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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．実施期間 

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 

  ａ．災害対応機能に基づく業務標準化指示書の策定検討 

我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本は防災基本計画に記述されて

いる。防災業務計画は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し作成する防災対

策に関する計画である。日本においては、対策に係る計画の形で災害対応が記述され

ており、その果たすべき機能において、整理・体型化されていない。当該年度計画に

おいては、災害対応機能に基づいて、災害対応業務の手順を整理し、応援・受援が円

滑に進めるための業務標準化指示書の策定検討を実施する。 
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ｂ．被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装検討 

令和元年度（2019年度）成果である被災・対応シナリオの空間的展開技術に基づく、

訓練ツールパッケージを活用し、自治体を想定した訓練実装のための計画策定ならび

にシナリオ構築方策を検討する。 

ｃ．業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 

災害対応業務の手順を整理し、応援・受援が円滑に進めるための業務標準化指示書に

おいては、その機能を果たすべき割り当てを受けた人が対応を実施し、その対応記録

が共有されることで、効率的な対応が実現する。対応記録共有のための可視化ツール

の検討を実施する。 

 

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 

 災害対応機能別業務標準化指示書

の作成と訓練実装の検討 

ａ．災害対応機能に基づく業務

標準化指示書の策定検討 

ｂ．被災・対応シナリオの空間

的展開ツールを活用した訓練

実装検討 

ｃ．業務標準化指示書に基づく

対応記録の可視化ツールの検

討 

 

新潟県新潟市西区五十嵐二の町８

０５０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 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

新潟大学           

△ 

中間 

とりま

とめ  

        

△ 

全体 

とりま

とめ  

  

 
ａ．災害対応機能に基づく業務

標準化指示書の策定検討 
                        

 

ｂ．被災・対応シナリオの空

間的展開ツールを活用した訓

練実装検討 

              

  

ｃ．業務標準化指示書に基づく

対応記録の可視化ツールの

検討 
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Ⅳ．研究報告 

１． 要約 

1.1 災害対応機能に基づく業務標準化指示書の策定検討 

我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本は防災基本計画に記述されている。

防災業務計画は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し作成する防災対策に関する計

画である。日本においては、対策に係る計画の形で災害対応が記述されており、その果たす

べき機能において、整理・体型化されていない。当該年度においては、災害対応機能に基づ

いて、災害対応業務の手順を整理し、応援・受援が円滑に進めるための業務標準化指示書の

策定検討を実施した。 

 

図 1 業務標準化指示書 

 

 

1.2 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装検討 

令和元年度（2019 年度）成果である被災・対応シナリオの空間的展開技術に基づく、訓練

ツールパッケージを活用し、自治体を想定した訓練実装のための計画策定ならびにシナリ

オ構築方策を検討し、2021 年１月に実証のための図上訓練を実施した。 



 
 

6 
 

 

図 2 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装 

 

1.3 業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 

災害対応業務の手順を整理し、応援・受援が円滑に進めるための業務標準化指示書において

は、その機能を果たすべき割り当てを受けた人が対応を実施し、その対応記録が共有される

ことで、効率的な対応が実現する。 

当該年度においては、対応記録共有のための可視化ツールの構築を通じ、展開モデル地域で

の 2021 年 1 月に行う実証実験・訓練に基づく改善点・教訓を、業務標準化指示書にフィー

ドバックする手法を検討している。 
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図 3 業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 
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２． 成果 

2.1 プロジェクトの総合推進 

研究代表者・田村圭子（新潟大）は、全体とりまとめ、協力機関調整・成果広報、研究協力

者・井ノ口宗成（富山大）は､被災・対応シナリオの空間的展開技術に係る研究開発、訓練

ツールパッケージの開発を分担とした。研究協力事業者として、各々の専門性に特化した研

究事業者と連携し、研究活動を実施した（図 4参照）。また、研究協力機関として、大阪北

部地震の被災地である茨木市、大阪北部地震の被災・対応シナリオを活用した訓練を行った

川崎市、首都圏レジリエンスプロジェクト・データ利活用協議会の行政課題分科会と連携し、

研究実装フィールドを確保した。 

 

2.1.1 プロジェクトの実施体制 

 

 

図 4 2020 年度研究体制 

 

2.1.2 プロジェクトの推進体制 

プロジェクト推進については、全体会議に出席し、全体戦略方針を共有しながら進めた。新

潟大プロジェクトにおいては、研究課題とその進捗を管理するために、必要に応じてメンバ

ーを招集しながら、1)コミュニケーション管理、2)リスク管理、3)作業進捗の把握、を推進

した。 

研究協力者
富山大・井ノ口 宗成

（株）
サイエンスクラフト

災害対応機能に基づく業務標準化指示書の
作成検討

（株）
日本ミクニヤ

被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活
用した訓練計画の策定検討

ESRIジャパン
（株）

被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活
用した訓練実装の検討

（株）
プログメイト

業務標準化指示書に基づく対応記録の可視
化ツールの検討

茨木市危機管理課川崎市 危機管理室

研究協力機関

研究協力事業者

研究統括、全体とりまとめ、
協力機関調整・成果広報

研究成果可視化

被災・対応シナリオの空間的展開技術に係る
研究開発、訓練ツールパッケージの開発

研究代表者
新潟大・田村 圭子

forR 行政課題分科会
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2.2 災害対応機能に基づく業務標準化指示書の策定検討 

大阪北部の地震等を事例とした「業務タイムラインの訓練シナリオ化に向けた条件付与

条項の検討」「業務タイムラインの訓練シナリオ化」を実施する。  

 

2.2.1 業務標準化指示書作成のための基礎資料収集 

(1)業務標準化先進国である米国において Emergency Support Function（ESF）が定められ

ている。ESF は、応急対応にあたって連邦政府が実施する活動の詳細とそれを主として担当

する政府機関及びその活動を支援する政府機関を定めている。ESF ではインフラの復旧、物

資輸送、被災者支援などの全１５項目の活動が、必要に応じて連邦政府が行うべき活動とし

て事前に規定されていることにより、発災後の組織間の役割分担に関わる調整に時間を労

費することなく、迅速に対応することが可能となっている。（出典：自民党行政改革推進本

部 「防災体制見直しチーム 中間的な論点整理」4頁） 

 日本における業務標準化指示書作成の検討にあたり、米国 ESF の詳細が記載されている

15 の Annex を収集し自動翻訳により、今後の検討のための基礎資料を作成することとした

データの整理比較検討対象として、対応業務先進国である米国における業務標準化のため

の資料を収集した。また、収集した資料について Google 翻訳にかけ整理した。  

 

