採用していたため、今回の被災の状

況においても、原則、被災者から申請を行ってもらう必要があり、被災施設の復旧に向けての対応もし

ながら、短期間にこの申請書の受け付け及び減免決定事務を行えるかが課題であった。

災害復旧の基本は原形復旧であり、壊滅的な被害を受けた鴨阪浄水場を原形復旧しようとすると１～

２年程度の断水を余儀なくされる見込みとなった。

鴨阪浄水場水系は、新友政浄水場水系へと配水区域を変更するための水源開発や加圧施設の用地確保

などを進めてきた経緯があり、配水区域の切り替えを前倒しすることで、長期間にわたる断水を回避す

る計画とした。

しかし、新友政浄水場水系の配水区域を拡大しようとすると、新友政第４水源の供用開始を前倒しす

る必要が生じてくるが、当時の新友政浄水場のろ過機能では新友政第４水源の原水に含まれているマン

ガン及びその化合物を除去することができず、水道法の水質基準を確保することが不可能であったため、

急遽、新友政浄水場の急速ろ過機の改造工事が必要となった。また、尾端地内において、新たな加圧施

設の建設や河川及び道路の災害復旧工事との調整により、大幅な仮設配水管の新設が必要となった。

まず、新たな水源の供用のため、新友政浄水場のろ過砂の入れ替えなど急速ろ過機の改造工事が急遽

必要となった。

新友政浄水場は、市島地域竹田地区などへ水道水を配水している施設であり、この機能に一切の影響

を与えず、また、機能を一時たりとも停止せずに改造工事を行うことが必要となった。

そこで２系統ある処理系統を完全に分離する仮設の改造工事を行い、既配水区域へ影響を及ぼさない

【上下水道料金の減免】

課題にどのように対応したか

【早期の断水解消に向けた復旧方法の選択】
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ように、除マンガン機能を有する急速ろ過機への改造を行った。

また、新たな加圧施設の建設や大規模な仮設配管についても、災害応援協定に基づき、復旧を依頼し

た事業者の熱意と不休の努力により、工期を大幅に短縮して加圧施設を完成させることができた。

また、破断した下水道管については、河川に隣接した道路上に埋設されており、河川及び道路の復旧

が進まない限り、占用物である下水道管の復旧は難しいため、仮設の中継ポンプ及びバイパス管を設置

することで、応急復旧を行った。

マンホールポンプを設置している管内は、流入した土砂による被害が大きく、多い箇所では土砂の堆

積が深さ３ｍを超えていた。機械による撤去は困難なため、専門業者が人力で土砂撤去を行い、全てを

撤去するのには、数日かかった。

宅内の汚水管については、被害調査を基に被災地域を区分けし、専門業者による洗管を実施し、壊れ

た汚水マスについても、市負担で復旧を行った。

応急給水体制の編成においては、兵庫県企業庁水道課の指導を受け、神戸市水道事業管理者へ丹波市

公営企業管理者から、「丹波市における災害査定支援業務」の応援を依頼、21日には５人の神戸市水道局

職員が当市に入り支援体制を構築した。

給水応援に関する業務は、兵庫県の協定に基づき神戸市水道局の職員が「現地情報連絡員」として、

毎日交代で市島支所の厚生室に泊り込み、被害状況、復旧の見込み、応援状況などについて現地での情

報収集をするとともに、翌日の給水体制の編成などを行った。

神戸市水道局が作成した応援給水体制により、兵庫県企業庁を通じて県内各企業体へ職員と給水車の

派遣依頼を行い、各日５企業体から職員と給水車の派遣を受け、当市の給水車とあわせて６ヵ所の給水

ポイントの開設が可能となった。

他の企業体から応援給水のために派遣された職員は、市内の地理に不慣れであったため、当市の職員

と組み合わせで各給水地点への配置を計画したが、当市水道部職員は水道施設復旧のために人員確保が

できなかったため、職員課を通じて各部署からの応援を求め、人員の確保を行った。

給水ポイントの開設にあたっては、市民生活への影響を最小限に抑えるため、早朝の午前６時から夜

間の午後７時までの長時間の開設となり、派遣職員は前後の移動時間を合わせると肉体的な負担も非常

に大きかったが、献身的な努力により大きなトラブルも無く給水ポイントを運営することができた。

また、派遣企業体からは、保有されていた応急給水栓や給水バルーン、給水タンク、給水袋など多く

の物資の提供を受け、給水ポイントでの運営を大変効率的に行うことができた。

業者によるマンホール浚渫作業（前山第５中継ポンプ）

【災害応援協定に基づく県内各市町からの支援体制の確立】
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市島地域における断水範囲と給水ポイント

上鴨阪公民館における給水所の開設状況
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新友政配水池の水位低下の原因が、復旧作業による使用水量の増加のためであると判明した時点では、

すでに配水池内の水道水はほぼ空の状態となっており、大規模な断水を防ぐことはできなかった。

早期の断水解消のため、一時的な完全断水という方法を選択し、配水池の水位を完全に回復させるこ

とを最優先し、配水池直下にある仕切弁を閉鎖した。

また、防災行政無線を通じて、水道水の使用は生活用水に限定し、掃除には絶対に使用しないことを

伝えるとともに、節水の呼びかけのチラシを作成し、応援職員の力を借りて断水区域に全戸配布を行い

呼び掛けた。

県・市間の調整や連絡を行う窓口が無かったため、水道部では工務課の職員を市島地域の小学校区単

位の担当者に指名し、並行して水道施設以外の被災状況の把握に努めるよう指示を行った。

また、県や市の建設部などが所管する災害復旧事業との調整は、小学校区単位で指名した担当者が責

任をもって行い、工務課長へ報告する体制を整えた。

工務課内の情報共有は、毎朝午前８時から、課長と工務係長並びに施設係長による調整会議を開催し、

その後、午前８時30分からの係内会議で各係長から職員へ情報を伝えることで、組織としての意思統一

を図っていた。

なお、仮設配管のルートを検討する際には、追加の工事や更なる仮設が生じないように、綿密な検討

を行うとともに、他事業の計画を入手し、また、路肩での仮設配管について県の道路管理者との事前協

議を行い、大部分掘削作業が不要な配管工事の承諾を得るなどの仮設方法とした。

上水道料金のきめ細やかなケース区分による減免については、大きな区分（下記①から③）を決定し

た後、対象世帯の把握と、減免理由を示さなければならなかった。（内容は下記のとおり）

内 容

① 断 水 地 域 理 由 安定した水道水の供給ができなかったため

免除内容 断水した使用月の基本料金を免除

対象区域

市島地域：前山地区

竹田地区（中竹田〈友政を除く〉、下竹田〈薬師台、

寺内・才田の一部〉）

吉見地区（北岡本、上垣の一部）

美和地区（乙河内）

氷上地域：幸世地区（香良の一部）

② 断水地域以外で

被災された世帯

理 由 清掃などにおいて大量の水道水の利用が見込まれるため

免除内容 通常水量を超えた分の従量料金を免除

対象世帯 市内全域において、被災をされた方

③
断 水 地 域 で

被災された世帯
上記①、②のどちらにも該当するため、全額免除

【水道水の使用量増大に対する計画断水と水道水の使用制限の徹底】

【道路や河川の復旧とあわせた上水道管の復旧に向けた情報収集と連絡調整】

【上下水道料金の減免支援策及び追加支援策】
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また、上水道料金の減免制度においては、過去の経験とは異なるさまざまな条件があり、上下水道部

