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3.1.5  事業継続能力の向上のための業務手順確立 

3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるために、

平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災害時

特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するための

方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関においては、

災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を得て

業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応

援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する

経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない

現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。 

(b) 平成２９年度業務目的 

a.事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

災害対応業務の中から、対象とすべき業務を選択し、過去の災害対応の事例から、業

務のプロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集する。 

(c) 担当者 

所属機関 役 職 氏 名 

公立大学法人 兵庫県立大学  

環境人間学部  

准教授   木村 玲欧 

 

(2) 平成２９年度の成果 

(a) 業務の要約 

本年度においては、事業継続能力向上のための業務手順の確立を目指し、過去の災害対

応の事例から業務プロセスを手順書として文書化するための構成要素を収集した。 
特に、１）収集した過去の災害対応の事例を登録し、一覧性をもって表示し、ユーザー

となる企業従事者・一般市民に公開することができる「防災リテラシーハブ」機能の整備

および「特集ぺージ BCP をまなぶ」の制作・公開、２）災害対応に工程（プロセス）の

視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS の開発および、避難所情報共有シス

テム COCOA など個別 ICT の連動、地域防災計画のクラウド化による各災害対応プロセ

スとの連動、３）災害対応業務の中で「民間企業の災害対応」に焦点を絞り、帰宅困難者

対策として企業が行う従業員の滞留対策について、過去の災害対応事例から業務プロセ

スをマニュアル化した「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG
②）を試作した。 
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(b) 業務の成果 

1) 過去の災害対応事例の収集と共有・公開の仕組みの提案 

a)  教訓・知見の共有機能「防災リテラシーハブ」の整備 

大規模災害における対応は、個人においては一生に一度か二度の出来事であるのと同じ

く、組織においても構成員にとっては定年退職まで勤めたとしてもせいぜい数度しか対

応する機会のない低頻度事象である。そのため「自組織に近い組織が過去にどのような

脆弱性によって被害・影響を受けているのか」「被害・影響に対してどのような災害対応

が行われたのか」「過去の教訓をもとにしてどのような事業継続計画・訓練を企画すれば

よいのか」といった内容について、過去の災害対応事例とその教訓を広く収集・公開し、

国内における組織等の事業継続能力の底上げ・向上を図る必要がある。 

そこでこれらの過去の災害対応事例とその教訓をインターネット上で収集・作成・発信

することができる仕組み「防災リテラシーハブ」を整備した。このシステムによって、

インターネット上に分散する様々な災害対応事例・教訓を集積したり、検索したり、ま

とめたりすることができる。図 1 が「防災リテラシーハブ」のトップ画面である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 資料共有機能「防災リテラシーハブ」のトップ画面  

図 1 のトップ画面は、google などのインターネットの検索エンジンから「防災リテラシ

ーハブ」と入力してもたどり着くことができるし、もしくは独自に取得したドメインで

ある、https://literacy-hub.jp/ を直接入力してもたどり着くことができる。トップ画

面には、投稿された様々な防災・減災の知恵が一覧できるようになっており、1 つの投

稿（コンテンツ）が 1 つの同じ面積のタイルになって表示されていて、タイルをクリッ

クするとリンク先から読み込んだイメージ画像や、投稿者が入力した資料概要を見るこ

とができる。そしてイメージ画像を更にクリックすることによって、実際にそのページ

に飛ぶことができる。2017 年 4 月現在、4,500 件を超えるコンテンツが投稿されている。 

トップ画面に収集・公開された
事例・教訓が表示

投稿はログイン後の機能

表示切替

1投稿が1タイルになる

防災リテラシーハブの説明

キーワード検索
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b)「特集ぺージ BCP をまなぶ」の制作・公開 

 「防災リテラシーハブ」のトップページの検索窓から、任意の言葉を入力することで、

収集された過去の災害対応の事例についてコンテンツを検索することができる。しかし

資料の中から事業継続能力の向上に大きく寄与すると思われる、特に「事業継続計画」

(BCP)に関連するコンテンツについて一覧性のあるぺージが必要であると考え、「特集ぺ

ージ BCP をまなぶ」を制作・公開した。 

 「防災リテラシーハブ」のトップページにあるアイコン「特集 BCP をまなぶ」をクリ

ックすると特集ぺージに飛ぶことができる。コンテンツは全部で 123 コンテンツあり、

「Pick up」（これまでの災害対応教訓をもとに BCP の策定手法を総合的・網羅的に扱っ

ているコンテンツ）、「様々な BCP を知る」（実際の企業・自治体等の BCP が一部ではなく

全体的に公表・紹介されているコンテンツ）、「実際の対応例」（災害時の実際の災害対応

事例、課題などがまとめられているコンテンツ）、「その他」（その他の BCP に関するコン

テンツ）の 4 カテゴリーに分類されている。 

「Pick up」は、内閣府防災担当・企業防災のぺージ、経団連・企業の地震対策の手引き、

全国建設業協会・地域建設業における「災害時事業継続の手引き」、中小企業庁・中小企

業 BCP 策定運用指針～緊急事態を生き抜くために～など 12 コンテンツ、「様々な BCP を

知る」は、トヨタ自動車株式会社・リスクマネジメント、北陽警備保障株式会社・事業

継続計画(BCP)の取り組みに対する情報開示、愛知県・あいち BCP モデル BCP 取り組み

事例集など 51 コンテンツ、「実際の対応例」は、リスク対策.com・熊本地震 企業が危機

を乗り超えた 15 のポイント、北林他・2011 年東北地方太平洋沖地震における生産施設

の事業継続など 9 コンテンツ、「その他」は株式会社インターリスク総研・金融機関の業

務継続計画など 51 コンテンツである。これらを横断的に参考することによって BCP の

全体像や課題を理解することの一助となるように制作・公開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 特集「BCP をまなぶ」画面 