＜ESF の定義＞ 

緊急事態支援機能（Emergency Support Function）：国内インシデントを管理するために最

も必要とされる能力及び業務を提供するための組織構造への政府の能力及び一定の民間部

門の能力のグループ分け。 

Emergency Support Function: The grouping of governmental and certain private sector 

capabilities into an organizational structure to provide capabilities and services 

most likely needed to manage domestic incidents. 

 （出典：FEMA「National Incident Management System Third Edition」2017 年、63 頁） 

 
１） 資料収集 

米国における業務標準化のための資料として、ESF Annex#１～#15 を収集した。収集結

果については、以下の通り。 

表 1 収集資料一覧        

収集した資料名 
別添資料

番号 

Emergency Support Function #1 – Transportation Annex 1-1 

Emergency Support Function #2 – Communications Annex 1-2 

Emergency Support Function #3 – Public Works And Engineering Annex 1-3 

Emergency Support Function #4 – Firefighting Annex 1-4 
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収集した資料名 
別添資料

番号 

Emergency Support Function #5 – Information And Planning Annex 1-5 

Emergency Support Function #6 – Mass Care, Emergency Assistance, 
Temporary Housing, and Human Services Annex 

1-6 

Emergency Support Function #7 – Logistics Annex 1-7 

Emergency Support Function #8 – Public Health and Medical Services 
Annex 

1-8 

Emergency Support Function #9 – Search and Rescue Annex 1-9 

Emergency Support Function #10 – Oil and Hazardous Materials Response 
Annex 

1-10 

Emergency Support Function #11 – Agriculture and Natural Resources 
Annex 

1-11 

Emergency Support Function #12 – Energy Annex 1-12 

Emergency Support Function #13 – Public Safety and Security Annex 1-13 

Emergency Support Function #14 – Cross-Sector Business and 
Infrastructure 

1-14 

Emergency Support Function #15 – External Affairs Annex 1-15 

 

 

２） 翻訳結果の整理 

収集した ESF Annex#１～#15 の内容が把握しやすくなるよう、大量の英語資料について

機械翻訳を行い概ねの趣旨と構造等を把握し、ESF の様式に合わせてその内容を適宜修

正して整理した。 
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図 5 Google 翻訳結果の整理例  

 

2.2.2 防災業務計画の基礎データ化 

日本の省庁の防災業務計画を分析対象とするために、防災業務計画を収集し、文書で記述

されている防災業務計画を分析・検討可能な形式に加工した。 

 

１）資料取集 

防災業務計画の基礎データ化の対象となる防災業務計画を収集した。収集結果について

は、以下の通り。 
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表 2 収集した日本の省庁の防災業務計画一覧  

収集した資料名 
更新年月 別添資料

番号 

国土交通省防災業務計画 令和元年 8月 3-1 

厚生労働省防災業務計画 平成 29 年 7 月 3-2 

総務省防災業務計画 令和元年７月 3-3 

経済産業省防災業務計画 
（資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁を含む。） 

平成 29 年 3 月 3-4 

国家公安委員会・警察庁防災業務計画 平成 26 年 3 月 3-5 

農林水産省防災業務計画 平成 29 年 5 月 3-6 

環境省防災業務計画 令和元年 6月 3-7 

文部科学省防災業務計画 令和元年 12 月 3-8 

法務省防災業務計画 平成 31 年 4 月 3-9 

外務省防災業務計画 平成 28 年 7 月 3-10 

防衛省防災業務計画 平成 30 年 6 月 3-11 

財務省防災業務計画 令和元年 6月 3-12 

内閣府防災業務計画 平成 26 年 6 月 3-13 

 
 

２）分析・検討可能な形式への検討・加工 

日本の各省庁の防災業務計画の基礎データ化の対象とする編の検討をするために、目

次構成を一覧化し構造を把握した。 

2.2.4 ④において、日本の省庁の防災業務計画と米国の ESF Annex の記述内容に関する

比較分析を表形式で行うにあたり、日本の省庁の防災業務計画を文書から表形式データ

へ整理・加工した。 

 

① 基礎データ化の対象とする編の検討 

各省庁防災業務計画から、どの編を基礎データ化の対象とするかを検討した。検討の結

果、下図の黄色着色箇所を基礎データ化の対象とした。 
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図 6 基礎データ化の対象とする編の一覧  

 
 
② 文書から Excel データへの加工 

文書の形式で記述されている防災業務計画の記述内容を、分析・検討をしやすくするため

表形式データに加工した。
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図 7 Excel への加工（一部） 

 

2.2.3 米国資料の基礎データ化・分析 

2.2.3②において ESF における動詞出現頻度の表集計、2.2.4 ④において日本の省庁の防災

業務計画と米国の ESF Annex の記述内容に関する比較分析を表形式で行うにあたり、2.2.1

で収集・整理した基礎資料を表形式にデータ化した。また、データ化の過程で、米国の業務

標準化の実態を明らかにするための分析をした。 

ESF Annex で使用されている動詞の実態を分析した結果、使用されている動詞が限定されて

おり、簡潔な文体で標準化されている米国の実態が明らかになった。また主語については、

記述方法がある程度整理されており、全体像が理解しやすい形式となっていた。また、目的

後については、一定の文法形式で整理されており、文意が把握しやすい形に整えられていた。 

 

１）基礎資料のデータ化 

2.2.1 で収集・整理した ESF Annex #1～#15 の Core Capabilities を Excel データ化した。 

第●編 第●章 第●節 第● (●)

