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報告書 HP公開用にかかる注意事項 

「本報告書に活用されているデータは必ずしも各組織公表の最終値とは整合しません」 

 

本報告書は「災害時における標準的な対応手順等の可視化のニーズに基づく研究開発」

を目的として、大阪北部の地震において、実対応に活用されたデータを各組織から提供い

ただき、分析の結果を可視化し、とりまとめたものである。 

可視化結果を構成するデータは、災害対応の過程で、それぞれの組織が知りえた数値を

活用しており、必ずしも最終値ではない。その後、各組織ではデータを精査し、それぞれ

の組織が、整合性のとれた最終の値を発表している。本報告書では、特に最終値にこだわ

らず、災害過程において活用されたデータを利活用した。災害過程の情報の可視化を研究

テーマとしているためであることをご理解いただき、ご高覧ください。



 
 

 
 

「災害時における標準的な対応手順等の可視化のニーズに基づく研究開発」

Ⅰ．委託業務内容 

１．委託業務の題目 

  「災害時における標準的な対応手順等の可視化のニーズに基づく研究開発」 

 

２．実施機関 

   住所 新潟県新潟市西区五十嵐二の町８０５０番地 

   機関名 国立大学法人新潟大学 

 

３．委託業務の目的 

 わが国における災害に対するレジリエンスの向上は大規模地震だけの課題となって

いるだけではなく、ライフラインやエレベーターの一時停止や交通機関の乱れ等によ

り事業の中断や経済機会損失に影響を及ぼす比較的頻度の高い中規模地震への備えの

充実も決して看過することができない。「高い『事業継続』能力を実現する防災・減災

技術の開発」を実現するために「首都圏を中心としたレジリエンス総合力の向上」で得

られた知見・技術を基に、社会全体が戦略的な合意のもとに、安全を確保しながら、バ

ランスのとれた都市機能フローの再開を目指すことを可能とする「災害対応のための

活動手順標準化システム」の開発・実装が求められている。 

本研究課題は、災害対応のための活動手順を、１) 各機関・組織がその目的を達成す

るのに望ましいとして定め、事前に構築した災害対応のための標準化手順の構築（手順

の SOP化：Standard Operating Procedure）、２）活動手順を作業工程に応じて分解

し、ワークパッケージとして構成・記述（手順のＷＢＳ化：Work Breakdown Structure）、

３）災害対応を有期の目標達成型業務として位置づけ、フェーズごとの目標に応じた各

活動の計画立案、進捗管理の実施方法の確立（手順のＰＭ化：Project Management）を

枠組み・手法として解析・確立することを目指す。さらにそれらを各機関・組織が都市

の機能回復という目的のために連携し、総合的に取り組むための「災害対応のための活

動手順標準化システム」を開発・実装し、各機関・組織が活用可能なサービス化を目指

すものである。 

 

４．当該年度における成果の目標及び業務の方法 

大阪北部の地震を事例とした実タイムラインの作成 

ａ．平成 30 年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

地震災害発生後の被害の顕在化、行政機関の対応の実際、地震災害時の都市を支え

る機能被災の影響と復旧過程等、大阪北部の地震を事例とした活動手順とその成果や

影響等について、各関係機関へのインタビュー調査、関連資料収集等を実施し、実際

の活動を振り返ることができる「実タイムライン」を作成する。大阪北部の地震と同
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年に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震の事例について、比較検討の対象として

検討する。 

ｂ．平成 30 年大阪北部の地震の業務タイムラインの構造化分析 

タイムラインは、本来は、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に

発生する状況を、予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に

着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。この枠組みを援

用し、各機関・組織の対応を行った活動手順を系統的に収集・構造化し、その成果を

とりまとめ、一覧性の高いタイムライン上に展開することで、それぞれの活動手順の

関連性・連携、その影響の実態を検証する。大阪北部の地震と同年に発生した平成 30

年北海道胆振東部地震の事例について、比較検討の対象として検討する。 

ｃ．平成 30 年大阪北部の地震の人流・交通流の連関・影響度分析 

 業務継続タイムラインで主要素となるインフラや道路網の途絶による人流・交通流

の連関や相互の影響度ならびに災害対応、その後の復旧・復興に与える影響度の分析

を実施する。大阪北部の地震と同年に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震の事例

について、比較検討の対象として検討する。 

 

Ⅱ．委託業務の実施体制 

１．業務主任者 

   役職・氏名 国立大学法人新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授 田村 圭子 

 

２．業務項目別実施区分 

 

  

業  務  項  目 実 施 場 所 担 当 責 任 者 

大阪北部の地震を事例とした

実タイムラインの作成 

ａ．平成 30 年大阪北部の地

震の自治体・企業ヒアリ

ングからの業務構造解明 

ｂ．平成 30 年大阪北部の地

震の業務タイムラインの

構造化分析 

ｃ．平成 30 年大阪北部の地

震の人流・交通流の連関・

影響度分析 

  

 

 

新潟県新潟市西区五十嵐二の町

８０５０番地 

国立大学法人新潟大学 

〃 

 

 

〃 

 

 

国立大学法人新潟大学 

危機管理本部 危機管理室 

教授 田村 圭子 

〃 

 

 

〃 
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Ⅲ．業務実施計画 

 区分 10 11 12 １ ２ ３ 

大阪北部の地震を事例とした実タイム

ラインの作成 
            

   

ａ．平成 30 年大阪北部の地震の自治

体・企業ヒアリングからの業務構造

解明 

           

  
ｂ．平成 30 年大阪北部の地震の業務

タイムラインの構造化分析 
      

   
ｃ．平成 30 年大阪北部の地震の人

流・交通流の連関・影響度分析 
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Ⅳ．研究報告 

１．要約 

産官学の各機関組織が共通する標準的な行動、各々が役割に基づき実施すべき事項につ

いて全体最適を勘案しながら、分析・構築できるクラウド型システムツール「災害対応手順

の標準化システム」開発・検討のために、１）平成 30年大阪北部の地震の自治体・企業ヒ

アリングからの業務構造解明のために茨木市災害対策本部データのタイムライン分析を実

施した、２）平成 30年大阪北部の地震の業務タイムラインの構造化分析のために、システ

ムツール WBS＆アクションカード作成支援システム（WBS-M/ACE)を開発・実装した、３）平

成 30 年大阪北部の地震の人流・交通流の連関・影響度分析のために対応時空間マップ

（Story&Time Map)を作成した。 

 

 

図１．「災害対応手順の標準化システム」の概要  
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２．成果 

2.1 平成 30 年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

2.1.1 研究対象災害としての平成 30年大阪北部地震 

「平成 30年(2018年)大阪府北部を震源とする地震」を研究対象とした。大阪北部の地震

は、1995 年に発生した阪神・淡路大震災以来の都市に影響を与えた直下型地震であり、通

勤への影響、交通機関の運休、帰宅困難への課題、エレベーターの閉じ込め・長期途絶等の

課題が顕在化した災害であった。 

 

2.1.1.1 地震の概要 

6月 18日 07 時 58分に大阪府北部の深さ約 15km でマグニチュード(M)6.1の地震が発生

した。この地震により大阪府で最大震度 6弱を観測し、被害を伴った。この地震の発震機構

は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ型であった。この地震は地殻内で発生した地震で、周

辺には東西方向に延びる有馬―高槻断層帯、および南北方向に延びる生駒断層帯と上町断層

帯などが存在している。 

この地震により震央付近の大阪府大阪市北区茶屋町、高槻市立第 2 中学校、枚方市大垣

内、茨木市東中条町、箕面市粟生外院で震度 6弱の揺れを観測した。1） 

 

 

図２．震度分布図 1） 
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2.1.1.2 地震活動履歴 

大阪管区気象台と京都地方気象台では、気象庁機動調査班（JMA-MOT）を派遣し、この地

震により震度５強以上を観測した震度観測点及びその周辺において、震度観測点の観測環

境及び地震動による被害状況について現地調査を実施した。2018 年 6月 18日 07時から 6

月 30日までの震度１以上の最大震度別地震回数は以下の通りである。6弱の揺れは 6月

18日の 1回となる。 

 

表１．震度１以上の最大震度別地震回数表（2018年 6月 18日 07時～6月 30日）1） 

 

 

2.1.1.3 被害の概要 

この地震により、死者４人、負傷者 434 人、住家全壊９棟、住家半壊 87 棟などの被害が

生じた。 

 

表２．被害の概要 1） 
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2.1.2 研究対象の自治体・企業の選定 

2.1.2.1 研究対象自治体：大阪府 

1）大阪北部の地震における大阪府の被害 

●被害概況 

表３．大阪府北部を震源とする地震による被害状況（平成 30年 9月 19日 9時時点）2） 

 
人的被害（人）※ 住家被害（棟）※ 非住家 

被害 死者 負傷者 行方不明者 全壊数 半壊数 一部損壊 

合計 5 380 0 16 467 51,203 723 

※死者数は災害関連死であるかどうか確認中のものあり。住家被害は集計中の市町あり 

 

●避難所：8月 4日をもって全避難所を閉鎖した。 

表４．大阪府北部を震源とする地震による避難所開設数及び避難者数（最大時）2） 

 避難所開設 避難者総数（2,397人） 

（571 箇所） 
避難勧告（人） 避難指示（人） 自主避難（人） 

18 ４ 2,375 
 

2）大阪北部の地震における大阪府の対応 

 大阪府においては、発災後、平成 30 年 6 月 18 日 7:58の発災以降、災害対策本部を

設置し、計 9回の災害対策本部会議を実施し、対応にあたっている。第 5回以降につい

て、知事、副知事からの対応方針が明記されている。 

●第 1回 平成 30年 6月 18 日（月曜日） 09 時 00 分 

●第 2回 平成 30年 6月 18 日（月曜日） 13 時 48 分 

●第 3回 平成 30年 6月 18 日（月曜日） 14 時 54 分 

●第 4回 平成 30年 6月 19 日（火曜日） 12 時 24 分 

●第 5回 平成 30年 6月 20 日（水曜日） 14 時 30 分 

＜知事からの指示＞ 

• 大雨による二次災害を起こさないよう万全の対策をとること 警察、自衛隊、 

消防については引き続き災害対応協力をお願いする。 

• 被災市より避難所運営等で職員が疲弊していると連絡があった。他の被災市も同様と

思われるので、２市に府職員を派遣する。本日午後から派遣できるよう調整するこ

と。 

• ベッド、害虫対策等、連携協定している企業への要請を検討すること。 

• 人命優先の対応を検討すること、基金の活用も検討すること。 

• 被災市に派遣する府職員の健康管理にも留意すること。 
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＜副知事からの指示＞ 