の調整会議において議論し、他市（広島市、福知山市）の状況も勘案した上、一定以上の被災住宅の世

帯に限って、次のような追加支援を行った。（内容は下記のとおり）

随時更新されるり災リストにより、減免対象の家屋を被災規模に応じて色分けし、被災家屋の判別を

行えるように住宅地図を作成した。また、担当課や関連する部署と連携を密にして情報収集を行うとと

もに、最新版のリストを随時取得しながら、減免対象者リストを作成した。

下水道使用料の減免については、申請主義を採用していたことから、施行規則の規定である「前項の

規定により使用料の減額及び免除を受けようとする者は、次に定める申請書を市長に提出するものとす

る」に「ただし、市長がやむ得ない理由があると認めるときは、この限りでない」の条文を加える改正

を平成26年９月１日に行い、被災住宅の片付けなどの復興を優先し、被災者の申請にかかる手間を省略

することとした。

鴨阪浄水場水系は、近い将来廃止となる予定であった。

そのため、災害復旧事業を一般的な方法で行おうとすると、土砂の流入により機能が停止した施設の

原形復旧を選択することとなるが、統廃合計画を前倒しし、尾端地区からの直接加圧給水方式に切り替

えることで断水期間の大幅な短縮を行うことができた。

また、大杉自治会や徳尾自治会は水道管の被災は全くないが、鴨阪浄水場の機能停止によって断水し

ており、既設の水道管に水道水を供給することで断水解消ができるため、自治会内で一番高台である大

原神社に配水池代わりのリース用ステンレスタンクを２基設置し、そのステンレスタンクから既設の配

水管へと接続、各戸へと水道水を届けることを発想し、関東地方と九州地方にあったステンレスタンク

を急遽手配し、設置することとなった。

区 分 内 容 対 象 期 間

Ⅰ り災証明書のある半壊

以上の世帯で被災され

た場合

全額免除 り災証明書のある半壊以

上の住家

６ヵ月間

（平成26年９月請求

分から平成27年２月

請求分まで）

Ⅱ り災証明書のある半壊

以上の世帯で市内に移

転された場合

全額又は一部を

免除

①丹波市内の公営住宅や

民間のアパートに入居さ

れた場合

②丹波市内の親戚や知人

宅などに同居された場合、

同居先の水道料金のうち、

通常水量を超えた分の従

量料金

教訓として何を学んだか

【発想の転換による復旧方法の選択】
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次にそのステンレスタンクへの水道水の供給は、

加圧機能を有する給水車でタンク補給を行うこと

で浄水場代わりの機能とし、この地域ではいち早

く断水解消を行った。

なお、ステンレスタンクメーカーの担当者によ

ると、断水解消を目的として、今回のようなタン

クを使用したことは、全国でも初めてではないか

とのことで、翌年の全国水道展の会場で、当市の

仮設タンクの状況がパネル展示され、注目を集め

た。

災害復旧といえば国庫補助となるため、災害査

定などを受ける必要があり、原形復旧というルー

ルに縛られるものではあるが、今回の災害では原形復旧というルールから外れた発想が有効であったと

考えられる。

最後に、水道水とは、ライフラインの根幹をなすものであり、市民は『蛇口をひねれば24時間365日透

明で安全な水道水が出てくるものである』という意識が強い。

大原神社からの仮設タンクによる給水は、蛇口をひねれば水道水が出るという安心感を被災者に与え

ることができ、復旧に向けて勇気が出たのではなかったであろうか。

また、乙河内浄水場水系では、『林地崩壊により原水の水質は変わる』ということを知ることができた。

今回の災害対応を通じて、原水の水質変化を念頭に入れた対応の必要性が確認されたことから、今後

は、災害発生直後に原水を採水し、検査機関へ搬入するとともに、通常の検査ルートではなく速やかな

検査を依頼し、速報値を確認することでその後の対策を検討することが重要である。

下水道施設では、今回の災害は、大規模な土砂流出により、各住居まで被害を及ぼしたことと、水道

の復旧に１ヵ月余りかかったため、個人宅の汚水管の状況が把握しづらかったことに合わせ、その後の

洗管作業においても、専門的な機材が必要となり、取り扱う業者が数少ない現状の中で、洗管作業が長

期にわたった。今後このような災害が発生したときの対策を早急に検討しておく必要がある。

また、今回の災害においては、水道水の使用ができなかったため、復旧するまでの間、下水道の使用

ができなかったが、ライフライン以外は使用できる住居も多かったため、宅内で使える簡易トイレの配

布など、防災担当との連携を密にし、子どもや女性、高齢者にも配慮した迅速な対応が求められる。

これまで阪神・淡路大震災や東日本大震災などの被災地へ給水応援に向かったことはあるが、当市は、

応急給水支援を受けた経験がなかった。

約１ヵ月間の断水期間中、県内の各企業体からは、41事業体（37市町、３企業団、１事務組合）、給水

車の派遣台数は延べ131台の支援を受けた。

水道水は生活の根幹をなすライフラインのひとつであり、断水時には速やかな臨時給水の確保が必要

となるが、他の企業体からの支援を受けた経験が無く、応援協定に基づく速やかな連絡体制の構築や給

水ポイントの設定、給水車の補水方法、庁内応援職員の確保方法など受援に対する備えが重要であるこ

とを学んだ。

しかし、当市のように広範囲の市域を持ち、約830㎞もの管路を有する状況でピンポイントでの受援マ

ニュアルの整備を行うことは非常に難しい課題である。

そのため、たとえば、隣接自治体との合同応援給水訓練を計画し、有事の際、速やかに受援体制が確

立できるような準備など、日ごろから大規模な断水を想定した訓練が必要であると痛感した。

給水車による仮設ステンレスタンクへの
補水状況

【断水時における受援体制の確立】
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通常、床上や床下浸水の被害を受けた住宅の清掃や後片付けは、バケツに水道水を汲んで雑巾を使用