機関名 作業ID Lv1
No

Lv1タイトル Lv2
No

Lv2タイトル Lv3
No

Lv3タイトル Lv4
No

Lv4タイトル Lv5
No

Lv5タイトル ⾏番号 枝番 防基ID 本⽂（分割後）

国⼟交通省 1 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1 1 1-1 災害が発⽣した場合、被害情報を迅速、広域的に収集・連
絡するものとする。

国⼟交通省 2 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1 2 1-2
この場合、概括的な情報も含め、多くの情報を効果的な通
信⼿段・機材を⽤いて伝達し、被害規模の早期把握を⾏う
ものとする。

国⼟交通省 3 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

1
災害情報等の把
握・連絡 2 1 2-1

地⽅⽀分部局は、災害対策本部の設置を必要とする規模の
災害が発⽣した場合、直ちに⾮常本部等に連絡するものと
する。

国⼟交通省 4 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 3 1 3-1

地⽅公共団体、関係公共機関、関係事業者と協⼒して、災
害発⽣後、施設被害等の情報を迅速に収集、相互に連絡す
るものとする。

国⼟交通省 5 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 3 2 3-2

地⽅⽀分部局は、概括的被害情報、ライフライン被害の範
囲に関する第１次情報など緊急に必要な情報は災害発⽣後
直ちに本省に連絡し、以下順次、内容、精度を⾼めるもの
とする。

国⼟交通省 6 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 4 1 4-1

本省内各局は、地⽅⽀分部局、地⽅公共団体、関係公共機
関、関係事業者より所管事務に係る被害状況、応急対策の
活動状況、災害対策本部の設置状況、⼀般被害の状況等を
収集し、⾮常本部等に報告するものとする。

国⼟交通省 7 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 5 1 5-1

⾮常本部等は、所管施設の被害に関する第１次情報で、緊
急に報告を要するものについては、直ちに国⼟交通⼤⾂を
はじめとする幹部に伝達するとともに、総理⼤⾂官邸にも
連絡するものとする。

国⼟交通省 8 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 6 1 6-1

⾮常本部等は、本省内各局より報告を受けた被害情報等を
必要に応じ内閣府、総理⼤⾂官邸、関係省庁に連絡するも
のとする。

国⼟交通省 9 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 6 2 6-2

また、災対法に基づく⾮常災害対策本部⼜は緊急災害対策
本部（以下この編において「政府本部」という。）の設置
後は政府本部に連絡するものとする。

国⼟交通省 10 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 7 1 7-1

⾮常本部等は、関係省庁の被害情報・対応状況、政府とし
ての対応状況等に関する情報を適宜本省内各局、地⽅⽀分
部局に連絡するものとする。

国⼟交通省 11 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 8 1 8-1 応急対策活動情報に関し、関係機関と相互に緊密な情報交

換を⾏うものとする。

国⼟交通省 12 2
各災害に共通す
る対策編

2 災害応急対策 1

災害発⽣直後の
情報の収集・連
絡及び通信の確
保

1
災害情報の収
集・連絡

2
被害情報の収
集・連絡 9 1 9-1

⾮常本部等または本省内各局並びに地⽅⽀分部局は、地⽅
公共団体による被害状況の収集・報告等ができなくなる場
合を想定して、必要に応じ、被災地の災害に関する情報の
収集・連絡等を⾏うリエゾン・ヘリコプター・衛星通信⾞
等の派遣や⼈⼯衛星の活⽤等、あらゆる⼿段を尽くして被
害情報を把握するものとする。

国⼟交通省 防災業務計画（令和元年8⽉）



 
 

15 
 

 

 
図 8 Excel へのデータ化作業手順  

 

 
 図 9  Excel への加工（一部） 

 

２）米国の業務標準化の実態を明らかにするための分析 

①ESF の WBS 化による分析 

１）で Excel データ化した基礎資料から「動詞」や「目的語」の WBS 化を以下の手順で実施

した。 

(ア)Core Capabilities の内容列から動詞（Verb）を抜き出す。 

(イ)内容列から目的語（Object）を抜き出す。 

(ウ)③ 「local, state, and tribal」等の省略可能な記述は、省略形に置き換える。 

(エ)直接的な目的語以外については、以下の７項目を抜き出す列を作成し、分類する。 

総合ID 作業ID #No ESFタイトル CoreID Core Capability ラベル１役割 ラベル１ID ラベル１ ラベル２役割 ラベル２ID ラベル２ 連番 内容

64 220 6

Mass Care, Emergency
Assistance, Temporary
Housing, and Human

Services

1 Mass Care Services タイトル 1 Mass Care タイトル 1 Sheltering: 12

Provides life-sustaining services in congregate
facilities that provide a safe, sanitary, and secure
environment for individuals and households displaced
by disasters. Also includes support to survivors
sheltering in place and in ESF #8 medical shelters.

65 221 6

Mass Care, Emergency
Assistance, Temporary
Housing, and Human

Services

1 Mass Care Services タイトル 1 Mass Care タイトル 2 Feeding: 13

Provides feeding services at fixed sites and
distribution sites and through mobile feeding units.
Feeding services may include hot or shelf-stable
meals, infant formula, baby food, snacks, beverages,
and food packages, as well as diverse dietary and
culturally appropriate meals (e.g., low sodium, low fat,
vegetarian/vegan, halal, kosher). ESF #6 works in
concert with ESF #11 and local, state, and tribal
governments; NGOs; and the private sector to acquire,
prepare, cook and/or distribute food and food
supplies. Additional support may include the provision
of technical assistance for the development of state
feeding plans.

66 222 6

Mass Care, Emergency
Assistance, Temporary
Housing, and Human

Services

1 Mass Care Services タイトル 1 Mass Care タイトル 3
Distribution of Emergency
Supplies:

14

Acquires and delivers life- sustaining resources,
hygiene items, and cleanup items to meet the urgent
needs of disaster survivors. Additional support
includes transportation, warehousing, equipment,
technical assistance, and other mission-critical
services.