• 応援でいろいろニーズがあると思うので、対応すること。 

• 避難所でのニーズを把握して、しっかりと対応すること。 

●第 6回 平成 30年 6月 21 日（木曜日） 12 時 09 分 

＜知事からの指示＞ 

• 明後日の降雨による二次災害を起こさないよう万全の対策をとること。 

生活支援、復旧支援について、府の支援メニューを分かりやすく情報発信する 

こと。 

• モノレールの復旧時期について正確に情報発信すること。 

• 本日、総理大臣、防災担当大臣が視察で来阪する。国に求める支援を協議する。 

＜副知事からの指示＞ 

• ため池のクラックについて、明後日の降雨に備えて対応すること。土木事務所のパト

ロールについて、市町村と連携して、土砂崩れに留意して対応すること。 

●第 7回 平成 30年 6月 22 日（金曜日） 13 時 29 分 

＜知事の指示＞  

• 避難者が減ってきているといっても、1,000 人ほどの方が避難所で不便な生活 

をおくっている。被災者が日常を取り戻すことを、スピード感をもって対応すること。 

• 通常、義援金を受け取るまで、被災から２ヶ月かかるが、片付けするにもお金は必 

要。義援金が被災者に届く時間を１／４以下にすることを目標に対応すること。 

• ７月中にみんなが日常の生活を取り戻せるように、住宅の確保等を進めること。 

＜副知事からの指示＞ 

• 時間の経過とともに、被災者ニーズも変化してくる。しっかりとニーズを把握して、 

対応すること。 

• 応急危険度判定で 100 棟以上が危険と判定されている。被災者の仮設住宅等への受 

け入れの準備を進めること。 

●第 8回 平成 30年 6月 23 日（土曜日） 13 時 50 分 

＜知事の指示＞ 

 避難所の避難者数は減少してきているが、460 名が避難所生活を余儀なくされてい

る。しっかりサポートしていくこと。生活支援のため、支援策がスピーディーに被災

者に届くように段取りし、被災者が震災前の生活を 1 日でも早く取り戻せるように

すること。 

 ガスの復旧作業に便乗した悪質商法が出ているとのこと。あってはならないので、取

り締まりを徹底すること。 

●第 9回 平成 30年 6月 25 日（月曜日） 11 時 00 分 

＜知事の指示＞ 

 地震から１週間が経過。ガスも復旧した。日常が取り戻せるようになってきた。 ７



 
 

11 
 

月中に生活を取り戻せるように全力をあげて対応すること。市町村支援の職員派遣に

ついても全力で対応すること。 

 

2.1.2.2 研究対象自治体：茨木市 

1）大阪北部の地震における茨木市の被害 

 茨木市においては、大阪北部地震において、死者の発生はなかった。一方で、負傷者、

建物被害等、突出した被害を受けた。 

 

 

図３．大阪北部の地震における茨木市被害の概要 

 

2）大阪北部の地震における茨木市の対応 

 茨木市においては、発災後、平成 30 年 6 月 18 日 7:58の発災以降、災害対策本部を

設置し、現在までに、48回の災害対策本部会議を実施し、対応にあたっている。各対策本

部の報告が行われている。 

 

●災害対策本部資料（第 48 回） 平成 30年 7月 23日 11：00 

●災害対策本部資料（第 47 回） 平成 30年 7月 20日 11：00 

●災害対策本部資料（第 46 回） 平成 30年 7月 18日 11：00 

●災害対策本部資料（第 45 回） 平成 30年 7月 16日 10：00 

●災害対策本部資料（第 44 回） 平成 30年 7月 13日 11：00 

●災害対策本部資料（第 43 回） 平成 30年 7月 11日 11：00 

●災害対策本部資料（第 42 回） 平成 30年 7月 10日 11：00 

●災害対策本部資料（第 41 回） 平成 30年 7月 9日 11：00 

●災害対策本部資料（第 40 回） 平成 30年 7月 8日 11：00 

茨木市の
被害

朝日新聞デジタル
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●災害対策本部資料（第 39 回） 平成 30年 7月 7日 11：00 

●災害対策本部資料（第 38 回） 平成 30年 7月 6日 11：00 

●災害対策本部資料（第 37 回） 平成 30年 7月 5日 15：00 

●災害対策本部資料（第 36回） 平成 30年 7月 4日 11：00 

●災害対策本部資料（第 35 回） 平成 30年 7月 3日 11：00 

●災害対策本部資料（第 34 回） 平成 30年 7月 2日 9：00 

●災害対策本部資料（第 33 回） 平成 30年 7月 1日 9：00 

●災害対策本部資料（第 32 回） 平成 30年 6月 30日 9：00 

●災害対策本部資料（第 31 回） 平成 30年 6月 29日 17：00 

●災害対策本部資料（第 30 回） 平成 30年 6月 29日 9：00 

●災害対策本部資料（第 29 回） 平成 30年 6月 28日 17：00 

●災害対策本部資料（第 28 回） 平成 30年 6月 28日 9：00 

●災害対策本部資料（第 27 回） 平成 30年 6月 27日 17：00 

●災害対策本部資料（第 26 回） 平成 30年 6月 27日 9：00 

●災害対策本部資料（第 25 回） 平成 30年 6月 26日 17：00 

●災害対策本部資料（第 24 回） 平成 30年 6月 26日 9：00 

●災害対策本部資料（第 23 回） 平成 30年 6月 25日 17：00 

●災害対策本部資料（第 22 回） 平成 30年 6月 25日 9：00 

●災害対策本部資料（第 21 回） 平成 30年 6月 24日 17：00 

●災害対策本部資料（第 20 回） 平成 30年 6月 24日 9：00 

●災害対策本部資料（第 19 回） 平成 30年 6月 23日 17：00 

●災害対策本部資料（第 18 回） 平成 30年 6月 23日 9：00 

●災害対策本部資料（第 17 回） 平成 30年 6月 22日 16：00 

●災害対策本部資料（第 16 回） 平成 30年 6月 22日 7：30 

●災害対策本部資料（第 15 回） 平成 30年 6月 21日 15：00 

●災害対策本部資料（第 14 回） 平成 30年 6月 21日 7：00 

●災害対策本部資料（第 13 回） 平成 30年 6月 20日 19：00 

●災害対策本部資料（第 12 回） 平成 30年 6月 20日 12：00 

●災害対策本部資料（第 11 回） 平成 30年 6月 20日 7：00 

●災害対策本部資料（第 10 回） 平成 30年 6月 19日 19：30 

●災害対策本部資料（第 9回） 平成 30年 6月 19日 15：30 

●災害対策本部資料（第 8回） 平成 30年 6月 19日 11：30 

●災害対策本部資料（第 7回） 平成 30年 6月 19日 6：00 

●災害対策本部資料（第 6回） 平成 30年 6月 19日 1：00 

●災害対策本部資料（第 5回） 平成 30年 6月 18日 19：00 

●災害対策本部資料（第 4回） 平成 30年 6月 18日 16：00 
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●災害対策本部資料（第 3回） 平成 30年 6月 18日 14：00 

●災害対策本部資料（第 2回） 平成 30年 6月 18日  

●災害対策本部資料（第 1回） 平成 30年 6月 18日  

 

2.1.2.3 研究対象企業：NEXCO西日本 

 大阪北部の地震においては、通勤時間帯と重なり、打規模な渋滞が発生した。高速道路

においては、安全確認のために通行止めが発生し、一般道の渋滞の一因となった。 

 

 

図４．大阪北部の地震による一般道の渋滞 3） 

 

2.1.2.4 研究対象企業：大阪ガス 

大阪ガス管内において、約 11万戸の供給停止が発生した。大阪ガス・日本ガス協会

（12社の応援）や新規小売り事業者等、約 4,400名体制で復旧作業を実施した。 

 

表５．大阪北部の地震によるガスの供給停止地域（18日 17時現在）4） 

 

 

地域 供給停止戸数
高槻市の一部 45,745戸
茨木市の一部 64,254戸

その他 1,952戸
合計 111,951戸
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2.1.3平成 30年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

2.1.3.1 業務構造解明のためのヒアリング調査（大阪府、茨木市、NEXCO西日本、大阪ガ

ス） 

 研究データ取得のために、まずは聞き取り調査を実施し、１）大阪北部の地震に係る標

準的な対応手順等の可視化のニーズ、２）大阪北部の地震に係る標準的な対応手順等の可

視化のニーズに対応可能なデータ、に関して研究対象自治体ならびに企業に対してヒアリ

ングを実施した。 

1） 調査内容・対象の明確化 

調査内容：平成 30年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

調査対象：大阪府、茨木市、NEXCO西日本、大阪ガス(2.1.2で記述済) 

2） 協力を依頼する 

プロジェクトからの協力依頼を実施した 

3） 調査趣旨を説明する 

調査主旨：わが国における災害に対するレジリエンスの向上は大規模地震だけの課題

となっているだけではなく、ライフラインやエレベーターの一時停止や交通機関の乱

れ等により事業の中断や経済機会損失に影響を及ぼす比較的頻度の高い中規模地震へ

の備えの充実も決して看過することができない。「高い『事業継続』能力を実現する

防災・減災技術の開発」を実現するために「首都圏を中心としたレジリエンス総合力

の向上」で得られた知見・技術を基に、社会全体が戦略的な合意のもとに、安全を確

保しながら、バランスのとれた都市機能フローの再開を目指すことを可能とする「災

害対応のための活動手順標準化システム」の開発・実装が求められている。プロジェ

クトでは、大阪北部地震を事例として業務構造解明を目指す。 

4） 調査を実施する 

調査を実施するに際し、以下を対象組織・対象者に説明した。 

●調査テーマ 

 平成 30年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

●調査の背景と目的 

 調査の背景：大阪府北部の地震は、2018年 6月 18日に発生した直下型地震。高槻

市、茨木市、枚方市、大阪市北区などで最大震度 6弱が観測された。1923年から史上

初めて、大阪で 6弱が観測された。また、関西で震度 5弱以上の地震が観測されたの

は、1995年に関西圏で甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災以来である。この都

市災害を事例として、災害の活動手順標準化の可視化にかかる研究調査を実施する。 

●調査の具体的な依頼事項 

 大阪北部地震についてご教示願いたい 

①大阪北部の地震に係る標準的な対応手順等の可視化のニーズ 

②大阪北部の地震に係る標準的な対応手順等の可視化のニーズに対応可能なデータ 
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③大阪北部の地震の対応に係る可視化の現状 

④大阪北部の地震の対応に係る可視化の課題 

⑤大阪北部の地震の対応に係る可視化に活用されたデータ 

⑥大阪北部の地震の対応に係る可視化に活用されたデータ生成に係る課題 

⑦災害対応の業務標準化に係る現状 

⑧災害対応の業務標準化に係る課題 

⑨その他 

●調査日時・場所 

 調査日時：平成３０年１０月～平成３１年１月 

 調査場所：原則的に調査対象組織・団体の対応場所 

●調査責任者・連絡先 

 連絡先の明記 

 