して後片付けをする姿を想像していたが、今回のように直接蛇口や散水栓にホースをつなぎ、水道水の

勢いで土砂や泥を流そうとする使用方法を想定していなかった。

また、道路上に堆積をした土砂撤去のために消火栓を使用されることは全くもって想定していなかっ

た。

新友政配水池の貯水量は1,290�であり、消火栓１口であれば、１時間で約30�の水道水が使用される

こととなり、仮に３口を道路上の土砂撤去に使用されたとすれば、約14時間で配水池が空になる。

また、各家庭の蛇口も１口で１時間当たり１�から２�程度の水が出るが、同時に100戸で掃除に使わ

れると約８時間から９時間で配水池が空になる。

しかし、家屋など建物の片付けには水は必ず必要となる。また、スコップなどを使えば最後は洗う必

要があり、作業時に着用した衣類も当然洗濯する必要がある。

そこで重要となるのが、今回の災害において活用した高圧洗浄機やポリタンクを積載した２ｔ程度の

ダンプトラックの迅速な確保である。

そうすれば荷台にポリタンクに入った水（河川水）を積み、高圧洗浄機を設置したダンプトラックに

より床下などの洗浄作業が可能となる。

そのことで水道水の清掃への使用を軽減し、生活に必要な水道水を確保することで今回のような大規

模な断水を防げることができる。

また、災害時などにおいては浄水場間の水融通も重要である。しかし、市内の配水管の配管状況は配

水池直下が最も太く、配水区域の末端へ行けば行くほど細くなっているため、配水区域の境では口径75

㎜の最も細い配水管となり、水融通を行う能力にも限りがある。

平常時には必要がないかもしれないが、配水区域同士又は浄水場と浄水場を結ぶ基幹的な連絡管が整

備されていない箇所は早急に連絡管の新設に着手し、災害にも強い水道管網の整備を進めることが重要

である。

県と市の道路、河川、上下水道施設、農林業施設などの復旧にかかる総合調整会議のような情報共有

の機会の重要性を認識した。また、被災箇所と応急復旧工事の有無、本復旧スケジュールなどをデータ

ベース化し、県・市共に同じ情報が入手できるような枠組みを作ることで、情報共有をはかることが必

要である。

また、仮設配管についても、仮設期間を考慮した使用管種の選定が重要である。水道に使用する管種

としては、ダクタイル鋳鉄管が強くて耐久性もあり、安定供給という点では最有力ではあるが、あくま

でも緊急的な仮設という認識のもと、配水用ポリエチレン管や塩化ビニール管による応急仮設を採用す

ることで仮設費用を抑えることができる。

また、比較的口径の小さな場合で、仮設期間が短く、資材の調達が困難な場合には、小口径の配水用

ポリエチレン管による仮設を行うなど、臨機応変に対応していくことが重要である。

特に災害時には緊急に水道資材を手配しなければならず、理想的な資材が全て揃うとは限らないため、

柔軟な発想が必要とされる。

丹波市豪雨災害にかかる上下水道料金の減免の取り扱いについては、特例措置として申請による手続

き（追加支援策を除く）を不要とした。

【水道水以外の清掃用水の確保と浄水場間の連絡管の整備】

【県・市の連携体制の確立と迅速な復旧資材の確保】

【上下水道料金の減免】
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被災者が納得できる区分を示し、手続きを不要にしたことで、被災者に理解が得られたことが教訓と

なった。

被災者は、災害によって精神的にも肉体的にも大きなショックを受けていることを十分理解し、早急

に対応することの必要性を学んだ。

この災害において、浸水被害のみならず、土砂崩れによる家屋への被害があり、被災住宅の復旧作業

も長期化し、被災者が置かれた状況もさまざまであったことから、きめ細かな被災者支援が求められた。

このため、同時に被災した広島市や福知山市などの対応を参考に、水道部、下水道課における調整会議

で議論しながら、一定の方向性が確立できたことが大きい。

近年では、毎年のように全国で大雨、台風、地震などの自然災害があり、こうしたさまざまな要件を

加味し、有事に備えることにより、災害対応でマンパワーが不足する事態をできるだけ回避できるので

はないかと考える。

こうしたことから、確立した制度以外にも今後、想定していない災害に対応できる被災者支援の在り

方も検討していく必要がある。
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人家裏や耕地被害などの人目につきやすい箇所は、各集落単位に配置された当市職員などより情報が

集まり、把握が進んだが、人目につきにくい箇所においては実際に林内に入り、情報を取りに行かなけ

ればならない状況であった。早急に崩壊箇所を把握し、危険度判定（トリアージの実施）と対策工法の

決定を行い、二次災害の防止と、住民の不安を払拭する必要があった。しかし、崩壊箇所は200ヵ所以上

見込まれ、調査対象地が非常に広範囲であることや、被災前の原形をとどめない現場もあり、短期間で

実施するための専門家などの招聘やマンパワーの確保が課題であった。

崩壊土砂などの緊急除去と、渓流沿い立木の伐採、撤去、災害流木の撤去、大型仮設土のうの設置な

ど、二次災害を防止し、住民の生活再建を図るための応急工事を緊急に実施しなければならなかった。

被災箇所への対策は、災害復旧事業と、復旧事業着手前の応急対応の二段階に分かれる。そのうち、

災害復旧事業において、各種法令による指定範囲に該当する区域では、大きくは砂防事業と治山事業に

二分され、統括する部局が事業メニューを決定し、早期に復旧工事にかかることとなる。しかし、今回

の災害のように人家裏の崩壊だけで100ヵ所、全体で200ヵ所を超える被災があり、事業の箇所付けがど

れだけ短期間で行えるかが課題であった。

林地崩壊にかかる災害復旧においては、保全対象戸数、崩壊地の状況などによって復旧手法が異なる

ことにより、地元工事の負担割合も異なる。今回の災害の特徴は、林地崩壊により大量の土砂・流木が

流出し河川を埋塞したため、住宅や農地が広範囲で被災したもので、重点対策として、治山ダム、砂防

災害復旧の手法
概 要

受益者
負担割合区分 事業名（総事業数）

急傾斜地 急傾斜地崩壊対策事業 他（４）
急傾斜地高５ｍ、10ｍ
人家１戸、２戸、５戸、10戸以上

１％

砂 防 災害関連緊急砂防事業 他（４） 砂防指定地

負担なし

治 山

復旧治山事業 他（３）
人家２戸、５戸、10戸以上
事業費200万円以上

県単補助治山事業
人家１～４戸
事業費200万円以上

６分の１

市単独補助治山事業補助金 事業費10～200万円 ３分の１

林地崩壊への対応

何が課題であったか

【林地崩壊箇所の把握】

【人家裏山の危険箇所の対応】

【被災した各箇所への対策決定】

【受益者負担軽減の新たな制度の創設】

〔林地崩壊にかかる復旧手法の概要〕
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えん堤などの整備を第一に掲げた。