67 223 6

Mass Care, Emergency
Assistance, Temporary
Housing, and Human

Services

1 Mass Care Services タイトル 1 Mass Care タイトル 4 Reunification Services: 15

Provides facilitated assistance for children separated
from their parent(s)/legal guardian(s), as well as
adults from their families, due to disaster. Supports
reunification efforts at the 【LSTr】and/or 【Te】
levels with technical assistance.
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  ・from where（どこから） 

  ・to where（どこへ） 

  ・to Verb（するために） 

  ・for what（何のために） 

  ・制約条件 

  ・定義 

  ・補足説明 

 

 

 
図 10 Excel への WBS 化の作業手順 
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図 11 WBS 化の分析結果（一部） 

 
 

内容 主語 Verb1（動詞１） Verb1'（動詞１ʼ） Verb2（動詞２） Verb2'（動詞2ʼ） Verb3（動詞3） Verb3'（動詞3ʼ） Objects1（何を） Objects2 Objects3 from where（どこから）

Monitors and reports the status of and damage to the
transportation system and infrastructure.

Monitors and
reports

the status of and damage to the
transportation system and infrastructure.

Identifies temporary alternative transportation
solutions to be implemented when primary systems or
routes are unavailable or overwhelmed.

Identifies
temporary alternative transportation
solutions

Implements appropriate air traffic and airspace
management measures.

Implements
appropriate air traffic and airspace
management measures.

Coordinates regulatory waivers and exemptions. Coordinates regulatory waivers and exemptions.

Provides longer-term coordination of the restoration
and recovery of the affected transportation systems
and infrastructure if required.

Provides

longer-term coordination of the
restoration and recovery of the affected
transportation systems and infrastructure
if required.

Coordinates with 【SF】partners to ensure the
capacity to communicate with both the emergency
response community and the affected populations.

Coordinates with 【SF】partners

Coordinates the establishment of interoperable voice
and data communications between 【A】and 【F】
first responders.

Coordinates
the establishment of interoperable voice
and data communications between 【A】
and 【F】 first responders.

Re-establish sufficient communications infrastructure
within the affected areas to support ongoing life-
sustaining activities; provide basic human needs,
including the needs of individuals with disabilities and
others with access and functional needs; and
transition to recovery.

Re-establish

sufficient communications infrastructure
within the affected areas to support
ongoing life-sustaining activities; provide
basic human needs, including the needs
of individuals with disabilities and others
with access and functional needs; and
transition to recovery.

Prepares for potential public works and engineering
requirements. Activities include providing public
information, contributing to situational awareness,
establishing response teams, leveraging technological
tools, training and exercising with partners,
establishing private sector contracts and agreements,
and coordinating with volunteer organizations and
other nongovernmental partners.

Prepares for
potential public works and engineering
requirements.

Conducts pre-incident and post-incident assessments
of public works and infrastructure.

Conducts
pre-incident and post-incident
assessments of public works and
infrastructure.

Executes emergency contract support for life-saving
and life- sustaining services.

Executes emergency contract support 

Provides emergency repair of damaged public
infrastructure and critical facilities.

Provides
emergency repair of damaged public
infrastructure and critical facilities.

Supports restoration of critical navigation, flood
control, and other water infrastructure systems,
including drinking water and wastewater utilities.

Supports

restoration of critical navigation, flood
control, and other water infrastructure
systems, including drinking water and
wastewater utilities.

Provides assessment and emergency response
support for water, wastewater treatment facilities,
levees, dams, buildings, bridges, and other
infrastructure.

Provides
assessment and emergency response
support

Provides temporary emergency power to critical
facilities (e.g., hospitals, water treatment plants,
shelters, fire stations, police stations).

Provides

temporary emergency power to critical
facilities (e.g., hospitals, water treatment
plants, shelters, fire stations, police
stations).

Constructs temporary critical public facilities to
temporarily replace those destroyed or damaged
following a disaster (e.g., schools, local government
offices, fire stations, police stations, and medical
facilities) in coordination with ESF #6.

Constructs

temporary critical public facilities to
temporarily replace those destroyed or
damaged following a disaster (e.g.,
schools, local government offices, fire
stations, police stations, and medical
facilities) in coordination with ESF #6.

Provides assistance in the monitoring and stabilization
of damaged structures and the demolition of
structures designated as immediate hazards to public
health and safety.

Provides

assistance in the monitoring and
stabilization of damaged structures and
the demolition of structures designated
as immediate hazards to public health
and safety.

Provides structural specialist expertise to support
inspection of mass care facilities and urban search
and rescue operations in coordination with ESF #9.

Provides

structural specialist expertise to support
inspection of mass care facilities and
urban search and rescue operations in
coordination with ESF #9.

Manages, monitors, and/or provides technical advice
in the clearance, removal, and disposal of debris from
public property and the reestablishment of ground and
water routes into impacted areas. For the purposes of
ESF #3, the term “debris” includes general
construction debris that may contain inherent building
material contaminants, such as asbestos or paint.
Debris may also include livestock or poultry carcasses
and/or plant materials.

Manages, monitors,
and/or provides

technical advice in the clearance,
removal, and disposal of debris from
public property and the reestablishment
of ground and water routes into impacted
areas.

Provides technical assistance to include engineering
expertise, construction management, contracting, real
estate services, and inspection of private/commercial
structures.

Provides technical assistance

Provides engineering and construction expertise,
responders, supplies, and equipment to address
flooding, to include providing advance measures in
anticipation of imminent severe flooding.

Provides
engineering and construction expertise,
responders, supplies, and equipment to
address flooding,

Provides coordination, response, and technical
assistance to effect the rapid stabilization and
reestablishment of critical waterways, channels, and
ports, to include vessel removal, significant marine
debris removal, emergency dredging, and
hydrographic surveys.

Provides

coordination, response, and technical
assistance to effect the rapid stabilization
and reestablishment of critical
waterways, channels, and ports, to
include vessel removal, significant
marine debris removal, emergency
dredging, and hydrographic surveys.

Clears debris from roads to facilitate response
operations.