特集「BCPをまなぶ」アイコン

特集内は各カテゴリーで整理

特集内は各カテゴリーで整理
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2) 災害対応工程管理システム BOSS の開発および各災害対応との連動・展開の試み 

a)災害対応の工程（プロセス）化 

 2011 年東日本大震災や 2016 年熊本地震など過去の災害対応では、「災害対応の全体工程

が把握できない」「不適切な人員配置による一部の職員へ負担が集中した」「避難所の情

報ですら把握できなかった」など、時々刻々と変化する状況に対し効果的に対応できな

かった自治体は多い。その理由は、①災害対応に工程（プロセス）の視点がないために、

全体工程が分からず、誰が、いつ、何をするのかが不明であり、②各工程を実施するた

めに必要な各種 ICT が整備されておらず、③防災の知識が乏しいために実効性を持った

地域防災計画が策定されていないためである。熊本地震の対応を分析し、避難所運営、

物資の供給など 47 種の災害対応業務に対して約 500 工程を構築した。熊本県、西原村、

嘉島町の 3 自治体の熊本地震の対応を BOSS にデータベース化した。また、岡山市の保

健医療福祉業務についても、業務分析し、データベース化した。図 3 は、災害対応業務

の 47 種の全体像を示すページである。この中で、「災害対策本部の設置・運営」を選択

すると、その詳細のフロー図が表示される（図 4）。そして、「災害対策本部の設置」を選

択すると詳細シートが表示され、地域防災計画などのリンクが表示される。 

 

 

 

 

 

 

図 3 災害対応工程管理システム BOSS の全体業務の表示イメージ 

 

 

 

 

 

 

図 4 災害対策本部の設置・運営の SOP イメージ 
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b) 各工程に関連する個別 ICT の展開 

災害対応の各工程に対して、必要な ICT を関連付け、必要なタイミングで必要な ICT シ

ステムを提示できるようにする。その中で、本期間では、BOSS と避難所情報収集システ

ム COCOA を試験的に連動した。 

c) 地域防災計画と災害対応工程の連動による実効性の高い地域防災の策定 

BOSS と地域防災計画を連動し、各工程の詳細な内容を防災計画の本文とリンクすること

で、BOSS から地域防災計画の内容を確認・更新できるようにする。本期間では、西原村、

嘉島町、熊本県の地域防災計画と BOSS を試験的に連動させた（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 災害対策本部の設置の詳細シートイメージ 

 

3) 過去の災害対応事例から業務プロセスをマニュアル化した「帰宅困難者支援施設運

営ゲーム（企業内待機版）」（略称：KUG②）の試作 

a)開発の動機 

 東日本大震災以降、わが国の大都市では帰宅困難者対策が積極的に進められている。大

都市大震災時においては、一斉帰宅に伴う歩道における過密空間の発生と車道における

深刻な交通渋滞が予想され、これが群集なだれや消防・救急活動の阻害要因に繋がると

少なくない人命が失われる危険性がある。それゆえこれを防ぐことが大都市における帰

宅困難者対策の意義であり、過密空間と交通渋滞の発生を引き起こす一斉帰宅を抑制す

ることが対策方針の中心となる。しかしながら、東日本大震災から 7 年が経過した今も

なお、中小企業を中心として十分な一斉帰宅抑制の意識啓発がなされているとはいえな

い。 

本年度はこのような現状を踏まえ、企業が自社社員の帰宅困難者の滞留を行う場合に、

周到な準備の必要な実動訓練を行わなくとも、施設設置の是非や運営方法、運営におい

て発生する課題について施設運営を机上で疑似体験し、帰宅困難者問題に対する理解を

深めることを目的に開発したものである。これまで、買い物客など外部の帰宅困難者を
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受け入れる一時滞在施設用の「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」（略称：KUG①）を開発

しており 1)、東京、名古屋、大阪の帰宅困難者対策協議会で頻繁に利用されるなど、こ

れらは図上訓練ツールとして徐々に浸透してきた。本年度は同様のアイディアに基づき、

事業所の一斉帰宅抑制を目的として開発を進めたものである。 

b)ツールの概要 

本ゲームは、主に次の 4 種類のアイテムで構成されている（図 6）。  

 

 

 

 

 

 

 

図 6 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 

 