しかし、被災地、被災者ごとに工事負担額が異なる、あるいは、同一集落内であっても複数の事業が

混在することが予想された。被災を受けた事実に変わりない状況であるにもかかわらず、受益者負担率

に差異が生じることは、地元の合意形成に支障をきたし、さらには、混乱を招くことが予想された。

今回の被災箇所である市島、氷上、春日地域の奥地における林地崩壊箇所については、丹波農林振興

事務所治山課、当市農林整備課林業振興係の職員でチームを編成し、林道台帳を基に現地調査を行った。

結果、林地崩壊箇所は256ヵ所、人家裏崩壊104ヵ所を確認し、流出土砂量は50万�（10ｔトラック約10

万台に相当）と推算した。

特に調査において、県を通じて、被災後の航空写真が提供されたことにより、上鴨阪地区荒谷での大

規模な地滑り箇所が早期に判明し、下流部に位置する６戸の避難につながった。

また、調査前より、非常に広範囲であることや、被災前の原形をとどめない現場もあったことは想定

内であったものの、被災箇所の森林所有者の把握には困難を極めた。

まず何よりも、50万�に及ぶ流出土砂と流木の搬出経路の確保、処分先の確保が必要であったため、

建設部、産業経済部において残土処分地の確保を進め、環境部の指導により公共施設（スポーツピアい

ちじま、市島市民グラウンドなど）への流木処分地確保の調整を進めた。続いて、二次災害回避のため、

人家に近接した治山ダムの異常堆積土砂を撤去し、谷上地内の山腹の巨石については、センサーと連動

した警戒避難対策を措置した。さらに、市内全箇所の土砂災害警戒区域（イエローゾーン）の総点検、

集落周辺などの13ヵ所において、災害緩衝林の造成、緊急防災林整備（災害に強い森づくり）５ヵ所、

危険木搬出、13ヵ所での危険木の伐採、搬出を平成27年度内に完了した。（県事業）

課題にどのように対応したか

【林地崩壊箇所の把握】

【人家裏山の危険箇所の対応】
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復旧事業着手前の応急対応として、（一社）兵庫県治山林道協会、（公財）兵庫県まちづくり技術セン

ターの各専門員により林地崩壊箇所の現地調査を実施し、65ヵ所で応急対応を実施した。その後、被災

箇所の事業付けは、兵庫県と当市の建設部、産業経済部、土地改良事務所などの合同による県・市連絡

会議を開催し、被災した人家裏104ヵ所の事業区分と進捗調整が進められた。

今回の災害は、農地などの激甚地指定を受けるだけでなく、特に、被災者生活再建支援法が適用され

ている現状を踏まえ、急傾斜地崩壊対策事業、県単独災害復旧補助治山事業における受益者負担額を免

ずるとともに、市単独補助治山事業の補助率についても、り災証明書において、損害割合10％以上の被

災者には100％補助を実施し、それ以下の場合でも、補助率を90％とした。

［受益者負担を免除する理由］

(1)受益者が災害復旧の手法・工法を選択できない

災害復旧の手法・工法は、受益者の意向とは関係なく、その災害箇所の地形、災害の状況、受益

者数により施工者、手法・工法が決定され、その結果として、受益者の負担額も決定される。今回

の前山地区のように谷筋ごとにさまざまな手法の復旧対策が採用される状況の中で、被災世帯ごと

に負担額が異なることは地元合意を形成するうえで難しく、迅速な対策の推進に支障をきたす。

(2)受益者負担を求めていない自治体も多い

当市における急傾斜地崩壊対策事業では、国・県90％の負担で、市が９％、受益者１％の負担と

なっている。しかしながら、多くの都道府県が地方財政法27条に基づき市町村負担を求めているの

みで、受益者負担を求めているわけでない。また、市町村負担を求められている市町村でも、1,150

市町村のうち、869市町村では受益者の負担は求めていない。

(3)市単独事業で一部受益者負担を求める理由

人家への被害が比較的少なく、かつ予防的な裏山防災であり、従来の負担率を軽減することにし

た。

災害発生後は緊急対応（２週間以内）、早期対応（１ヵ月以内）、生活再建へと段階的に進んでいくが、

これらを速やかに進めるには、迅速な被災箇所の把握が大きな意味を持つ。そのためには県・市連携の

下、できるだけ短期間に多くの専門家、技術者を投入し、危険度判定や工法などの検討を行うことが、

以降の復旧工事の早期着工につながる。

一方、現地踏査をすることで被災箇所の把握はできても、復旧につなげるためには、森林所有者の同

意が必要となることから、現地における所有者境界の明確化、つまり、山林部分の地籍調査の進捗が急

務であると考える。

【被災した各箇所への対策決定】

【受益者負担軽減の新たな制度の創設】

教訓として何を学んだか

【林地崩壊箇所の把握】
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二次災害防止のために、避難が必要な危険性「高」の箇所と、一定の状況においては避難しなければ