Clears debris from roads

For incidents involving a blast or explosion associated
with a chemical, biological, radiological, or nuclear
(CBRN) threat agent resulting in a contaminated
debris field, leads Federal actions to clear critical
transportation routes of CBRN-contaminated debris,
during the emergency phase, in consultation with ESF
#10. ESF #10 assumes leadership for management of
CBRN-contaminated debris after the emergency
phase is over.

leads Federal actions

Collects, segregates, and transports to an appropriate
staging or disposal site(s) hazardous materials that
are incidental to building demolition debris, such as
household hazardous waste and oil and gas from
small motorized equipment; removes and disposes of
Freon from appliances; and removes, recycles, and
disposes of electronic goods.

Collects, segregates,
and transports to

an appropriate staging or disposal site(s)
hazardous materials that are incidental to
building demolition debris, such as
household hazardous waste and oil and
gas from small motorized equipment;
removes and disposes of Freon from
appliances; and removes, recycles, and
disposes of electronic goods.

Provides structural specialist expertise to support
inspection of damaged CBRN-contaminated
infrastructure and may employ temporary stabilization
measures or take other actions necessary to address
structural instability concerns.

Provides

structural specialist expertise to support
inspection of damaged CBRN-
contaminated infrastructure and may
employ temporary stabilization measures
or take other actions necessary to
address structural instability concerns.

Performs demolitions after a determination is made
that a building is unstable and creates an imminent
hazard to workers, and/or after ESF #10, in
conjunction with other appropriate 【A】and【F】
authorities, makes a determination that demolition is
the desired cleanup approach.

Performs

demolitions after a determination is
made that a building is unstable and
creates an imminent hazard to workers,
and/or after ESF #10, in conjunction with
other appropriate 【A】and【F】
authorities, makes a determination that
demolition is the desired cleanup
approach.
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②動詞の出現回数の分析 

WBS 化により特定した「動詞」を分析し、出現回数を明らかにした。この結果、ESF の Core 

Capabilities では、「Provides」や「Coordinates」など、使用されている動詞の種類が限

定されていることが明らかになった。 

表 3 動詞の出現回数昇順表 ※別添資料 5-4 に掲載 

 
 

③「Provides」に関する分析 

１番目に頻度が多い「Provides」について、各 ESF における出現回数、目的語の種類や内容

を分析した。 
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表 4 各 ESF における「Provides」の出現回数昇順表  

 
 

表 5 「Provides」の目的語昇順表  

 
「Provides」の目的語のうち、出現回数１回の目的語を「サービス」「金」「物」

「人」「情報」の５つのカテゴリーに分類した。 
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表 6 「Provides」のカテゴリー分類表 

 

 
図 12 例：出現回数 1回のみの「Provides」の目的語区分整理結果 
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④「Coordinates」に関する分析 

2 番目に頻度が多い「Coordinates」について、各 ESF における出現回数、目的語の種類

や内容を分析した。 

表 7  各 ESF における「Coordinates」の出現回数昇順表 

 
 

 
図 13 Core Capabilities における「Coordinates」の出現パターンの整理結果  

 

 「Coordinates」の目的語を、「調整目的（物・サービス）」、「調整対象（人・機関）」

「ESF」に分けて分析した。 
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表 8 「Coordinates」の目的語分析結果  

 
 
 
 

総合
ID

作業
ID #No 調整⽬的（物・サービス） 調整対象(⼈・機関） 調整対象(ESF）

4 19 1 regulatory waivers and exemptions

6 67 2 【SF】partners

7 68 2 the establishment of interoperable voice
and data communications

45 276 5 deliberate planning

50 281 5
the production and dissemination of
modeling and effects analysis

56 212 6 【A】 governments and NGOs

68 224 6 resources and emergency assistance

70 226 6
unaffiliated volunteers, unaffiliated
organizations, and unsolicited donated

71 227 6 debris removal

73 229 6 equipment, supplies, and services

74 230 6 rescue, transportation, shelter,
reunification, care, and essential needs of

101 257 6 core capability service providers  

127 8 7 the procurement of communications
equipment and services.

128 9 7 resource support

135 70 8 the Federal public health and medical
messaging

with jurisdictional officials

140 75 8 the Federal response

158 93 8 states

182 63 9 planning and operations between primary and support agencies.

183 64 9
resolution of conflicting operational
demands

197 142 11
NCH resources identification and
vulnerability assessments .

214 159 11 needs assessments for animals/animal
response needs and activities

222 167 11 ESF#10

232 177 11 ESF #8

233 178 11 ESF #8

241 186 11 ESF #3

252 197 12 preliminary damage assessments  in the energy sector.

269 115 14 critical infrastructure owners and operators

274 120 14
business, industry, and critical
infrastructure owners and operators

280 126 14 the Transportation Sector SSAs, and owner
operators

ESF #1

285 131 14 ESF #8

295 287 15 messages  with 【A】and 【F】 governments

307 299 15 congressional affairs staff
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2.2.4 防災業務計画から業務標準化指示書を作成 

（3）の結果と比較しながら、業務ごとに省庁全体の業務記述（2）を検討し、業務標準化指

示書を作成した。 

１） 業務ごとの省庁全体の業務記述の検討 

① 防災業務計画の「情報の収集・通信の確保」の IDEF 化・階層化 

13 省庁の防災業務計画のすべてに記載がある「情報の収集・通信の確保」の業務の記述を

対象に IDEF0 手法（Integration Definition for Function Modeling：IDEF0）により業務

を IDEF 化し、階層化した。IDEF0 手法とは、業務フローの処理、入力、出力、制御、機構

等の項目をボックスとアローによりモデル化する方法である。この手法を使って、業務内容

を簡潔に表現・整理することで、記載が不十分な項目が明らかになる。 

 

 13 省庁の防災業務計画の各文章の記述を IDEF 化・階層化をした。 
 

 
図 14 IDEF 化の作業手順  
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13 省庁の防災業務計画の記述から、文章毎に作成した IDEF 図を、情報の流れがつな

がるように、文章毎の IDEF 図を統合し整理した。 

 

図 15 IDEF 図の統合  

 

 

国土交通省の防災業務計画について、作成した IDEF 図を階層化した。 

 
図 16 IDEF 図の階層化  
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② 防災業務計画の「交通の確保」「物資調達」「緊急輸送活動」の IDEF 化及びリス