このもとで 4～5 人を 1 グループとしたワークショップ形式で、1.役割を決め、2.滞留

方針を決め、3.イベントを起こし、4.ゲームを振り返りマニュアルを作る、という作業を

進める。滞留方針を決める際は、図 7 の「滞留方針一覧」というシートを作成し、これを

イベントが発生すると共に更新する。また最後の振り返りは、図 8 のようなワークシート

を用いることとした。これによって、滞留マニュアルを作成していない企業は、最低限の

滞留マニュアルをこのワークシートに基づいて作成することができる。また、以前に滞留

マニュアルを作ったことがある企業は、これを更新する手掛かりとする。 

このような過去の教訓をゲームによってまなぶ仕組みを検討・試作した。 
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図 7 滞留方針シート 

 

 

図 7 滞留方針シート  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 振り返りワークシート 

(d) 引用文献 

1) 廣井悠：帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG）の開発，日本建築学会・大会学術講

演梗概集，2016.08． 
 

(e) 学会等発表実績 

1) 学会等における口頭・ポスター発表 
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・ The influence of the Kumamoto earthquakes on public risk perception and 

trust toward authorities（口頭）, OHTOMO, S., KIMURA, R. and HIRATA, N., 

JpGU-AGU Joint Meeting 2017（日本地球惑星科学連合・アメリカ地球物理学連合

2017年合同大会）, 幕張メッセ, 2017.5.20. 国際 

・ 災害軽減のために余震予測はなぜ必要か？（ポスター）, 平田直・木村玲欧, JpGU-

AGU Joint Meeting 2017（日本地球惑星科学連合・アメリカ地球物理学連合2017年

合同大会）, 幕張メッセ, 2017.5.20. 国内 

・ Far-off triage by using parameters from wearable smart watches for 

earthquake emergency responses（口頭）、Md. Shakhawat HOSSAIN, K. Chaitanya 

and M. Numada、proceedings of 16th International Symposium on New Technology 

for urban safety of mega cities in asia, SU1-03-022, 26th, November 2017, 

Sendai アブストラクト査読あり、国際 

・ STUDY ON ASSOCIATION BETWEEN DISASTER RESPONSE AND DISASTER INFORMATION（口

頭）, TAKANORI KATO, NUMADMUNEYOSHI NUMAD, KIMIRO MEGURO, proceedings of 

16th International Symposium on New Technology for urban safety of mega 

cities in asia, SU3-03-051, 26th, November 2017, Sendai アブストラクト査

読あり、国際 

 

2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ "A Study on the 2016 Kumamoto Earthquake: Citizen’s Evaluation of 

Earthquake Information and Their Evacuation and Sheltering Behaviors", 

KIMURA, R., OHTOMO, S. and HIRATA, N., Journal of Disaster Research, Vol.12, 

No.6, pp.1117-1138, 2017.  査読あり、国際 

・ “Verification of Information Sharing System on Shelter，  COCOA，  at 

Comprehensive Disaster Drill in Ishinomaki City”, Muneyoshi Numada， Satoshi 

Takatsu， Yasuhide Yamauchi，Kimiro Meguro and Tetsuo Ito, Journal of Disaster 

Research, Vol.12, No.1, pp. 90-105, 2017. 査読あり、国際 

・ 緊急支援機能に基づく東日本大震災における医療対応の考察 ―超急性期から亜急

性期にかけての岩手県の9日間―, 秋冨慎司・小山晃・爰川知宏・前田裕二・木村玲

欧・田村圭子・林春男・目黒公郎, 地域安全学会論文集, No.32, 8pp.(電子ジャー

ナル), 2018. 査読あり、国内 

 

3) マスコミ等における報道・掲載 

・ 山陽時事懇／防災の在り方～地域共生・創生も視野に／「わがこと」と捉え対策を、

山陽新聞朝刊3面、2017年5月23日 

・ 「活断層知っていた」住民の３割／熊本地震の被災地で調査、朝日新聞朝刊5面、2017

年5月24日 

・ 災害業務／迅速に把握／県、職員向けシステム開発、熊本日日新聞1面、2018年1月
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22日 

・ 災害業務／経験不足補う／県システム化／地震の教訓生かす、熊本日日新聞3面、

2018年1月22日 

・ 職員の災害対応スムーズに／熊本県が新システム／時系列の業務、端末で見える化

へ、西日本新聞、2018年1月23日、国内 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

2)ソフトウエア開発 

災害対応工程管理システムBOSS、災害時のSOPを支援する。 

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

(3) 平成３０年度業務計画案 

 

平成 30 年度は、初年度である平成 29 年度に提案・試作したシステム・仕組みを検証し

ながら、事業継続能力向上のための業務手法の確立のための研究を進めていく。収集した

過去の災害対応の事例を登録・表示・公開することができる「防災リテラシーハブ」機能

の整備を進めるとともに、収集した過去の災害対応の事例を分類・整理することで業務手

順を確立すべき業務を検討していく。災害対応工程管理システム BOSS については、システ

ムの試作を進め、特に実証する対象市町村数を増やしながら個別業務フローの体系化を進

めるとともに、詳細シートの内容を充実させる。帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内

隊基版）については、試作されたものをもとにユーザーの参加による実証実験を行うこと

で、ゲームの評価および改良を進めていく。 

 

 

  