ならないが、通常は監視体制の整備・強化で対応できる危険性「中」「低」の箇所のトリアージが必要で

ある。併せて、「高」の箇所の住民については、避難住宅の確保を進めなければならない。

今回のような大災害を想定し、残土及び流木処分のための事前候補地の確保や、確保のための条件を

整理しておく必要があり、安易に公共施設を優先せずに、遊休農地や区画再整備農地の候補地を有効に

活用すべきと考える。

県・市連絡会議が開催されたことにより、復旧事業メニューの決定は早期に進められたと考える。た

だし、復旧現場が隣接する事業間の調整については、地元代表者や土地所有者との調整を含め、不十分

な面があり、事業進捗が停滞する局面があった。つまり、複数の復旧事業が混在する箇所については、

地元調整を個々の事業ごとに実行せず、調整役を決めて地元との合同調整会議で進めるべきである。

市単独事業の場合は、今回の受益者負担軽減措置が実例となり、今後の災害時（特に激甚地・被災者

生活再建支援法適用時）の基準になると考える。しかしながら、安易に市単独事業とするのでなく、土

砂災害対策補助メニューの拡充を国・県に働きかける必要がある。

現在、急傾斜地、治山など山に対する国県事業は、すべて保全対象に直接的な人家、公共施設などが

必要であり、間接的に浸水の起因となっても補助メニューがないため措置できない。しかしながら、ひ

とたび山腹崩落が発生すれば、全ての土石が流されるのでなく、林内にはルーズな状態で土石が堆積し

ており、通常の降雨でも下流へ流出してしまう。直下に人家などが無く、保全対策のされていない箇所

にあるため池・ ダムなどは、災害認定されない通常の降雨でも、土石流が流入することは明らかである。

その都度、受益農家は、多額の費用を要して土砂排除を繰り返すこととなるため、復旧意欲に欠け、優

良な農地の灌漑機能が無くなり、耕作放棄のほ場へと悪循環に陥る。このことから、流入土砂による決

壊の危険が無くても、治山事業の保全対象に、ため池・ダムなどの農地灌漑施設も明確に対象物とし、

上流部に土砂流出防止のえん堤などの設置をルール化していくことは大きな意味を持つ。

【人家裏山の危険箇所の対応】

【被災した各箇所への対策決定】

【受益者負担軽減の新たな制度の創設】
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災害発生時には早急に健康調査を実施する必要がある。被災者ごとに抱える健康状態は違うため、各

家庭に訪問を行う必要があるが、災害発生翌日の８月17日午後には、住宅被害が1,000戸を超えているこ

とが判明し、困難を極めた。市の保健師・栄養士などだけでの訪問には日数を要するため、体制を整え

るべく、県の保健師・栄養士、他市の保健師などの応援要請を早急に行う必要があった。

また、家庭訪問の順番をどうするかといった課題が生じた。

住宅被害に遭い、避難所に避難している被災者においても、健康相談を実施する必要があった。

また、家庭訪問班とは別のチームを健康相談班として避難所に派遣し、指定避難所、自主避難所を一

括して健康管理をしていく必要があった。

災害発生翌日の８月17日、災害発生後72時間以内（フェーズ１）への対応準備を始めた。

18日午前中には、管轄保健所である丹波健康福祉事務所と、健康調査のための家庭訪問の方法につい

て協議を始め、午後からは丹波健康福祉事務所と当市の保健師の２人体制で家庭訪問９班の活動を開始

フェーズ 目安となる期間 保健師活動の主眼

フェーズ０ 概ね災害発生後24時間以内 初動体制の確立

フェーズ１ 概ね災害発生後72時間以内 緊急対策－生命・安全の確保－

フェーズ２ 概ね４日目から２週間まで
応急対策－生活の安定

（避難所対策が中心）

フェーズ３ 概ね３週間目から２ヵ月まで
応急対策－生活の安定

（避難所から概ね仮設住宅入居まで）

フェーズ４ 概ね２ヵ月から１年まで
復旧・復興対策－人生の再建・地域の再建－

(仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり）

フェーズ５ 概ね１年以降

復興支援期－コミュニティの再構築と地域と

の融合（復興住宅に移行するまで）・新たな

まちづくり－

被災者の健康対策

何が課題であったか

【各家庭の健康調査の早期実施】

【避難所の健康調査の早期実施】

課題にどのように対応したか

【情報収集と派遣要請にかかる調整・人材確保】

フェーズの考え方
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した。同時に、県内の健康福祉事務所へ保健師の応援要請を行うため、被災者数から試算を行い、１日

当たり12人の県保健師の派遣要請を行い、２人体制の家庭訪問班を10班編成し、翌19日からの家庭訪問

体制を整えた。

家庭訪問の優先度は、被災家庭への道路が確保できている地域（氷上、春日、山南、柏原）から開始

し、土砂撤去作業を行っている地域と家庭訪問班が被らないように配慮し、災害防疫調査連名簿と訪問

家庭の地図作製を実施した。

４日目～（フェーズ２）となる21日からは、県と県内７市より保健師の派遣を受け、県保健師12人、

県内７市12人、当市７人の30人以上の体制が整った。

被害の大きかった市島地域での家庭訪問を優先させる働きかけがあったが、復旧作業中に、家庭訪問

班が現場に行くことは、作業を遅らせることになりかねないため、市島地域以外から防疫・健康調査を

開始した。

被災後３日目から市島地域の家庭訪問を始め、道路の応急措置などライフラインの復旧を優先した結

果、効率よく家庭訪問を進められた。

被害の大きい地域での家庭訪問は、人によって災害に対する受け止め方や反応が全く違うため、被害

家屋だけの訪問ではなく、地域全域の家庭訪問（ローラー作戦）に切り替えた。

被害の大きかった竹田、前山地区の家庭訪問は、被災家屋の有無にかかわらず、自治会ごとに全住民

対象の家庭訪問（ローラー作戦）に切り替え、ひと家庭ずつの心のケアとともに、健康調査を実施した。

水害による被害を過去に経験したことがある家庭では、すでに家屋の片付けや掃除も始まっており、

消毒薬の配布を待っている状態であった。しかし、被災が初体験の家庭では、何から手をつけたらよい

のかわからず、家庭訪問での保健指導は効果があり、喜ばれた。

被害の大きかった地域での全家庭への訪問は、水道が止まり、掃除が思うようにできない苛立ち、苦

情が多くなり、怒りを受け止めなくてはならない訪問も日増しに多くなり、ますます家庭訪問の役割が

大きくなった。

また、自治会長や地域の役員が救援や支援活動に追われ、自分自身の身体や心に大きな負担がかかっ

ていることにも気付かず、見過ごされてしまうのを防ぐための家庭訪問も実施した。

そういった気になる人については、精神的ケア（こころのケア）を中心に再訪問を実施し、継続的に

支援する体制を整えた。

市の指定避難所は、17日から保健師を配置

し健康状態の把握に努め、健康相談を実施し

た。

しかし、自主避難所については、生活環境

の状態が把握できないため、家庭訪問班とは

別の健康相談班を避難所に派遣した。18日夕

方、市の保健師、栄養士３人で自主避難所を

巡回し、状況の把握を行い、翌19日から県保

健師と市栄養士で巡回相談を開始した。

【派遣保健師・その他の支援チームとのコーディネート】

【保健師の巡回相談の実施（ローラー作戦）】

【避難所での健康相談】

避
難
所
で
の
健
康
相
談
の
様
子
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個別の健康相談では、一人ひとりの栄養状況の把握や服薬の確認を実施した。