ト化 

特定の省庁が担当する「交通の確保」「物資調達」「緊急輸送活動」の３つの業務を選

択し、IDEF 化した。IDEF 化の結果を基に、省庁ごとに実施内容をリストとして整理

した。 

 

 
図 17 IDEF 図からの業務記述のリスト化  

 

③IDEF 化による業務記述の検討結果 

IDEF 図から、記載が不十分な項目を特定し、防災業務計画の業務記述の課題を明らかにし

た。 
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図 18 明らかになった課題の例  

 

明らかになった課題をふまえた、業務標準化指示書の記述方法の留意事項は以下の通

り。 

 
・関係する省庁を特定して記載し、「等」でまとめない。 

・IDEF 化で不足している傾向がある、主語や目的語を明確にして記載する。 

・動詞の種類を限定して記載する。 

・用語の使用方法を統一し、言葉の表現のブレをなくす。 
 
 

④「交通の確保」の防災基本計画と防災業務計画・ESF＃１の記述内容に関する比較 

「交通の確保」の業務について、防災基本計画と防災業務計画・ESF の記述内容も加え

た比較を実施し、防災業務計画から業務標準化指示書を作成する上での留意事項を検

討した。 
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図 19 防災基本計画・防災業務計画・ESF の比較結果  

 

防災基本計画・防災業務計画第 5節「交通の確保」・ESF＃１Transportation の比較結果 

＜防災基本計画から防災業務計画への未反映箇所の例＞ 上図：赤塗 

・災害対策基本法の改正により防災基本計画に追加された記載事項の農林水産省防

災業務計画への反映漏れ 

＜ESF1 の記述が防災基本計画第 5節「交通の確保」以外に該当した例＞ 上図：黄塗 

・ESF１：避難者の輸送 

⇒ 防災基本計画：第 6節避難者の受入れ及び情報提供活動 に該当記載有り 

 ・ESF１：空域統制   

  ⇒ 防災基本計画：第 4節救助・救急，医療及び消火活動 に該当記載有り 

＜米国 ESF のみに記載されている事項の例＞ 上図：薄緑塗 

・米国各省庁：保有する航空機・車両等の輸送資産の提供 

・国防総省：航空航法サービス資産の提供 

・共通役務庁：ESF１のための契約支援 

 

上記比較の結果をまとめると、以下のとおり。 
 
・防災業務計画には、防災基本計画から未反映の箇所がある。（上図：赤塗） 
・ESF と防災基本計画、防災業務計画を比較して、ESF にのみ記載されている事

項がある。（上図：薄緑塗） 
・ESF #1 Transportation の記述の中に、「交通の確保」以外の節に該当する記述

がある。（上図：黄塗） 
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図 20 防災基本計画・防災業務計画・ESF の比較の事例  

 
防災業務計画から業務標準化指示書を作成するにあたり、災害対応機能に応じて漏れなく

業務内容を記載するためには、以下の点に留意・検討が必要なことが明らかになった。 
 
・防災基本計画から、防災業務計画への未反映箇所は、業務標準化指示書に追記

が必要。 

・ESF Agency Actions のみに記載がある事項は、業務標準化指示書に追記が必要

かどうか要検討。 

・ESF Agency Actions が防災基本計画の他の節に反映されている事項は、業務標

準化指示書に追記が必要かどうか要検討。 

 
２）業務標準化指示書の作成 

１）の業務記述の検討結果から明らかになった業務標準化指示書作成時の留意事項を踏ま

えて、「交通の確保」業務について、災害対応機能に基づく業務標準化指示書を作成した。 

①「交通の確保」業務に関する災害対応機能の特定 

日本における「交通の確保」業務の災害対応機能を、米国 ESF#１Transportation のコア機

能を参考に特定した。 
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図 21 「交通の確保」に関する災害対応機能の特定  

 
②災害対応機能に基づく業務標準化指示書の作成 

業務標準化指示書の様式は（１）で収集した米国 ESF の様式に合わせて作成した。①で特定

した機能に該当する各指定行政機関の行動について防災業務計画から業務標準化指示書を

作成した。 

防災業務計画に記載がない事項については、防災基本計画、緊急災害対策本部事務局マニュ

アルを参考に作成した。「交通の確保」業務に関する各機関の役割の項目については、防災

基本計画に各機関の役割の記載がなかったため、各機関が計画に基づき必要な措置をとる

という一般的な記載をした。 
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図 22 防災業務計画から業務標準化指示書の作成  
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③業務標準化指示書の作成により明らかになった事項 

＜日米での省庁間調整の違い＞ 

米国 ESF では、ESF コーディネーターとして、運輸省など省庁が記載されているが、日本の

防災基本計画では、省庁間の総合調整を非常災害対策本部又は緊急災害対策本部事務局が

行うとされている。このことにより、日米での省庁間調整の違いが明らかになった。 
 

 
図 23 日米での調整機関の比較  

   
 
＜防災基本計画の課題＞ 

米国ESFでは、各ESFに全てのコミュニティーとの関係（Relationship to Whole Community）

として、州政府・地方自治体や、民間団体・非政府組織、連邦政府の役割が記載されている

が、日本の防災基本計画では各業務の記載がないため、業務標準化指示書に記載できなかっ

た。日本においても業務ごとの各機関の役割を明確にすることが望ましいと考える。 
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2.3 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装検討 

過去災害で収集したデータを再現するだけでは、被災の地域性を含めており、当該の地域

で閉じた経験・知見となる。他地域でシナリオとして活用するためには、その地域の状況に

応じて再現する必要がある。災害では、ハザード・被害・対応が必要となるが、ハザードは

物理的距離や地形によって外力減衰や外力集中が発生する。被害も、そのハザードと社会資

源の地理的関係性に依るところが大きく、また対応も地域の制約を受ける。これらを踏まえ、

空間的な条件を地域性ととらえ、過去災害の収集データへの空間分析によって他地域で利

用可能なシナリオへ展開するツールの設計・開発を実施した。 

 