ヒアリング実施先 

調査 1) 大阪府① 

■日時：2018 年 10 月 26 日（木）10:30～11:30 

■場所：大阪府庁新別館北館 

■調査対象者：大阪府 危機管理室 防災企画課 計画推進グループ（吉川泰司 課 

長補佐、内屋雅人） 

■調査者： 田村圭子（新潟大学）、田中秀宜（日本ミクニヤ㈱） 

 

調査 2) 大阪府② 

■日時：2018 年 11 月 22 日（木）11:00～12:00 

■調査対象者：大阪府 危機管理室 防災企画課 計画推進グループ（吉川泰司 課 

長補佐、内屋雅人） 

■調査者： 田村圭子（新潟大学）、井ノ口宗成（富山大学/新潟大学）、元谷豊 

（㈱サイエンスクラフト）、瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、岸川英樹（日本 

ミクニヤ㈱） 

 

調査 3) 茨木市① 

■日時：2018 年 11 月 22 日（木）13:30～15:00 

■場所：茨木市役所 

■調査対象者：茨木市 総務部 危機管理課（多田明世 課長、白木悠平 主査） 

■調査者： 田村圭子（新潟大学）、井ノ口宗成（富山大学/新潟大学）、元谷豊 

（㈱サイエンスクラフト）、瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、岸川英樹（日本 

ミクニヤ㈱） 
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調査 4) 西日本高速道路 

■日時：2018 年 11 月 22 日（木）16:00～17:00 

■場所：西日本高速道路株式会社 関西支社 

■調査対象者：西日本高速道路株式会社 関西支社 保全サービス事業部 保全サー 

ビス統括課（丹野篤 課長代理、小倉良介） 

■調査者： 田村圭子（新潟大学）、井ノ口宗成（富山大学/新潟大学）、元谷豊 

（㈱サイエンスクラフト）、瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、岸川英樹（日本 

ミクニヤ㈱） 

 

調査 5) 大阪府③ 

■日時：2018 年 12 月 19 日（水）10:00～11:00 

■場所：大阪府庁新別館北館 

■調査対象者：大阪府 危機管理室 防災企画課 計画推進グループ（内屋雅人） 

■調査者：瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、田中秀宜（日本ミクニヤ㈱）、有 

友春樹（日本ミクニヤ㈱） 

 

調査 6) 茨木市② 

■日時：2018 年 12 月 19 日（水）16:30～17:30 

■場所：茨木市役所 

■調査対象者：茨木市 総務部 危機管理課（多田明世 課長、橋本憲和 係長、白 

木悠平 主査） 

■調査者：瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、田中秀宜（日本ミクニヤ㈱）、有 

友春樹（日本ミクニヤ㈱） 

 

調査 7) 大阪ガス 

■日時：2018 年 12 月 19 日（水）14:30～15:30 

■場所：大阪府庁新別館北館 

■調査対象者：大阪ガス株式会社 地域共創部門地域共創チーム（朝倉修一 課 

長）、導管事業部保安・防災チーム（小竹翔太 係長） 

■調査者： 田村圭子（新潟大学）、瀧波崇（㈱サイエンスクラフト）、田中秀宜 

（日本ミクニヤ㈱）、有友春樹（日本ミクニヤ㈱） 

 

調査 8) 茨木市③ 

■日時：2019 年 1 月 25 日（水）16:30～17:30 

■場所：茨木市役所 
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■調査対象者：茨木市 総務部 危機管理課（橋本憲和 係長、白木悠平 主査） 

■調査者：田村圭子（新潟大学）、井ノ口宗成（富山大学／新潟大学）、瀧波崇 

（㈱サイエンスクラフト）、田中秀宜（日本ミクニヤ㈱）、有友春樹（日本ミク 

ニヤ㈱） 

 

 

              図５．ヒアリング調査の様子 

 

2.1.3.2 業務構造解明のためのデータ調査（茨木市） 

1）茨木市からの提供データの概要 

 茨木市から、研究の主旨に賛同し「平成 30年大阪府北部の地震にかかる災害対応の実

稼働ファイル」の提供を受けた。データ数は「全 19フォルダ」「2666ファイル」であっ

た。フォルダ内のデータ数は、災害対策本部会議が 1625 ファイルであった。茨木市にお

ける災害対策における各対策部の業務は、情報を収集・集約し、災害対策本部への報告 

としている実態が明らかになった。また、対応の対象母数を知るための基礎データについ

ても格納されていた。 

 

茨木市 大阪府 NEXCO西日本
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図６．災害対応の実稼働フォルダ名とファイル数（茨木市） 

 

フォルダ内のファイルのデータ階層を調べた。第５階層にはファイル数が最も多く

901、次いで第 4階層に 651、第 2階層に 491と続いた。フォルダごとのファイルの階層性

に特別の規則性は認められなかった。 

 

 

図７．災害対応の実稼働フォルダにおけるファイル階層（茨木市） 
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ファイル種別の内訳は、ワード・エクセル・PDFの資料が 1844/2666（69%）となり大半

を占めている状況であった。 

 

図８．災害対応の実稼働フォルダにおけるファイルのデータ種別（茨木市） 

 

2）茨木市からの提供データの概略→ 

 各フォルダにおけるデータについては以下に示すとおりである。 

 

表６．災害対応の実稼働フォルダにおける提供データ概略 

No フォルダ名 データ 

1 コールセンター 

 全 3ファイル 

 コールセンターへの問い合せ内容が日付と住所でまとめられて

いる。 

2 ライフライン関係 

 全 9ファイル 

 茨木市の停電状況（発生時間、復旧時間、停電地域（町丁目単位）、

対象戸数） 

 都市ガス供給の復旧状況など 

3 応急危険度判定 
 全 3ファイル 

 応急危険度判定の分布図 

4 活動報告 

 全 34ファイル 

 各部局の活動記録 

 避難所ごとの避難者状況 

 物資輸送の輸送実績 

5 議会関係 
 全 1ファイル 

 時系列（日付・時間）に沿って対応状況をとりまとめている。 

6 救援物資関係 

 全 11ファイル 

 物資の調達状況、配送先 

 物資調達、避難所要望、物品調達 

 物資輸送実績まとめ。 

 ブルーシートの配布状況 
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7 災害救助法 

 全 6ファイル 

 調達物資・避難所運営分 

 物資輸送委託分契約書、請書 

 市町村の救助法判別基準一覧 

8 災害対策本部会議会議録 
 全 42ファイル 

 災害対策本部会議の議事録 

9 災害対策本部会議資料 
 全 1625ファイル 

 第 1回～48回（フォルダ） 

10 市長決定 
 全 3ファイル 

 被災者支援会議の設置に関する決定事項 

11 自衛隊関係 

 全 5ファイル 

 茨木市→大阪府への「派遣・撤収要請」 

 入浴支援 

12 
自主防関係（ヒアリング資

料・アンケート結果） 

 全 145ファイル 

 災害時の自主防の活動内容、苦労したこと、課題に感じたこと 

13 大阪府の地震 
 全 7ファイル 

 7PDF（大阪管区気象台地震火山課）：地震活動図、震度 

14 被害状況報告（途中まで） 

 全 479ファイル 

 被害状況報告 

 災害一覧表（消防本部：通報情報） 

 被害状況報告資料 

15 被災者支援会議資料 
 全 51ファイル 

 会議報告書住居支援：一時入居者募集 

16 被災者支援制度一覧 

 全 28ファイル 

 支援制度を表形式でまとめた資料（原本＋広報用） 

 無利子融資の説明資料、申請書等 

17 避難者数 
 全 4ファイル 

 避難所ごとの避難者数を集計 

18 予算関係 
 全 3ファイル 

 補正予算の種類、金額、財源を整理。 

19 罹災証明件数 
 全 206ファイル 

 住家の罹災証明書の申請・交付等に関する状況 
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2.1.3.3 業務構造解明のためのデータ調査（NEXCO 西日本） 

 大阪北部の地震においては、以下の高速道路 11路線において、通行止めが発生した。

安全点検に時間を要し、08 時 21 分から 13時まで、最大 4時間 39分の間、途絶した。

NEXCO西日本関西支社からは、区間ごとの通行止め時間等のデータ提供を受けた。 

 

表７．大阪北部の地震による高速道路通行止め発生区間 5） 

 

 

 舞鶴若狭道を代替路として活用して、広域迂回路として一定の効果が認められた。一方で、

高速道路が通行止めになることで、一般道に渋滞が発生した。 

 

図９．大阪北部の地震時の広域迂回路 6） 

 

道路名 上下線 区間
1 名神高速道路 上下線 西宮IC ～ 京都南IC
2 中国自動車道 上下線 神戸三田IC ～ 吹田JCT
3 山陽自動車道 上下線 神戸北IC ～ 神戸JCT
4 近畿自動車道 上下線 大東鶴見IC ～ 吹田IC
5 第二神明道路 上り線 須磨IC ～ 阪神高速接続部
6 新名神高速道路 上下線 神戸JCT ～ 高槻JCT
7 新名神高速道路 上下線 八幡京田辺JCT・IC ～ 城陽JCT・IC
8 京滋バイパス 上下線 大山崎JCT・IC ～ 瀬田東IC
9 第二京阪道路 上下線 門真JCT ～ 巨椋池IC
10 京都縦貫道 上下線 大山崎JCT・IC ～ 丹波IC
11 京奈和道 上下線 木津IC ～ 城陽JCT・IC
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2.1.3.4 業務構造解明のためのデータ調査（大阪ガス） 

大阪ガスは、2018 年 5 月に開発済みであった「復旧見える化システム」をつかって、発

災当日の 10 時より、大阪ガスのホームページ上に公開され、「復旧見える化システム」上で

色分けされた地図を作成・発信した。このシステムで公開した情報のもととなったのは、現

地で対応した閉開栓作業を報告するシステムから上げられる情報を災害復旧支援システム

に展開したものである。 

図１０．大阪北部の地震で公開された復旧見える化システム 7） 

参考：「大規模都市ガス事業者における GIS の先進的活用」導管事業部 中央保安指令部 小竹 翔太 氏 

 

「復旧見える化システム」によるガスの復旧進捗状況は、パソコンやスマートフォンから

閲覧が可能で、顧客は操作性の高い拡大・縮小機能に加え、住所検索機能により目的の地域

の町名を入力することで簡単に自宅周辺の復旧状況を確認することができた。住民生活に

密に関わるライフラインの情報を素早く・正確に・分かりやすく公開する「復旧見える化シ

ステム」は、顧客が現状を把握するためにとても重要な役割を果たすシステムであり、発災

後の同システムへのアクセス数は、ピーク時で 26 万 PV /日に上り、必要性の高さが改め

て明らかになった。 
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図１１．ガス復旧ステップと進捗表示色 8） 

 