相談者の中で、低血糖症状の糖尿病患者（60歳男性）を把握していたことで、遠方の主治医に連絡し、

薬剤を届けることができた。

高齢者の相談が多いため、介護保険課、生活支援課の保健師、栄養士、ケアマネージャー、社会福祉

士に、避難所の健康相談を担ってもらった。以後、福祉部の避難所健康相談班には、医師への連絡役と

して、家庭訪問において医師連絡が必要と認める緊急ケースの事後処理を担当してもらい、分業するこ

とで早期対応が可能になった。

共同生活する場所での健康管理は、衛生状態の把握が優先される。居室の温・湿度、台所や食品の保

存状態、洗面所やトイレを見て、掃除の指導を行った。

掃除が毎日実施されるように、自主避難所では世話役（リーダー）をつくり、食生活の実態把握、ト

イレの清掃と清掃責任者を選定するように依頼した。

避難所を訪問することで、避難者一人ひとりの健康相談ができて医療につなげられ、生活の質を見る

ことができた。特に食生活の実態がわかり、長期的な食事支援のあり方を災害対策本部に報告すること

ができた。

被災状況が同じように見えても、人によって被害に対する受け止め方や反応が全く違う。訪問先で罵

声を浴びることもあった。被災者がどのような気持ちかを考えながら訪問することの大切さを学んだ。

初めのうちは、罵声を浴び、なぜ怒られるのかと戸惑うこともあった中で、怒りは信頼している人に

しか向かないという被災者の心理状況を学んでからは、被災者の体験談や訴えに傾聴し、怒りや興奮す

る気持ちを受け止められるようになった。

落ち着いて被災者の話を聞き始めると、住民の気持ちの状況が解るようになり、継続的な心のケアの

必要性を感じた。

長期的な災害対応は初めての体験であったが、継続的に二次訪問、三次訪問を続けることで、被災さ

れた人々の心の変化を知ることができた。

被災者の多くは、「ここは他よりもひどくなくて、まだよかったと思わないといけない」と言われ、自

分たちの気持ちを押し殺していた。「同じ被災者なのに…」とやり場のない気持ちや、何とも言いようの

ない気持ちが、何度も訪問するうちに話せるようになり、長期支援の大切さを感じた。

また、被災されていなくても心の傷ついた人がいることを訪問する中で学んだ。

人の怒りは信頼している人にしか向かない。怒られた人とは関係づくりのチャンスと捉え、その時の

気持ちを受け止めることを、保健師や栄養士一人ひとりが肌で感じる経験となり、より深い支援につな

がることを学んだ。

【避難所での生活の質を向上させる】

教訓として何を学んだか

【傷つく心は同じ】

【継続的なこころのケア】
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避難所で安心して生活するために、保健活動を展開したことは大きかった。

避難者の身体に関する情報収集、支援する優先順位などを決め、関係機関への連絡をすることは、大

きな役割であった。

避難所に早く出向いて健康相談をすることは、避難所生活の質を向上させる役割を果たし、特に食生

活に大きな影響がある。避難所担当部署・担当者に連絡し、食料調達班に有効な情報を提供し、災害時

の配食メニューなどの提言を行うことによって、不自由な生活の中で、少しでも快適な集団生活を送る

ことができるように支援することを学んだ。

また、共同生活する場所での洗面所やトイレ掃除の指導をいち早く行うことで、快適な暮らしを提供

でき、それぞれが役割を持つことが、みんなで生活するうえで大切なことである。

地 域 対象件数 8/22対象追加 訪問済件数

柏 原 11 0 11

氷 上 650 11 661

青 垣 22 0 22

春 日 205 2 207

山 南 8 0 8

市 島 898 0 898

市合計 1,794 13 1,807

【避難所での生活をささえるもの】

訪問件数一覧表 （期間：平成26年８月18日～９月４日）
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突然の災害により被災し、住む所もなくなった住民が、自宅に堆積した泥の撤去や使えなくなった家

財道具などの始末、住宅の補修、医療保険証の紛失、生活用水の確保、宅地や農地の復旧、そして何よ

り今日住む所の確保など、災害により多岐にわたる課題を一度に抱えることとなった。そのため、平常

時であればそれぞれの専門部署に相談するところであるが、緊急時の情報が錯そうする中で、被災者の

不安と苛立ちが蓄積していった。

一方、市も各部署へ個別に相談されることに対し、支援制度などの改正の遅れが生じないようにする

必要があった。被災者向けの情報発信も行っていたが、必要な方へ周知できているのか、また、被災者

にどうした困りごとがあるのか、情報収集をする必要があった。

被災直後の相談内容と一定時間が経過したときの相談内容は、当然変わってくる。市の対応も、その

時々の課題に対応できるように制度を整備しているが、個々の事例とのマッチングや制度の狭間など、

窓口対応職員ではなく、制度などの担当者でなければ対応しきれない内容の回答や対応が求められた。

当初、相談窓口には、福祉や住宅、税務や農地関係の相談が多いと想定し、それらの部署から職員を

配置し、対応に当たったが、実際には、ごみ処理や道路復旧といった内容が多く、窓口職員が持ち合わ

せた情報では回答に苦慮した。また、中には相談と言いながら話を聞いてほしい人もあり、不安や不満

を抱えた人への傾聴対応も求められた。

被災者の中には、復旧作業に従事しなければならない人や、車を運転できない人、自家用車が被災さ

れた人など、総合相談窓口へ来ることができない人もあった。しかし、設置当初は窓口に来られる人の

相談対応に追われるとともに、そうした人への回答状況のチェックや制度変更などの確認などで手いっ

ぱいの状態で、来所できない被災者への対策ができていなかった。

被災者に対する住居などの復旧や、生活を再建するための色々な支援制度を各分野で新たに設けた。

これらの支援制度については、被災者に十分周知されていないと思われ、今後の生活への不安を少しで

も解消し、生活再建に向けた取り組みを後押しする上でも、被災後できるだけ早期に、それぞれの支援

制度の内容などをまとめて知らせる必要があった。

今回の災害における被災者は、自宅で生活する方、避難所生活を余儀なくされた方、また、市内外の

親戚や知人宅に身を寄せる方など、被災後の生活拠点は、多種多様を極めた。

被災者への情報提供、相談対応

何が課題であったか

【多様な課題を抱える被災者への総合的で速やかな対応】

【刻々と変化する困りごとや相談内容】

【相談窓口に来所できない人への対応】

【被災者への生活支援策などのできるだけ早い情報提供】

【さまざまな被災者に向けた情報伝達手段の確保】
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被災直後は、水道、電気などのライフラインの復旧情報、食料品や生活用品などの救援物資の支給、