2.3.1 被災・対応シナリオの空間的展開ツールの開発 

被災・対応シナリオの空間的展開ツールの開発においては、前述のように GIS（地理空間

情報システム）を活用することを前提とした。また、2020 年度は大阪北部地震を事例とし

ており、地震災害からの被災・対応シナリオを対象とした。まずは、ハザードが大前提とな

ることから、地震ハザードとしての震度に対して単純な距離で外力が減衰するとして、盈虚

範囲を表す震度分布ポリゴン（ハザードシナリオ）を生成する。ハザードに対して、社会資

源（建物や道路等）の位置関係から、各社会資源の震度階を同定し、震度階に応じた被害発

生確率を乗算し、対象となる地域に被害を発生させる。震度階に応じた被害発生確率は、過

去災害を事例に作成しており、XML 形式で管理することで汎化している。これらを一連の流

れとして実施可能とするために、GIS のアドオンツールとして開発した。具体的には、以下

の機能を実装している。また、本ツールは、システム要件として示した環境で動作を検証し

た。 

1) ツールのシステム要件の検討 

・システム要件 

 Windows 10 Pro 

 ArcGIS Pro 2.7 

・必要データ 

 状況付与自動生成ツールを実行するには、地図データが必要です。 

 「3_逆ジオコーディング」を使うためには住所ロケータが必要になります。 

・システム概要 

状況付与自動生成ツールはシナリオ設定に基づき、訓練シナリオを自動で生成するツール

である。状況付与自動生成ツールは下記の４つのツールから構成されている。 

 1_震度分布ポリゴン作成 

同心円の震度分布ポリゴンを作成するツール。 

 2_シナリオ作成 

震度分布ポリゴン、シナリオ設定ファイル、地図データから訓練シナリオを作成す

るツール。 
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 3_逆ジオコーディング 

2_シナリオ作成で作られたシナリオの位置情報から、シナリオに住所情報を付与

するツール。 

 4_Excel 変換 

作成されたシナリオは ArcGIS がないと参照できないので、シナリオの日時、内容、

住所を Excel ファイルに変換するツール。 

・使用方法 

ArcGIS Pro を起動し、使用するツールをカタログウィンドウのツールボックスの中からダ

ブルクリックする。 

 
図 24 システム概要 

 

2) 震度分布ポリゴン作成の使用方法 

カタログウィンドウのツールボックスの中から[1_震度分布ポリゴン作成]をダブルクリッ

クします。 
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図 25 震度分布ポリゴン作成 

 
・各パラメータを設定し、画面の右下にある[実行]ボタンをクリックする 

・出力先 FGDB に設定した FGDB に震度分布ポリゴンが作成される 
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・カタログウィンドウのツールボックスの中から[2_シナリオ作成]をダブルクリックする 

 
図 26 シナリオ作成 

 
・各パラメータを設定し、画面の右下にある[実行]ボタンをクリックする 

・出力先 FGDB に設定した FGDB に訓練シナリオのフィーチャクラスが作成される。 

 

3）逆ジオコーディング 

・カタログウィンドウのツールボックスの中から[3_逆ジオコーディング]をダブルクリッ

クする 

 
図 27 逆ジオコーディング 

 
・各パラメータを設定し、画面の右下にある[実行]ボタンをクリックする 
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・処理対象 FGDB に設定した FGDB に格納されているシナリオフィーチャクラスの全フィー

チャに対して、住所文字列が付与される 

 

4）Excel 変換 

・カタログウィンドウのツールボックスの中から[4_Excel]をダブルクリックする 

 
図 28 Excel 変換 

 
・各パラメータを設定し、画面の右下にある[実行]ボタンをクリックする 

・出力先フォルダに設定したフォルダに、設定した出力名で Excel ファイルを作成する 
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表 9 シナリオファイルの定義 

項目１ 項目２ 項目３ 項目 4 概要 

name       シナリオ名称 

timeline コメント     
シナリオのタイムライン（時間帯設

定）のコメント 

  id     タイムラインのユニークな連番 

  source     
震度情報のフィーチャクラス（ポリ

ゴン） 

  start     
タイムラインの開始時間（発災から

経過分） 

  end     
タイムラインの終了時間（発災から

経過分） 

  data exp   シナリオの対象となる震度分布条件 

    target type 
シナリオの種類（事故、ライフライ

ン、建物被害、公共施設） 

      featureclass 
シナリオの位置情報となるフィーチ

ャクラス 

      rate 発生割合 

      label 
発生するシナリオのラベル（配列可

能） 

      stoptime 
シナリオの種類がライフラインの場

合、発生したシナリオの有効時間 

      num 
シナリオの種類が建物被害の場合、

建物被害を出す件数 
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2.3.2 被災・対応シナリオにかかるデータ整理と要素化 

1) 進め方の概要 

2018 年度、2019 年度は、茨木市より提供を受けた大阪北部地震の災害対応記録について、

業務ごとの規模および時系列変化に着目したデータを抽出し、整理・要素化を行った。また、

空間的展開ツールに活用するためのデータとして、位置情報を伴うデータを抽出し、「消防

通報」のデータ整理を実施した。 

本年度は、被災・対応シナリオにかかるデータ整理・要素化を下記の手順で実施した。 

①茨木市提供データから、時系列位置情報のある被災・対応に関わるデータを抽出 

②抽出データの中で、時系列位置情報があり、被災・対応のデータが発災当日から記録さ

れている「危機管理課コールセンターの問合せ内容」のデータを選定 

③自治体を想定した訓練シナリオの構築に活用できるようデータ整理と要素化 

表 10 時系列データ一覧表 
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危機管理課コールセンターの問合せ内容の一部を表 11、データ整理・要素化したデータの

一部を表 12 に示す（データファイルは、巻末資料に添付）。 

 

表 11 危機管理課コールセンター問合せ内容（一部抜粋） 

 
 