大阪ガスにおいては、災害時の可視化ニーズに対し事前準備が行われており、そのための

業務の標準化ならびにシステムツールが整備され、実装された。 

 

 

2.1.3.5 業務構造解明のためのデータ調査（大阪府） 

 大阪府においては、平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする地震におけ

る対応を踏まえ、南海トラフ地震を想定し、さらに強化すべき事項を検討の上、対策の推進

に活かすことを目的に、大阪府防災会議に「南海トラフ地震対応強化策検討委員会」を設置

し「中間取りまとめ（平成 30年 9月 27 日）」2）において検証を実施した。大阪府において

は、本調査実施時には「最終提言に向けて（平成 31年 1月 9日）」策定段階であり、公開デ

ータ以外のデータ提供はなかった。 
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2.1.3.6 データ分析による業務構造解明のためのデータ分析対象ファイルの選定 

 茨木市から提供を受けた「平成 30年大阪府北部の地震にかかる災害対応の実稼働ファ

イル」の中で、実タイムラインの作成のために分析対象のデータセットを選択した。選択

の基準は、１）同一の目的に対して複数の業務を実現するための複数のデータファイルが

ある、２）時系列情報を含んでいる、３）空間情報を含んでいる、とした。19のフォルダ

のうち、最もこの条件に合致するファイル数が多かったのは「15.被災者支援会議資料」

におけるデータセットであった。 

「15.被災者支援会議資料」は、「全 51ファイル」から構成されていた。内訳は「エクセ

ルは 35ファイル、ワードは 3ファイル、PDFは 13ファイル」であった。その中で、被災者

支援会議報告書は、日ごとに生活再建支援のための件数等を報告しており、第 1 回から第

18回（7/23-11/29）のファイルで構成されている。だだし、第 12回が 2回実施されている

ため、計 19 ファイルを対象とした。対象とした理由は、１）被災者支援を目的とした業務

群である、２）会議報告書のテンプレートに沿って時系列的に業務の進捗が報告されている、

３）一部のデータに関しては空間情報を含んでいる、以上のことからこのファイルを選択し

た。 

 

表８．被災者支援会議報告書（一部抜粋） 
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2.1.3.7 データ分析による業務構造の解明（業務カテごとの時系列変化） 

報告書のデータ項目を抽出し、業務カテゴリごと（相談業務、見舞金・義援金等、減免制

度、住宅被害支援、被害認定調査、避難者支援）に階層的に整理し、第 18回までに扱われ

た項目を特定した。特定した項目に沿って、各会で報告された件数（報告値）を一覧表形式

で整理したことにより、被災者支援を進める上で必要な情報とその時系列変化を分析する

ことで業務構造を明らかにした。 

 

 

図１２．相談業務の時系列的業務の推移 

 

 

図１３．見舞金・義援金等の時系列的業務の推移 

 

 

図１４．減免制度の業務の推移 
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図１５．住宅被害支援の業務の推移 

 

 

図１６．被害認定調査の業務の推移 

 

 

図１７．避難者支援の業務の推移 

 

2.1.3.8 データ分析による業務構造の解明（クラスター分析） 

 被災者支援業務データセットに対し、クラスター分析を実施した。クラスター分析とは、

異なる性質の業務が混ざり合った集団から、互いに似た性質を持つものを集め、クラスター

を作るための分析である。分析の目的は、各業務の累積頻度をもとに業務量の発生に対する

時系列パターンを解析するためである。対象業務の実施期間は、7月 23日～11月 29日（130

日間）であった。結果をデンドログラム（クラスター分析において各個体がクラスターにま
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とめられていくさまを樹形図の形）で表示した。 

 クラスター分析の結果に対し、担当部署を表示するとともに意味づけを実施した結果を

図 18に示す。22業務を分析したところ、業務量の発生パターンから３つのクラスターを読

み取ることができた。３つのクラスターの意味づけを検討したところ、「応急期に業務が集

中（図中に赤で表示）」「長期にわたって業務あり（青）」「特定日に業務が集中（黄色）」の

３つであることがわかった。「応急期に業務が集中（赤）」するものは、業務量が発災直後か

ら顕著に高く、時間がたつにつれ、終息していくものである。具体的には「コールセンター」

「被害家屋調査」「罹災証明書の発行」等があった。これらの業務に対しては「発災直後か

らの人員確保必要」であり、応援職員の大量派遣を検討する必要がある。「長期にわたって

業務あり（青）」のものは、業務量が応急期のみならず、長期にわたって発生し、業務量も

一定数継続している。具体的には「減免」「住宅被害による支援」等があった。これらの業

務には「中長期の人員確保必要」であり、一定量の人員を中長期にわたってつける必要があ

る。「特定日に業務が集中（黄色）」の業務は、毎日ではなくある日付や曜日に業務が集中す

るものである。具体的には「義援金・弔慰金」「応急修理」等があった。これらの業務に対

しては、「チーム編成での対応必要」となると考えられる。 

 

 

図１８．被災者支援業務におけるクラスター分析結果と意味付け 

 

特定日に業務が集中
→チーム編成での対応必要
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図１９．茨木市全庁による被災者支援業務量（被災者支援会議データ分析）業務量多 

 

 

図２０．茨木市全庁による被災者支援業務量（被災者支援会議データ分析）業務量少 
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2.1.4 平成 30年大阪北部の地震の業務タイムラインの構造化分析 

2.1.4.1 業務タイムラインの構造化分析ツールの開発コンセプト 

本プロジェクトにおいては、実災害における基礎自治体の業務に対し、構造化分析を実

施した。今後に向けて、１）これらの成果の公開、２）自治体を含む組織・団体から災害

対応業務検討の実施を促進、３）成果を広く共有、を実施するためのツールを開発した。 

主要目標：タイムラインにそった災害対応業務の分析ツールを開発・実装する 

開発コンセプト： 

１） 本プロジェクトの成果を公開・共有する 

２） 自治体を含む組織・団体から災害対応業務検討の実施を促進 

３） 構造化された成果を広く共有する 

具体化策： 

１） WBS、アクションカードのコンセプトを援用 

２） 組織内で、複数人が作業を実施する中で、Webを介することで、作業同期を可能

にする 

３） 組織外には、成果を公開し、データの利活用を促進する 

援用コンセプト： 

１）WBS：プロジェクトマネジメントにおいて、業務実施計画の基礎となる。WBSと

は、Work（作業を）Breakdown（分解）Structure（構造化）の意味。プロジェク

トを構成する作業を分解して構造化する手法であり、作業を分解してできた最小

単位をワークパッケージといい、業務量・所要時間の見積もりやタイムライン検

討の元とすることができる。 

２）アクションカード：アクションカードとは、構造化された業務を現場で実施する

際に、個々の役割に対する具体的な指示が書き込まれた指示書。日ごろから訓練

等で身に着けた知識や経験をこの指示書で補完しながら業務を進める。 
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2.1.4.2 業務タイムラインの構造化分析ツールの開発 

1) 一元的なデータベースの検討・開発 

データベースの機能検討と設計検討を実施した。 

 

 
図２１．データベースの機能検討 

 

 
図２２．データベースの設計検討 
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2）アプリケーション機能の検討・開発 

アプリケーション機能を、１）自治体職員をユーザとして想定し、使いやすさを追求、

２）研究・分析が可能となる機能を追求し、開発した。 

●制約条件と業務構造の関係性における要件整備 

 プロジェクトの進捗を管理し、状況を俯瞰的に見るようにする 

 業務ログを記録するインターフェーズを用意する 

 ログは階層的に管理し、任意の階層においてログの参照を可能とする 

●WBSマネジャーへの拡張機能の設計・開発 

 単独ユーザ利用を想定した機能の拡張 

 外部アプリケーションとの連携機能強化 

 柔軟な権利機能の拡張 

●分析機能の設計・開発 

複数組織・複数業務を包括的に管理し、任意のフィルターで比較・分析が可能となるシ

ステム機能を開発した。 

●実データを用いた各機能の検証 

実データを用いた単体テストおよび統合テストを行い、機能検証を完了した。 

 
2.1.4.3 業務タイムラインの構造化分析ツールの公開・実装 

 業務タイムラインの構造化分析ツールは「WBS-M/ACE（Work Breakdown Structure 

Manager / Action Card Editor）」と名付け、公開・実装した。 

 実装・公開にあたっては、マニュアル「WBS-M/ACE（個人版）：使い方」について併せて

公開した。 

 
WBS-M/ACE（個人版）：使い方 

 
► WBS-Mamager の使い方 

• 1．WBS-Manager のインストール方法 

• 2．初めて利用する場合は、サインアップをしましょう 

• 2-1．サインアップのページにアクセスする 

• 2-2．サインアップに必要な情報を入力する 

• 2-3．登録を完了し、ログイン後の画面を確認する 

• 3．ログインして利用を開始する 

• 3-1．ログインのページにアクセスする 

• 3-2．ログインに必要な情報を入力する 

• 3-3．ログインを完了し、個人プロジェクトページに移動する 

• 4．プロジェクトを作成する 

http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#2-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#2-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#2-3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#3-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#3-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#3-3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#4
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• 4-1．新規プロジェクトを登録する 

• 4-2．プロジェクト名を決定する 

• 4-3．プロジェクト登録を完了する 

• 5．プロジェクトを選択し、WBS 作成を開始する 

• 5-1．プロジェクト一覧を確認する 

• 5-2．プロジェクトを選択する 

• 6．WBS-M：画面の構成をまなぶ 

• 6-1．「一時ツリー」部分 

• 6-2．「ツリー」部分 

• 7．WBS-M：仕事を作成・編集する 

• 7-1．仕事を作成する 

• 7-2．仕事を編集する 

• 7-3．仕事を削除する 

• 8．WBS-M：仕事を移動させて階層化する 

• 8-1．仕事をある仕事の下の階層に移動する 

• 8-2．仕事を移動させて順番を変える 

• 9．WBS-M：その他の機能を知る 

• 9-1．プロジェクト名を変更する 

• 9-2．他で作成された WBS を読み込む（bfdjson 形式） 

• 9-3．別ファイルに保存する（bfdjson 形式） 

• 9-4．ある仕事に対して、下階層の仕事を直接追加する 

• 9-5．ある仕事の前後に、仕事を直接追加する 

• 9-6．ログアウトし終了する 

• 9-7．パスワードを変更する 

 
► Action-Card-Editor の使い方 

• 1．Action-Card-Editor を起動する 

• 1-1．Action-Card-Editor のインストール 

• 1-2．Action-Card-Editor のメイン画面へ移動する 

• 2．仕事を Action-Card の形にまとめる 

• 3．Action-Card を PDF で書き出す 

• 4．Action-Card 上で微修正を行う 

► WBS-Mamager の使い方 

http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#4-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#4-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#4-3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#5
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#5-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#5-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#6
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#6-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#6-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#7
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#7-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#7-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#7-3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#8
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#8-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#8-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-4
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-5
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-6
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#9-7
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a1-1
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a1-2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a2
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a3
http://gclab.sus.u-toyama.ac.jp/wbs-mace/how_to_use.html#a4
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1．WBS-Manager のインストール方法 