そして、生活道路の不通をはじめとする交通情報など、生活に直結する情報の伝達が必要であった。ま

た、一定期間の経過後には、生活支援策や災害ボランティアの受け入れに関する情報など、生活再建に

関する情報伝達が必要であった。

市は、被災者が必要とするそれらの情報を、防災行政無線や市公式ホームページ、市公式フェイスブッ

ク、ラインなどのweb・SNSの活用、「被災者生活支援のしおり」や市広報紙の配布、また、新聞やテレ

ビ、ラジオなどの報道機関に取り上げてもらうためのＰＲ活動など、さまざまな被災者へ情報が行き届

くよう、可能な限り多様な情報伝達手段を利用し、周知を行ったが、ホームページやSNSによる情報提供

は、IT機器を利用しない高齢者世帯や住家被害によりIT機器が流失し、情報が取得できない世帯が相当

数見込まれた。

また、チラシや広報誌の配布については、住家被害で配布できない世帯の存在や、届けるまでに一定

の時間を要するため、情報の陳腐化が危惧された。そもそも、被害が甚大な自治会においては、組織自

体が機能せず、配付できない状況も見受けられた。

防災行政無線は、市内全世帯に設置しており、迅速かつ的確、そして能動的な情報伝達が可能であり、

今回の災害においても災害情報をいち早く発信し、市民を危険から守る役割を果たしたところであるが、

これに加え復旧・復興が進む中で、長時間繰り返し詳細に情報を伝えることが求められるようになった。

被災によって一度に抱えることとなったさまざまな困りごとを、それぞれの専門部署へ個別に相談に

行かなくても、一ヵ所の相談窓口で対応できるよう、総合相談窓口を、甚大な被害が発生した市島地域

に災害発生から７日目の８月23日の土曜日から開設した。開設にあたっては、被災者がすぐにわかるよ

う、市島支所１階フロアの一角を仕切って設置した。他地域にも被害があるため、電話での相談もでき

るよう電話機を設置し、り災証明書、税、福祉サービス、援護資金、土砂撤去、公営住宅、農地農道な

ど、関係部署による６人体制で臨んだ。

NHKの報道の効果もあり、初日は39件の相談を受けたが、その多くはごみ処理の相談であった。

毎日の相談内容を災害対策本部に報告することで、被災者は今、何に困っているかが把握できるよう

になり、対策の方向性が見い出せた。

課題にどのように対応したか

【早期の総合相談窓口の設置】

総
合
相
談
窓
口
案
内
看
板

総合相談窓口設置状況
（市島支所１階玄関付近）
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総合相談窓口設置直後の相談内容は、ごみ処理や泥だし、住まいや道路、側溝のつまりといった、今、

目の前にある課題の相談が圧倒的に多かった。したがって、回答できるものはすぐに回答した。刻々と

変わっていく各分野の復旧情報は、その都度担当課に確認し、必ず回答するようにした。また、確認し

た制度は相談窓口情報としてボードに貼り出し、相談員の共通理解に努めた。

毎朝の市島支所での朝礼や夕方からの災害対策本部会議には必ず同席し、情報収集しながら今後の相

談対応に備えた。相談件数が増加してくると、紙ベースでの管理では対応が最後までできているのかチェッ

クができなくなってきたため、データベースにして管理した。

支援制度や民間同士のトラブルなどの、どうしても他部署の職員や市の職員では対応できない相談も

あった。そうした相談に対応するために、建築士や弁護士、司法書士といった専門職の応援を依頼し、

相談日を設定した。

電話での相談窓口を設置したため、市島支所まで来所できない方の相談にも対応できていると考えて

いた。９月８日には、り災証明書、各種支援制度の申請書の発送も始まり、相談内容や件数も落ち着い

てきたため、特に被害が大きかった竹田地区と前山地区の被災地域で相談活動を行った。

相談者の中には、「現場を見てほしい」と訴えられる方や、「市役所のフロアでは話ができなかった」

と言われる方、自動車などの交通手段がなく、来てほしいと思っていた方などが来られた。日々の業務

を行っていく中で、被災者一人ひとりが多様な課題を抱えていること、そして被災者の気持ちに寄り添

うことの重要性を改めて認識した。

被災者にできるだけ早く、各分野の生活支援制度についての案内をするために、これらの支援制度を

まとめた丹波市版「被災者生活支援のしおり」

を作成し、自治会を通じて戸別に配布を依頼

した。

生活支援班が、福知山市のしおりを参考に、

各部署から支援制度の内容をとりまとめて編

集、職員が手分けして印刷・編綴を行い、災

害発生から７日後の８月23日に被災した137

自治会にしおりを配布した。

掲載した内容は、被災者総合相談窓口の設

置、り災証明書の発行、被災住宅の応急修理、

流入土砂などの撤去に関する制度、被災者生

活再建支援制度、災害見舞金、各種貸付・税

や保険料の減免制度、こころのケアや健康面

での注意など、その時点で用意できる支援策

を取りまとめたもので、先進の例を活かし、

スピード感のある対応ができた。

【刻々と変化する相談ニーズへの丁寧な対応】

【総合相談窓口に来所できない人への対応】

【各分野の支援策をまとめた「被災者のしおり」の発行】

被
災
者
生
活
支
援
の
し
お
り
（
表
紙
・
目
次
）
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被災者の生活を支援するための給付や減免制度については、損害の程度に応じて給付や減免の内容が

決定されるものが多く、被災者自身がどの制度に該当し、どれくらいの給付を受けられるかなどを判断

し、それぞれの制度ごとに申請書などを提出する必要があるが、日常生活を取り戻すための復旧作業に

追われる中では、自分が活用できる支援策を検討すること自体が大きな負担になると考えられた。

この負担を少しでも軽減するため、市が家屋の被害調査を終え、り災証明書を発送するタイミングに

合わせて、被災者ごとに該当すると見込まれる制度を、それぞれの部署からではなく、一括して案内す

るとともに、申請書などを郵送した。また、これらの制度の申請受け付けを、支所などにおいて９月11

日から休日も含め対応した。

なお、さまざまな給付や減免制度、支援制度は個別に創設、公表するのではなく、一括で創設、公表

し、各被災者がその中から自分の被災状況や経済状況などに応じて活用できるものを選択、組み合わせ

ることができるようにすることが重要であることから、生活支援策の一括掲示は、第１弾を９月６日に、

第２弾を９月22日に行った。

市が発信する災害情報を補完するとともに、日々刻々と変わる情報をタイムリーな時期に繰り返し、

詳細に伝える情報伝達手段が求められていたところ、コミュニティFMの開設を目指していた「NPO法人

たんばコミュニティネットワーク」から市に対して「臨時災害放送局（FM放送）」いわゆる「災害FM」

開設の提案を受けた。

市は、放送に要する費用負担と運営を同NPO法人が行う旨の申し出を受けたことにより、開局を決定

し、９月12日に総務省近畿総合通信局に対して、「災害FM」の無線局免許申請手続きを開始し、９月16

日に免許が交付された。

【損害の程度に応じた支援策の情報提供】

【新たな情報伝達手段としての災害FMの開局】
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FM放送の開局は、災害発生１ヵ月後の平成26年９月17日～同年11月30日までの間、実施した。