WBS-Manager は、インストールすることなく利用いただけます。 

いま、このページを見ているウェブブラウザがあれば、それ以上に何も必要ありません。 

ただし、インターネットを通してシステムを利用するため、予期しない動きを防ぐためにも、安定的

なネット環境下で利用ください。 

2．初めて利用する場合は、サインアップをしましょう 

WBS-Manager や Action-Card-Editor を利用する場合は、サインアップが必要です。 

サインアップは、ユーザ名と Email アドレスを入力し、パスワードを設定するだけです。 

これで、WBS-M/ACE（個人版）のすべての機能を利用いただけます。 

2−1．サインアップのページにアクセスする 

画面上部のメニューから「使ってみる」→「サインアップ」と選択してください。 

下図のような画面が表示されます。 

 

2−2．サインアップに必要な情報を入力する 

表示された画面の中で、上から順に入力してください。 

・ユーザ名：利用者のお名前を記入ください。 

・メールアドレス：利用しているメールアドレスを記入ください。ログイン時に必要となります。 

・パスワード：ログイン時のパスワードを記入してください。推測しづらく、忘れないパスワードとし

てください。 
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・利用目的：WBS-M/ACE を利用する理由や目的について教えてください。 

これらを入力し終えたら、下部にある「登録」ボタンを選択してください。 

 

2−3．登録を完了し、ログイン後の画面を確認する 

前項目の作業を終えたら、自動的にログイン後の画面に遷移します。 

下図のような画面が表示されれば、登録とログインは完了です。 

もしも表示されない場合は、「お問い合わせ」から、管理者まで問い合わせてください。 

 

3．ログインして利用を開始する 

初めてサインアップしたときは、自動的にログインされます。この場合、本手順は不要です。 

一度、ログアウトしたときは、ログインをすることで、自分のプロジェクトや WBS を参照・編集する

ことができます。 
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3-1．ログインのページにアクセスする 

画面上部のメニューから「使ってみる」→「WBS-M/ACE ログイン」と選択してください。 

下図のような画面が表示されます。 

 

3-2．ログインに必要な情報を入力する 

表示された画面の中で、上から順に入力してください。 

・メールアドレス：サインアップ時に登録したメールアドレスを入力ください。 

・パスワード：サインアップ時に登録したパスワードを入力してください。 

» パスワードを忘れた場合、管理者側でのみリセットできます。 

これらを入力し終えたら、下部にある「ログイン」ボタンを選択してください。 
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3-3．ログインを完了し、個人プロジェクトページに移動する 

ログインが完了すると、個人のプロジェクトページに移動します。 

下図のような画面が表示されれば、ログインは完了です。 

もしも表示されない場合は、「お問い合わせ」から、管理者まで問い合わせてください。 

 

4．プロジェクトを作成する 

WBS で整理する業務全体を「プロジェクト」と呼んでいます。 

まずは、プロジェクトの名前を決めて、WBS を作成するための場を作成します。 

4-1．新規プロジェクトを登録する 

画面左側のメニューから「新規プロジェクト登録」を選択してください。 

下図のような画面が表示されます。 
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4−2．プロジェクト名を決定する 

プロジェクト名を考えてください。WBS 作成の対象となる業務名でもかまいません。イベント名でも

かまいません。 

プロジェクト名が決まったら、下図のように「プロジェクトタイトル」に入力します。 

入力を終えたら、下部にある「登録」ボタンを選択してください。 

 

4−3．プロジェクト登録を完了する 

新規プロジェクトの登録が完了すると、プロジェクト一覧の画面に移動します。 

下図のように、前手順で作成したプロジェクト名が一覧に表示されていれば成功です。 

 

5．プロジェクトを選択し、WBS 作成を開始する 

いよいよ、WBS-Manager を利用して、業務や仕事を構造的に整理します。 

どのプロジェクトで WBS を作成しますか？そのプロジェクトを選びましょう。 
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5−1．プロジェクト一覧を確認する 

画面左側のメニューから「プロジェクト一覧」を選択してください。 

下図のような画面が表示されます。 

（前手順を実施していた場合、すでに下図が表示されているはずです。） 

 

5−2．プロジェクトを選択する 

「タイトル」の下に並んだプロジェクトから、WBS 作成・編集を行うプロジェクトを選択してください。 

プロジェクトが選択されると、下図のような WBS-Manager のメイン画面に移動します。 

 

6．WBS-M：画面の構成をまなぶ 

WBS-Manager では仕事カードが 1 つの単位となります。その仕事カードを作成・編集し、階層的

に整理することで WBS を作成していきます。 

しかし、いきなりすべての仕事カードをきれいに整理することは困難です。 
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WBS-Manager では、その構造的な整理を支える機能と画面が整備されています。 

この画面の中では、仕事カードの階層的な構造を「ツリー」と呼んでいます。 まずは、画面の構成

をまなびましょう。 

6-1．「一時ツリー」部分 

画面左上の領域は「一時ツリー」を管理する部分です。 

整理に迷った仕事カードや、仕事カードのかたまりを一時的に待避させる場所です。 

操作方法は後述しますが、ドラッグ＆ドロップで仕事カード・そのかたまりを移動して、保管しておく

ことができます。 

具体的な領域は、下図の赤枠で囲んだ部分です。 

 

6-2．「ツリー」部分 

画面左下の領域は、整理された結果となる「ツリー」を管理する部分です。 

仕事を作成したり、作成された仕事を階層化して、ゴールを目指す部分です。 

この領域で整理された仕事が、画面右側と連携し、様々な角度から仕事の構造を見ることができ

ます。 
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具体的な領域は、下図の赤枠で囲んだ部分です。 

 

7．WBS-M：仕事を作成・編集する 

WBS-Manager では仕事が 1 つの単位（整理する上での最小の単位）となります。その仕事を作

成・編集し、階層的に整理することで WBS を作成していきます。 

まずは、仕事を作成・編集しましょう。 

7-1．仕事を作成する 

「ツリー」や「一時ツリー」の文字横にある「＋」マークを選択します。 

すると、「ツリー」「一時ツリー」の領域内に「○○が○○を○○する」という空の仕事が作成されます。 

下図では、「ツリー」に新規の仕事を作成した結果の例です。 

 

 



 
 

41 
 

7-2．仕事を編集する 

前手順で作成されたのは空の仕事です。なので、主語も述語も目的語も「○○」になっています。 

これを編集してみましょう。編集したいときは、その仕事を選択し、右クリックをしてください。メニュ

ーが表示されます。 

下図のように、表示されたメニューから「編集」を選択してください。 

 
仕事の編集画面が表示されます。上から、主語、目的語、述語と並んでいます。 

編集したい部分を選択し、追記したり書き換えたりしてください。 

また、仕事をより確実に実施するために必要な情報として「ノウハウ（コツ）」や「希少資源」、仕事

を管理するための「タグ」なども追加できます。 

必要に応じて追加してください。追加する場合は「＋」マークを選択してください。 

編集を終えたら、下部にある「更新」を選択してください。 

下図は、主語・目的語・述語を修正し、ノウハウを追加した結果の例です。 

 

「更新」を選択すると、メイン画面に戻ります。編集結果が正しく反映されていることを確認しましょ
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う。 

 

7-3．仕事を削除する 

仕事は修正するだけではありません。もちろん、不要な仕事は削除できます。 

では、何かの仕事を削除してみます。削除したいときは、編集と同じように、削除の対象となる仕

事を選択し、右クリックをしてください。メニューが表示されます。 

表示されたメニューから「削除」を選択してください。 

ここで注意が必要です。もしも、選択した仕事の下の階層に別の仕事が含まれていた場合、下の

階層も含めて仕事が削除されます！ 

「下の階層」という考え方は、次の手順の中で説明があります。「下の階層」がわからないのであ

れば、「下の階層」に仕事が含まれていることもないはずなので、大丈夫です。 

下図は、「事務局がコンペの景品を購入する」という仕事を削除する例です。その仕事が削除され

たのがわかりますか？ 
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8．WBS-M：仕事を移動させる 

作成された仕事が多くなってくると、仕事のすべてを把握することは困難です。そのような場合に

は、階層化して整理しましょう。 

仕事を階層化する場合は、上の階層にある仕事を達成するために、下の階層にある仕事を実施

するという、ある意味で「目的」と「目的達成のために実施する仕事」という関係で整理する方法が

わかりやすいです。 

仕事をまとめる目安は「7 つ」としています。7 つ以上の仕事が横並びの状態になった場合、階層

化することをおすすめします。 

また、仕事の順番を見直してみると、先に実施すべきこと、後に実施すべきことが逆になっている

場合もあります。そのような場合は、仕事を移動させ順番通りに並べます。 

それでは、仕事を階層化・移動しましょう。 

8-1．仕事をある仕事の下の階層に移動する 

ある仕事は、別の仕事より小さい単位の仕事、つまりは、別の仕事を達成するために実施する細

かな作業であるとします。 

このような場合、別の仕事の下に、作業のような小さな仕事を整理したいということになります。 

手順としては、まず移動させたい仕事をクリックしたままの状態にします。そのまま、動かしてみて

ください。仕事が画面内でマウスカーソルに合わせて動きます。 

この状態で、下に入れたい仕事に重ねて、クリックの状態を外してください。 

仕事が移動するとともに、インデント（少し右にズレる）されます。番号も変わったことがわかると思

います。 

（クリックしたまま移動させ、クリックの状態を外すことを「ドラッグ＆ドロップ」といいます） 

下図では、仕事をクリックした状態での移動、移動した後に重ね合わせて下の階層に移動させた
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結果を示しています。 

 

 

この作業を繰り返すと、たとえば下図のように 1 つの仕事の下に 5 つの仕事を位置づけることが

できます。これで、仕事が階層化されました。
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8-2．仕事を移動させて順番を変える 

前手順と同様にして、仕事をドラッグ＆ドロップすることで、仕事を移動できます。 

順番を入れ替える場合は、移動させたい場所に四角の枠が出るまでゆっくり移動させ、少し待ち

ます。すると枠が出てきます。 

その場所で問題なければ、クリックした状態を外せば仕事がその場所に移動します。 

仕事の番号を見てもらえれば、順番が入れ替わったことがわかるはずです。 

下図の例は、「1-4」の仕事をドラッグして、「1−2」の後に移動させる様子を表しています。結果とし

て、「1-3」と「1-4」が入れ替わっていることがわかるはずです。

 

9．WBS-M：その他の機能を知る 

WBS-Manager では、上記の機能を使いこなせれば、十分に WBS を作成することは可能です。た

だ、より使いやすく、安心に利用していただくために、様々な付加的な機能を準備しています。 
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場合によっては使う機会があまりないかもしれません。 

余力があれば、他の機能についても知り、活用してみてください。 

9-1．プロジェクト名を変更する 

一度作成したプロジェクト名は変更できませんか？いいえ、いつでも変更できます。 

WBS 作成開始時に完全なプロジェクト名を定義できているとも限りません。そのような場合、修正

することも可能です。 

具体的には、表示されているプロジェクト名の上で右クリックすると、メニューが表示されます。 

表示されたメニューから「編集」を選択してください。「タイトル編集」という画面が表示されます。 

その中で、新しいプロジェクト名を入力し、「更新」を選択すれば、プロジェクト名を変更・修正する

ことができます。 

下図の例は、「第 1 回 ○○○○コンペ大会」から「第 1 回 ○○○○競技大会」に修正する様子を表して

います。 
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9-2．他で作成された WBS を読み込む（bfdjson 形式） 

WBS-Manager では、必ずゼロから WBS を作成する必要はありません。場合によっては、他の誰

かが作成した WBS を拝借し、アレンジして利用することも可能です。 

（必ずオリジナル WBS の作成者の許諾をとってください。） 

このような場合、WBS-Manager では「bfdjson」という特殊な形式で保存されたファイルで WBS の

交換を行います。 

つまり、他者が作成した「bfdjson」を、自分の WBS のツリーに読み込み、変更や修正することが

できます。 

bfdjson を事前に入手していることを前提として、以下の手順で実施します。 

まず、画面左上にある「メニュー」を選択してください。すると、メニューが表示されます。 

その中から、読み込む領域（ツリー領域もしくは一時ツリー領域）に合わせて、「bfdjson インポート

(ツリー)」もしくは「bfdjson インポート(一時ツリー)」を選択します。 

するとファイル選択の画面が表示されます。この画面で事前に準備した bfdjson 形式のファイルを

指定し、「決定」を選択します。 

もしも、読み込む WBS データ（bfdjson）に保存されたプロジェクト名を採用し、現行のプロジェクト

名を上書きする場合は、画面内の「タイトルを上書きする」にチェックをつけてから、「決定」を選択

してください。 

たったこれだけで、他の WBS を読み込むことができます。あとは、自由に編集しましょう。 

なお、下図は、別業務で作成した「懇親会の幹事業務」を一時ツリーに読み込む様子を表していま

す。 
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9-3．別ファイルに保存する（bfdjson 形式） 

WBS-Manager では、仕事の追加や編集を行うと、リアルタイムで WBS が保存されます。これは、

クラウドシステムの良さですが、万が一、システム停止によってデータが消える場合も想定されま

す。また、一度修正してしまうと、以前の状態に戻せないのも困りものです。 

くわえて、前述のように、他者と WBS の成果を共有する必要性も考えられます。 

このような事態に対して、WBS-Manager では「bfdjson」という特殊な形式で、WBS を各自のパソコ

ンに保存することができます。 

具体的には、画面左上にある「メニュー」を選択してください。すると、メニューが表示されます。 

その中から、書き出す領域（ツリー領域もしくは一時ツリー領域）に合わせて、「bfdjson ダウンロー

ド(ツリー)」もしくは「bfdjson ダウンロード(一時ツリー)」を選択します。 

すると自動的にプロジェクト名と領域名が付記された bfdjson ファイルがダウンロードされます。 

必要に応じて、WBS のバックアップや他者との共有のために利用ください。 

なお、下図は「第 1 回 ○○○○コンペ大会」のツリーで整理された WBS を別ファイルに保存する様
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子を表しています。 

 

 

9-4．ある仕事に対して、下階層の仕事を直接追加する 

これまで説明した流れでは、空の仕事を作成し、仕事を編集した後に、仕事を移動させて別仕事

に重ね合わせ、その下階層の仕事として整理しました。 

しかし、手順は少々面倒なところがあります。 

このような場合、下階層に仕事を作成したい仕事を選択し、直接、仕事を追加することができま

す。 

具体的には、下階層に仕事を作成したい仕事を選択します。そして、右クリックを行い、「子に追

加」を選びます。すると、選んだ仕事の下階層に、1 つの空の仕事が追加されます。 

あとは仕事を編集して、主語・述語・目的語を整理してください。 

なお、下図は「事務局がコンペ日程を調整する」の下階層に仕事を追加する様子を表しています。 
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9-5．ある仕事の前後に、仕事を直接追加する 

これまで説明した流れでは、空の仕事を作成し、仕事を編集した後に、仕事を移動させて順番を

整理していました。 

仕事の流れに意識して振り返っていると、仕事のぬけもれおちに気づくこともあります。そのような

場合に、上記の手順では少々面倒なところがあります。 

このような場合、基準となる仕事を選択し、その前もしくは後に、直接仕事を追加することができま

す。 

具体的には、ある仕事を選択します。そして、右クリックを行い、「前に追加」もしくは「後に追加」を

選びます。すると、選んだ仕事の前後に、1 つの空の仕事が同じ階層に追加されます。 

あとは仕事を編集して、主語・述語・目的語を整理してください。 

なお、下図は「事務局がコンペ企画を提案する」の後に、同じ階層の仕事「事務局がコンペ企画を

○○する」を追加する様子を表しています。 
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9-6．ログアウトし終了する 

WBS-Manager で編集した WBS は、リアルタイムに保存されるため、いつ終了しても、その時点か

ら再開できます。 

WBS-Manager の終了は、ブラウザを閉じるだけです。 

もし、他の利用者が同じ PC を利用するような場合、ログアウトが必要です。以下の手順で、ログ

アウトし、ログイン画面まで戻ることができます。 

まず、WBS-Manager の画面が開いていれば、ブラウザの「戻る」ボタンで、「プロジェクト一覧」の

画面に戻ってください。 

画面が切り替わったあとで、左側のメニューから「ログアウト」を選択してください。ログイン画面に

移動します。 

下図は「WBS-Manager」から「プロジェクト一覧」に戻り、ログアウトする流れを示しています。 
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9-7．パスワードを変更する 

利用者のパスワードについては、復元できない形で管理されています。そのため、事務局も各利

用者のパスワードを調べることはできません。 

たとえば、パスワードを忘れてしまったら、事務局から新しいパスワードを発行しますが、記憶でき

ないようなパスワードとなります。 

このような場合は、パスワードを変更する必要が出てきます。また、セキュリティ確保の観点から、
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利用者自身で定期的にパスワードを変更することをおすすめします。 

具体的な手順は、以下の通りです。 

まず、現在のパスワードでログインし、利用者のページに移動してください。画面左側のメニュー

から「パスワード変更」を選択します。 

画面右側に、現在のパスワードと新しいパスワードを入力する画面が表示されます。それぞれ、

入力してください。新しいパスワードについては、確認のために同じパスワードを、再度、入力して

ください。 

最後に「更新」ボタンを選択すれば、パスワードの変更は完了です。完了すると「更新しました」と

表示されます。 

 

 

もし、下図のような画面が表示されたら、「現在のパスワードが正しいか」「新しいパスワードと確

認のパスワードが同じか」「新しいパスワードと現在のパスワードが同じになっていないか」「パス
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ワードが十分な文字数（6 文字以上）であるか」を確認し、改めて入力してください。 

 

 

► Action-Card-Editor の使い方 

1．Action-Card-Editor を起動する 

Action-Card-Editor は、WBS-Manager を用いて作成した WBS をもとに、Action-Card の形に自動

的に成形してくれるツールです。 

そのため、Action-Card-Editor は、それ単独では動きません。 

Action-Card-Editor を利用する場合は、WBS-Manager において WBS プロジェクトの編集を行う画

面から移動することで、自動的に起動します。 WBS-Manager と同様に、インターネットを通してシ

ステムを利用するため、予期しない動きを防ぐためにも、安定的なネット環境下で利用ください。 

1−1．Action-Card-Editor のインストール 

Action-Card-Editor は、WBS-Manager と同様に、インストールすることなく利用いただけます。 

いま、このページを見ているウェブブラウザがあれば、それ以上に何も必要ありません。 

1−2．Action-Card-Editor のメイン画面へ移動する 

Action-Card-Editor は、WBS-Manager の仕事を整理していたプロジェクト編集の画面から移動す

ることができます。 

そのため、まずは、WBS-Manager の使い方に沿って、作業するプロジェクトを選択し、WBS のツリ
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ーが表示される画面まで移動してください。 

次に、画面左上の「メニュー」を選択し、「アクションカード生成」を選択します。 

すると、自動的に Action-Card-Editor のページが開きます。 

下図は、WBS-Manager の画面から、メニューを開き、Action-Card-Editor を開くまでの流れを表し

ています。 

 

 

2．仕事を Action-Card の形にまとめる 

Action-Card-Editor では、すでに作成された WBS の仕事構造を参照し、利用者が指定した範囲

の仕事を、自動的に Action-Card の形に整えてくれます。 

そのため、利用者としては、対象となる仕事を選び、「決定」ボタンを押すだけが作業となります。 

ここで、対象となる仕事の選び方ですが、下階層に配置された仕事を「Action-Card：作業指示書」

として他者に渡すことを想定した設計となっています。 

どれか 1 つの仕事を選んで「決定」を選択すると、Action-Card-Editor は、その下階層にある仕事

を並べ、1 つの Action-Card を作成します。 

もしも、WBS-Manager 側で仕事を選んだ状態から、Action-Card-Editor を起動した場合、選択した
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仕事を構成する下層の仕事を Action-Card としてまとめた画面が、初期画面として表示されます 

下図では、「1．事務局がコンペ企画を提案する」を選択した場合です。「決定」を選択すると、画面

下部に印刷可能な Action-Card が自動的に表示されます。 

WBS の階層に従って、下階層の仕事が並んで表示されていることを確認できましたか？ 

ここまでくれば、必要に応じて、印刷や PDF の書き出し、微修正等を行うことができます。 

 

 

3．Action-Card を PDF で書き出す 

前手順で表示された画面において、「PDF 出力」ボタンを押すだけです。 

「PDF 出力」を選択したら、システム内で PDF を作成し、ブラウザが自動的に PDF ファイルをダウ

ンロードします。 

ダウンロードされた PDF を開いて、Action-Card が正しく作成されているか、確認しましょう。 

下図では、「PDF 出力」を選択し、ダウンロードが完了した様子を表しています。 
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4．Action-Card 上で微修正を行う 