なお、演奏所（スタジオ）を市島地域上竹田の前山コミュニティセンター、送信所を市島地域岩戸の

高谷山（丹波市立横峰山頂公園展望台）に設置し、甚大な被害にあった市島地域をほぼカバーする放送

区域とした。

放送内容は、市や地元からの災害及び生活復興情報、ボランティアセンターからの情報に加えて、現

地や遠方からの応援メッセージなどで、放送時間帯は、当初は朝、夜の１時間からスタートし、順次放

送時間を延長し、昼の時間帯にも放送を拡大させた。

被災者からは、従来の情報伝達手段よりも詳しい内容が繰り返し放送されたことで、情報が受け取り

やすく、また、地元の知っている方の声が流れていたことで、「安心感や親近感が湧き、聴きやすかった」

といった感想が多くあった。

災害にかかる支援策は、自分から申請して手続きを進めなければ、支援が受けられないものがほとん

どであり、そのためにはどんな支援制度が用意されており、自分がその制度の中から活用できるものは

どれなのかを調べることは、生活復興を早期に進めていく上で非常に意味がある。提供する行政側とし

てはバラバラに小出しするのではなく、簡潔に分かりやすく、できるだけ一括して提示することが重要

である。

支援制度の一括提示を、被災後できるだけ早い時期に行うためには、平常時から災害の種類、規模を

想定して、あらかじめ支援制度の検討と、そのまとめ方を準備しておくことが効果的であることを学ん

だ。

今の時代、多様な手段を使って情報発信することが可能となっており、また、情報の受け手が逆に発

信することも可能となっている。当時も市のホームページを通じて情報の発信は行っており、また、メー

ルなどを通じて市民からの意見を聞くことは可能であった。

しかし、総合相談窓口が受けた記録に残っている相談は999件であった。このことは、情報化が進み多

様な媒体が活用される中であっても、災害時こそ人を介した情報交換が信頼でき、安心につながってい

るということの表れであると考える。その信頼関係を損なわないためにも、聞いた相談内容は早急に正

確な回答をすることが求められ、個人情報に配慮しながら、市などの内部連携をしっかりとるためのシ

ステム化が必要であることを学んだ。

また、今回は、「激励や対応についての謝礼をどこに言えばいいのか分からない」と総合相談窓口へお

礼に来られた方もあった。そうした情報も災害対策本部会議で報告していたが、直接担当部署へ返すこ

とで本人の意思も伝わり、職員の士気をあげることができたのではないかと考える。

避難所で生活された方、一時避難として市営住宅に入居された方や親戚宅に身を寄せられた方など、

それぞれの家庭の事情により被災後の生活が大きく変わっていた。また、自宅に戻られても、ライフラ

インの復旧状況が違うため、一人ひとりの気持ちは大きく違っていた。回答を早急に求められる方、話

教訓として何を学んだか

【支援情報の一括提示の重要性】

【人を介した双方向の情報発信の有効性】

【被災者の気持ちに寄り添うきめ細かな対応を】
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を聞いてほしい方、何度も連絡をされてくる方など、制度上の相談から精神的な対応が必要な方の相談

まで多岐にわたる相談に対して、迅速かつ正確な回答だけでなく、本人がここに来て話をしたことで、

気持ちが楽になって帰れるような対応が必要であると感じた。

被災者の中には、市や自治会などの地域団体、ボランティアの方など一度に多くの方と接し、そのあ

りがたさに圧倒されて、相談に来られない方や、自家用車が被災して出られない方もあり、さらに身近

な場所での相談窓口をもっと早期に実施する必要があった。

設置当初、情報を集めて回答することに集中して対応していたが、その人の気持ちに寄り添い、傾聴

し、市の考えていることなどを伝えていくことが被災者と関係者のつながりを深め、復旧・復興を一丸

となって進めていくための一助となることを学んだ。

被災者の生活を支援するための給付や減免制度については、制度ごとに損害の程度に応じて給付や減

免の内容が決定されるものが多い。

今回の災害では、被災者が復旧作業などに追われる中で少しでも負担を軽減するため、市がり災証明

書を発送する段階で、被災者ごとに該当すると見込まれる制度を一括して案内するとともに、申請書な

どを郵送した。

今後の災害発生時においても、支援制度の案内方法などについて、今回と同じような一定の被災内容

に対応した支援情報をパッケージ化した提供の検討など、きめ細かな配慮が必要である。

特に、今回の災害のような甚大な被害の場合、行政から発信できる情報伝達手段だけでは補うことが

できない現実を認識した。その中で、NPO法人たんばコミュニティネットワークの協力を得て開局した

「臨時災害放送局」いわゆる「災害FM」は、阪神・淡路大震災後に制度化され、総務省近畿総合通信局

管内では、当市が初の開局となった。「災害FM」は、大規模な災害が発生した場合、被災地の住民に対

して必要な情報を正確かつ迅速に伝えることができる有効な役割を果たした。

ただ、開局時期が被災から約１ヵ月が経過していたこともあり、ライフラインの復旧目途、救援物資

の支給、入浴サービス、生活支援策などの情報も一定の周知がされていた。被災直後の情報提供のタイ

ミング、質や量の重要性を痛感した。

幸いにも、この「災害FM」の開局・運営を契機として、１年後の平成27年９月17日に同NPO法人が、

コミュニティFM（FM805たんば）の開局を実現したことにより、今後、有事の際には、同局を利用した

早期の情報提供が可能になった。この災害を経て、市民への有効な情報伝達手段を構築されたことは、

今後の市民生活に安心感を与える財産のひとつとなった。

【個別の損害の程度に応じた支援策の案内通知】

【早期の情報伝達とチャンネルの充実】
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被災者総合相談窓口相談件数集計表
単位：件
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