Action-Card-Editor の画面で、ある仕事を選択し「決定」ボタンを選択すると、ボタンの種類が増え

たはずです。これは手順 1 で実施したことです。 

この画面は印刷のためだけではありません。いざ、印刷という段階で「主語に誤字が発覚した」

「目的語の一部の文字が欠けていた」といったことがあるでしょう。 

WBS そのものを修正することが大前提ですが、場合によっては「今だけ、少し修正して印刷しよ

う」ということも考えられます。 

このような場合、いま見ている画面で微修正を行うことができます。しかし、気をつけなければなら

ないことは、「この画面で微修正した場合、WBS には反映されない」ことです。 

きちんと修正し、保存しておきたい場合は、必ず WBS-Manager で修正してください。 

微修正を行う場合は、仕事（主語、述語、目的語）をダブルクリックします。そうすると、主語・述語・

目的語が編集できる状態になります。修正後は「決定」を選択し、確定します。 
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下図は、対象とした仕事自体の主語を「事務局」から「事務局長」に修正した例を表しています。

（もちろん、下階層の仕事も微修正の対象です） 
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2.1.5 平成 30年大阪北部の地震の人流・交通流の連関・影響度分析 

 平成 30年大阪北部の地震におけるインフラや道路網等被害や対応等のデータの整理お

よび可視化を行い、災害時における標準的な対応手順等の可視化のニーズに基づく災害対

応における戦略的意思決と状況認識の統一を実現した。ストーリーマップを作成して新た

な知見の導出検討を実施した。ストーリーマップとは、ストーリーマップは Web GIS の

プラットフォームである ArcGIS Online および Portal for ArcGIS で作成・利用でき

る、地図とさまざまなコンテンツ（テキスト、画像、動画）を組み合わせたアプリケーシ

ョンであり、この機能を援用した。 

整理したデータのリストおよび可視化のイメージをカテゴリ別に示す。収集したデータ

は、１ハザード、２緊急通報、３公共施設、４建物、５ライフライン、６交通流、７人

流、８避難所、９統合マップにカテゴリ分けを行い、その情報の項目、粒度、情報管理の

単位により各カテゴリ内を更に細分化して整理した。各情報の主体は、茨木市や NEXCO 西

日本など、本プロジェクトにより指定された組織となっている。 

可視化は、被害情報および対応結果情報を空間的に可視化するための方策として、空間

情報への変換を行いマップ形式で可視化すると共に、時間属性を有するデータについては

タイムスライダーにより時系列アニメーション表現が可能な形式で可視化した。また、各

カテゴリ内の可視化に加え、最後に統合マップとして全データを同一マップ内に可視化す

る事で、カテゴリ間の関係を分析できるようにした。更に、新たな知見を導出できそうな

情報については、マップと共にチャートやインジケータなどのインフォグラフィックスを

使ってより高度な可視化が可能なダッシュボードやインサイツと呼ばれるアプリケーショ

ンを利用した。 

 

表９．ハザード情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

1.1 震源位置 気象庁が発表した震源位置のポイントデータ 

1.2 震度分布 防災科研の研究成果である「リアルタイム地震

被害推定情報」を元にリアルタイム地震・災情

報利用協議会が公開する「250m メッシュ強震

動分布」のメッシュデータ、震度により色分け

表示。 

1.3 活断層 産業総合技術研究所が収集し公開している活断

層データベースのラインデータ 

1.4 余震位置 

（時間対応） 

気象庁が発表した余震位置のポイントデータ、

マグニチュードにより円のサイズを変えて表

示。 
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2.1.5.1 ハザード情報の可視化 

ハザード情報を GIS上に表示した画面を示す。「震源・震度・活断層」タブでは、本震の

震源と同心円（1, 3, 5, 10, 20, 30km）、震度分布と活断層の位置関係を可視化した。「余

震」タブでは、気象庁一元化処理震源リストからマグニチュード 1以上、深さ 50km未満、

本震から±0.2度内、１ヶ月以内の地震を抽出した余震を、そのマグニチュードを円シン

ボルの半径としてタイムスライダー付の時系列アニメーションとして可視化した。 

 

 

 

図２３．ハザード情報を表示した画面 

 

2.1.5.2 緊急通報情報のデータ整理 

茨木市消防への緊急通報を整理して可視化した。登録した緊急通報情報のデータリスト

を示す。 

 

表１０．緊急通報情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

2.1 緊急通報 

（消防） 

（時間対応） 

茨木市消防への緊急通報を、住所を元に時系列のポイント

データに変換した。以下の分類によりポイントを GISに色

分け表示している。 

一般負傷／急病／火災／火災（誤報）／救助／救急支援／

その他 
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緊急通報情報を GIS上に表示した画面を示す。「緊急通報（茨木市）」タブでは、緊急通

報をタイムスライダー付の時系列アニメーションとして可視化した。「緊急通報分析（ダ

ッシュボード）」タブでは、時系列通報数チャート、通報種類別通報数チャート、年齢層

別通報数チャート、男女別通報数チャート、震度別通報数チャート、およびマップから構

成されるダッシュボードを可視化した。 

「緊急通報分析（インサイツ）」タブでは、マップに加え、時系列の男女別通報数、年

齢層と男女別通報数、消防署別の時系列通報数、震度と年齢層別通報数、通報数と建物被

害の相関などをチャートで可視化した。 

 

 

 

 
図２４．緊急通報情報を表示した画面 
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2.1.5.3 公共施設情報のデータ整理 

消防以外の部署にて集約された公共施設の被害情報を整理して可視化した。整理した被

害情報のデータリストを示す。 

 

表１１．公共施設被害情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

3.1 被害報告（建設管

理課） 

建設管理課の被害報告を、住所を元にポイント

データに変換した。ポイント位置を GISに表示

している。 

3.2 被害報告（その他

部署） 

（時間対応） 

建設管理課以外の他部署の被害報告を、住所を

元に時系列のポイントデータに変換した。ポイ

ント位置を GISに表示している。対象の部署は

以下の通りである。 

スポーツ推進課／学童保育課／居住政策課／市

街地新生課／市民課／市民協働推進課／施設課

／審査指導課／水道総務課／生活福祉課／中央

図書館／都市政策課／農とみどり／文化振興課

／保育幼稚園事業課／歴史文化財課 

 

2.1.5.4 公共施設情報の可視化 

「公共施設被害（茨木市）」タブでは、各課が集約した被害情報をタイムスライダー付き

の時系列マップとして可視化した。「公共施設被害分析（ダッシュボード）」タブでは、更

に細かい分析を行うためマップに加え、時系列の被害情報数チャート、課別の被害報告比

率のパイチャート、被害報告内容のリストを配置した。 
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図２５．公共施設の被害を表示した画面 

 

 

2.1.5.5 建物被害情報のデータ整理 

茨木市でのり災証明書発行のための建物被害認定調査結果と応急危険度判定結果を登録

した。登録した建物被害情報のデータリストを示す。 

 

表１２．建物被害情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

4.1 り災証明書の建物

被害認定 

茨木市で発行したり災証明書のため建物被害認

定の位置をポイントデータに変換した。以下の

分類によりポイントを GISに色分け表示してい

る。 

全壊／半壊／一部損壊 

4.2 応急危険度判定 茨木市での応急危険度判定の位置をポイントデ

ータに変換した。以下の分類によりポイントを

GISに色分け表示している。 

危険／要注意／調査済 
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2.1.5.6 建物被害情報の可視化 

 「応急危険度判定（茨木市）」タブでは、危険度判定別に色分けされた建物位置を地図

上にプロットした。「り災証明（茨木市）」タブでは、り災証明書の発行記録を被害程度区

分で色分けし地図上にプロットした。「り災証明と応急危険度判定分析（インサイツ）」タ

ブでは、更に高度な分析を可能にするため、これらのデータをいくつかのインフォグラフ

ィックスを配置して可視化した。 

 

 

 

 

図２６．建物被害情報を表示した画面 
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2.1.5.7 ライフライン情報のデータ整理 

茨木市でのライフライン情報として停電地区およびガス供給停止地区を整理して可視化

した。 

 

表１３．ライフライン情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

5.1 停電地区 

（時間対応） 

茨木市が集約した停電地区の情報を町丁目ごと

にポリゴンとして表示している。 

5.2 ガス供給停止地区 

 

茨木市が集約したガス供給停止地区の情報を町

丁目ごとにポリゴンとして表示している。 

 

 

2.1.5.8 ライフライン情報の可視化 

停電地区情報およびガス供給停止地図を GIS上に表示した画面を示す。 

「停電地区（茨木市）」タブでは、停電地区を示す町丁目ポリゴンを、タイムスライダ

ーにより時系列変化をアニメーション表示できるよう可視化した。 

「ガス供給停止地区（茨木市）」タブでは、ガス停止地区を示す町丁目ポリゴンを、タ

イムスライダーにより時系列変化をアニメーション表示できるよう可視化した。 

「停電地区とガス停止地区（茨木市）」タブでは、停電とガス停止の位置関係を分析で

きるよう両者を同一マップ上に重ねて可視化した。 

 

 

図２７．ライフライン情報を表示した画面 
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2.1.5.9 交通流情報のデータ整理 

茨木市周辺での交通流情報として、通行実績情報および高速道通行止情報を整理して可

視化した。可視化した交通流情報のデータリストを示す。 

 

表１４．交通流情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

6.1 パイオニア通行実

績情報 

パイオニアのカーナビゲーションを搭載した車

両に関する通行実績情報のあった道路をライン

として表示している。 

6.2 NEXCO西日本 

高速道通行止情報 

NEXCO西日本から提供された通行止めとなった

高速道をラインとして表示している。 

 

 

2.1.5.10 交通流情報の可視化 

通行実績情報および高速道通行止情報を GIS上に表示した画面を示す。 

「通行実績（パイオニア）」タブでは、パイオニアから提供された通行実績情報をライ

ン形式でマップ上に表現し、タイムスライダーにより時系列の変化をアニメーションとし

て可視化できるように作成した。 

「高速道通行止（NEXCO西日本）」タブでは、NEXCO西日本から提供された高速道通行止

情報をライン形式でマップ上に表現し、タイムスライダーにより時系列の変化をアニメー

ションとして可視化できるように作成した。 

「通行実績と高速道通行止」タブでは、通行実績と高速道通行止の位置関係を分析でき

るよう両者を同一マップ上に重ねて可視化した。 
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図２８．交通流情報を表示した画面 
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2.1.5.11 人流情報のデータ整理 

茨木市周辺での人流情報として混雑統計、人流情報および鉄道運行情報を登録した。登

録した人通流情報のデータリストを示す。 

 

表１５．人流情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

7.1 混雑統計（ゼンリ

ンデータコム） 

ゼンリンデータコムが提供している、スマート

フォンから取得した位置を 250mメッシュごと

に集計したメッシュデータを人口数ごとに色分

け表示している。 

メッシュデータは地震前のデータ、地震後のデ

ータおよび地震前後の差分を表示している。 

7.2 人流（Agoop） Agoopが提供しているスマートフォンから取得

した人流の位置をポイントデータで表示してい

る。 

7.3 鉄道運行情報

（DiMAPS） 

国土交通省の DiMAPSが公開した鉄道運行情報

から通行止めの路線をラインで表示している。 

 

 

2.1.5.12 人流情報の可視化 

人流情報および混雑統計を GIS上に表示した画面を示す。 

「人流（Agoop）」タブでは、個々の人流ポイントの時系列の移動をタイムスライダーで

制御可能なアニメーションとして可視化した。 

「混雑統計（発災日）」タブでは、発災日の 250mメッシュ毎の混雑統計をカラーランプ

にて可視化した。これにより、時間帯ごとの人流滞留メッシュを可視化することができ

た。 

その他、分析用に「混雑統計（前週との差分）」タブ、「混雑統計分析（ダッシュボー

ド）」タブを作成した。 
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図２９．人流および混雑統計を表示した画面 

 

 

2.1.5.13 避難所情報のデータ整理 

茨木市から提供された避難所情報を整理して可視化した。登録した避難所情報のデータ

リストを示す。 
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表１６．避難所情報のデータリスト 

項番 データ 内容 

8.1 避難所 避難所の位置を住所からポイントデータとし、避難

者数を属性に設定してデータを登録した。避難者数

によって円のサイズを変えて表示している。 

 

 

2.1.5.14 避難所情報の可視化 

避難所情報を GIS 上に表示した画面を示す。 

「避難所（茨木市）」タブでは、避難所の位置を避難者数が半径となる円シンボルで可

視化し、タイムスライダーで操作することで避難者数の時系列な推移を可視化できるよう

に設定した。 

「避難所と罹災証明／応急危険度判定との位置相関」タブでは、両者の位置関係を地図

上で確認できるよう同一マップ上に重ねて可視化した。 

 

 

 

図３０．避難所情報を表示した画面 
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2.1.5.15 統合マップ情報の可視化 

収集したすべての情報を GIS上に統合表示した画面を示す。 

 

 

図３１．統合マップ情報を表示した画面 
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2.1.5.16 ストーリーマップの作成 

収集、整理、可視化した情報は、以下の構成のストーリーマップとして、クラウド型マ

ップを作成した。ストーリーマップの中で、章は左側のアコーディオン型の情報カテゴリ

として、各章の項は上部のタブとして表現した。作成したストーリーマップの内容を示

す。 

表１７．ストーリーマップの内容 

章 情報カテゴリ 1項 2項 3項 4項 

1章 ハザード 震源・震度・

活断層 

余震   

2章 緊急通報 緊急通報（茨

木市消防） 

緊急通報分析

（ダッシュボ

ード） 

緊急通報分

析（インサ

イツ） 

 

3章 公共施設 公共施設被害

（茨木市） 

公共施設被害

分析（ダッシ

ュボード） 

  

4章 建物 応急危険度判

定（茨木市） 

り災証明（茨

木市） 

り災証明と

応急危険度

判定分析

（インサイ

ツ） 

 

5章 ライフライン 停電地区（茨

木市） 

ガス供給停止

地区（茨木

市） 

停電地区と

ガス停止地

区（茨木

市） 

 

6章 交通流 通行実績（パ

イオニア） 

高速道通行止

（NEXCO 西日

本） 

通行実績と

高速道通行

止 

 

7章 人流 人流

（Agoop） 

混雑統計（発

災日） 

混雑統計

（前週との

差分） 

混雑統計分

析（ダッシ

ュボード） 

8章 避難所 避難所（茨木

市） 

避難所と罹災

証明／応急危

険度との位置

相関 

  

9章 統合マップ 統合マップ    
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2.1.5.17 新たな知見の導出検討 

1）緊急通報分析から導出された知見 

「緊急通報分析（インサイツ）」タブでは、時系列通報数チャート、通報種類別通報数

チャート、年齢層別通報数チャート、男女別通報数チャート、震度別通報数チャート、お

よびマップから構成されるダッシュボードを可視化したが、チャート間は相互に連動して

おり、発災直後は女性の高齢者からの通報が多かった事や、数日後は男性の若年層からの

通報が比較的多かった事、通報は震度 6弱エリアに集中している事、などの新たな知見が

導出できた。 

「緊急通報分析（インサイツ）」タブでは、マップに加え、性別ｘ時間チャート、年台

ｘ性別チャート、消防隊ｘ時間チャート、年台ｘ震度チャート、応急危険度判定と通報数

チャートなどで分析を行う事で、前述のダッシュボードでの知見が異なる角度からも確認

でき、更に、特定の消防署に通報対応が集中していた事、震度 5強エリアからの通報は高

齢者からが多いという傾向は確認できなかった事、応急危険度判定は要注意以上が多い地

域と緊急通報数が多い地域には明らかな相関が確認される等の新たな知見が導出できた。 

 

2）公共施設被害分析から導出された知見 

「公共施設被害分析（ダッシュボード）」タブでは、マップに加え、時系列の被害報告

件数を示したバーチャート、課ごとの被害報告件数のパイチャート、被害報告のリストを

配置した。これにより、災害発生からの時間帯ごとに、まず図書館など、その後保育園や

学童保育や居住政策など、そして施設課、スポーツ推進課など、どこの課がどのような被

害報告を行ったかについて新たな知見が導出できた。 

 

3）罹災証明と応急危険度判定分析から導出された知見 

「り災証明と応急危険度判定分析（インサイツ）」タブでは、全半壊家屋や要注意以上

の家屋が特定の町丁目に集中するのではなく比較的分散している事、また、被害は木造家

屋、築３０－６０年に比較的多かった事、１ｋｍメッシュ毎の罹災証明の全半壊棟数と応

急危険度判定で要注意以上の家屋の数には相関が確認できるなど、新たな知見を導出する

事ができた。 

 

4）人流（混雑統計）分析から導出された知見 

「混雑統計（前週との差分）」では、前週の同じメッシュの同じ時間帯の混雑統計と発

災日の統計の差分を可視化した。±1000人／時、+1001～+2000、+2001以上、-1001～-

2000、-2001 以上の差分を色分けして表現した。これにより、地震により特に平常時より

も人流が増加したメッシュ、および人流が減ったメッシュを新たな知見として導出するこ

とができた。 

「混雑統計分析（ダッシュボード）」タブでは、250mメッシュ内の人流を示す混雑統計



 
 

75 
 

の平常時（前週）と発災日の差分データと、茨木市の用途地域ポリゴンをオーバーレイ

し、人流が増減したメッシュの用途を分析することで、人流がどのような特性の地域で大

きく増減したかの知見を導出した。 

これにより、災害発生当日の午前中は住宅地の人流が増加し、逆に商業地の人流が減少

した事が新たな知見として導出できた。これは、公共交通流が停止した事により通勤や通

学、消費活動等ができない人流が住宅地に停滞したためと考えられる。 

 

5）避難所情報分析から導出された知見 

「避難所と罹災証明／応急危険度との位置相関」では、建物被害が多い地域では安全に

自宅に留まれない市民が多く発生し、近隣の避難所では避難者が多くなるという仮説を確

認するため、応急危険度が要注意または危険と判定された建物と避難所を同一マップ上で

重ねて可視化した。その結果、建物被害が集中する地域には多くの避難者が発生している

事が確認でき、新たな知見の導出ができた。 
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3.結論及び今後の課題 

3.1  結論 

本年度は「大阪北部の地震を事例とした実タイムラインの作成」を実施した。 

 

ａ．平成 30 年大阪北部の地震の自治体・企業ヒアリングからの業務構造解明 

地震災害発生後の被害の顕在化、行政機関の対応の実際、地震災害時の都市を支える機能

被災の影響と復旧過程等、大阪北部の地震を事例とした活動手順とその成果や影響等につ

いて、大阪府、茨木市、NEXCO西日本、大阪ガスへのインタビュー調査、関連資料収集等を

実施した。茨木市から提供を受けた「平成 30年大阪府北部の地震にかかる災害対応の実稼

働ファイル」を整理・分析することで、実際の活動を振り返ることができる「実タイムライ

ン」を作成した。被災者支援業務を対象として、詳細な分析を実施することで、１）災害対

応の標準的な仕事を日単位に量を見せる、２）対応のチーム編成は妥当だったのか、応援受

援の必要性の検討を実施するための業務カテゴリの提示、３）被害規模に応じ、業務量、時

系列的変化をシミュレーションできるための基礎資料を整備した。 

   

ｂ．平成 30 年大阪北部の地震の業務タイムラインの構造化分析 

タイムラインは、本来は、災害の発生を前提に防災関係機関が連携し、災害時に発生する

状況を予め想定し共有した上で、「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、防災行動と

その実施主体を時系列で整理した計画である。この枠組みを援用し、各機関・組織の対応を

行った活動手順を系統的に収集・構造化し、その成果をとりまとめ、一覧性の高いタイムラ

イン上に展開することで、それぞれの活動手順の関連性・連携、その影響の実態を検証する。

大阪北部の地震を事例として、整理・構造化した業務の公開ツールの検討・開発、公開・実

装を実施した。自治体職員を中心とした災害対応に関わる組織・団体職員のユーザビリティ

を勘案して組織内共有に適するアプリケーションを開発し、マニュアルとともにシステム

ツールを公開・実装した。また、業務に係る WBSデータ（Workbreak Down Strucure)の比

較・分析が可能になる研究活動に適した、一元的なデータベースについても開発した。また、

実際の現場において災害対応に活用できる ACE（Action Card Editor)機能を開発し、シス

テムツールに搭載した。 

大阪北部の地震と同年に発生した平成 30年北海道胆振東部地震の事例について、比較検

討の対象として検討する。 

 

ｃ．平成 30 年大阪北部の地震の人流・交通流の連関・影響度分析 

 業務継続タイムラインで主要素となるインフラや、道路網の途絶による人流・交通流の連

関や相互の影響度ならびに災害対応、その後の復旧・復興に与える影響度の分析を実施した。

茨木市から提供を受けた「平成 30年大阪府北部の地震にかかる災害対応の実稼働ファイル」、

NEXCO西日本から提供を受けた「高速道路の通行止め情報」、民間から導入した「ポイント
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型流動人口データ」「混雑統計データ」を時空間分析した結果を、GISのストーリーマップ

機能を援用し可視化した。この可視化により「業務実施状況等の情報をテンプレート化」を

前提とすれば、今後発生する災害において「繰り返し発生する業務の可視化が促進され、災

害対応の意思決定が迅速にできる」「地理空間,タイムライン,統計処理を自動で可視化でき

る」ことを検証した。 

 

3.2 今後の課題 

 今後は災害の発生が想定される地域において、組織・団体の災害対応における業務の標準

化に基づく可視化ニーズに対応し、訓練シナリオの構築、実災害対応を想定したタイムライ

ンの策定手法の開発と検証に取り組む必要がある。 
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