№ 日付 住所等 被害 時間

1 6月18日 三沢町20番 三沢タイヤガラス割れ
2 三沢町18番 清風マンション　階段裏側崩れ
3 三沢町19番 小野寺ビルエントランスヒビ
4 養成中北側旭永ビル 倒壊の恐れ（独居者避難済クリエイト）
5 学園南3-13 瓦落下 10:05
6 不明 タンク破損→水道公務か転送
7 竹橋町10-25 隣から瓦落下建物ヒビ倒壊恐れ（空き家）大塚様所有 10:08
8 阪急駅前永代町付近 停電なし・倒壊なし 10:15
9 南春日丘 扉が開かない→業者依頼済
10 下穂積・西脇様 大屋根棟崩れ→ご自身で対応願い 10:00
11 南春日丘五丁目・かしうち様 庭のブロック倒壊道路塞ぐ→建管移送 10:01
12 南春日丘7-1-13・平山様 現在千葉県在住状況確認TEL→資産税課転送 10:02
13 蔵垣内三丁目6-25　さわだ 屋根瓦落下　072-626-8050 9:30
14 水尾三丁目5番　うすいさん 屋根瓦がずれている→個人対応お願い 10:42
15 北春日丘4丁目 停電なし・倒壊なし 10:32
16 三沢町14-19・15 道路通行不可→建管移行 10:34
17 北春日丘 電柱からで電線たれてる→関電案内 10:45
18 大池 一部の地域で停止→大阪ガス案内 10:46
19 不明 廃材の収集は？→環境事業課に転送
20 稲葉町 神社鳥居か破損落下恐れ→神社所有者に連絡案内
21 大住町12-12・和田様 屋根瓦ズレ→資産税転送 10:35
22 不明 ガス停止確認→大阪ガス案内
23 橋の内2丁目 塀倒壊 10:45
24 大池 被害状況確→特にまだない 10:45
25 被害状況確→特にまだない妹不明個人対応お願い 10:53
26 屋根倒壊→個人対応要請 10:40
27 不明 給湯器ガス漏れ心配→大阪ガス案内
28 不明 壁面倒壊→建管転送 11:03
29 中環沿い家 屋根瓦倒壊歩道通行不可→建管移送
30 不明 屋根損傷→個人対応お願い 11:05
31 豊川 石垣倒壊池に崩れている→建管移送 11:10
32 不明 築50年屋根・壁倒壊→個人対応お願い 11:15
33 総持寺1丁目・ひえだ様 箪笥倒れ頭部裂傷病院受診 11:19
34 不明 食器棚転倒→近所に応援案内 11:23
35 園田町13-10・大田様 電線切れ→関電案内
36 春日五丁目 自宅の状況知りたい→個人対応要請 11:30
37 中津 自宅の状況知りたい→個人対応要請 11:30
38 天王 ライフラインの確認→ガス南部停止 11:20
39 ほとけ池 載り面崩れ→農とみどり転送 11:40
40 東奈良一丁目 大屋根穴
41 ローレルコート石川 ガス停止確認→大阪ガス案内
42 不明 水道破裂・外壁らか水音→元栓締め業者対応を案内 11:56
43 青陵中付近 瓦落下→個人対応要請 11:55
44 稲葉町 被害状況確認→ライフライン○避難所案内 11:50
45 不明 瓦倒壊道路散乱→建管移送 12:02
46 宿久庄一丁目 門柱傾き玄関封鎖→個人対応要請 12:00
47 玉櫛 ガス停止確認→大阪ガス案内 11:53
48 玉瀬町 ガス停止確認→大阪ガス案内 11:55
49 上穂積4-3-12付近 屋根倒壊・塀倒壊→個人対応要請 12:10
50 春日3-11-18 外壁→個人対応要請
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本ファイルは、大阪北部地震が発生した発災当日（6月 18 日）から 18 日間（7月 5日）ま

で、2066 件の問合せ内容が記述されている。 

 

表 12 （データ整理・要素化）危機管理課コールセンター問合せ内容（一部抜粋） 

  

№ 日付 時間 住所のみ 名称 場所 被害 内容 対応
1 2018/6/18 10:05 茨木市三沢町20番 会社 ガラス 三沢タイヤガラス割れ
2 2018/6/18 10:05 茨木市三沢町18番 マンション 外壁 清風マンション　階段裏側崩れ
3 2018/6/18 10:05 茨木市三沢町19番 会社 外壁 小野寺ビルエントランスヒビ
4 2018/6/18 10:05 茨木市養成中北側 旭永ビル 個人住宅 家屋 倒壊の恐れ（独居者避難済クリエイト）
5 2018/6/18 10:05 茨木市学園南3-13 個人住宅 かわら 瓦落下
6 2018/6/18 10:05 水利施設 タンク タンク破損 水道公務か転送
7 2018/6/18 10:08 茨木市竹橋町10-25 空き家 かわら 隣から瓦落下恐れ（空き家）大塚様所有
8 2018/6/18 10:08 茨木市竹橋町10-25 空き家 外壁 建物ヒビ倒壊恐れ（空き家）大塚様所有
9 2018/6/18 10:15 茨木市阪急駅前永代町付近 行政 被害確認 停電なし・倒壊なし
10 2018/6/18 10:15 茨木市南春日丘 個人住宅 内部被害 扉が開かない 業者依頼済
11 2018/6/18 10:00 茨木市下穂積 西脇様 個人住宅 屋根 大屋根棟崩れ ご自身で対応願い
12 2018/6/18 10:01 茨木市南春日丘五丁目 かしうち様 道路 ブロック塀 庭のブロック倒壊道路塞ぐ 建管移送
13 2018/6/18 10:02 茨木市南春日丘7-1-13 平山様 行政 被害確認 現在千葉県在住状況確認TEL 資産税課転送
14 2018/6/18 9:30 茨木市蔵垣内三丁目6-25 さわだ 個人住宅 かわら 屋根瓦落下
15 2018/6/18 10:42 茨木市水尾三丁目5番 うすいさん 個人住宅 かわら 屋根瓦がずれている 個人対応お願い
16 2018/6/18 10:32 茨木市北春日丘4丁目 行政 被害確認 停電なし・倒壊なし
17 2018/6/18 10:34 茨木市三沢町14-19・15 道路 通行止め 道路通行不可 建管移行
18 2018/6/18 10:45 茨木市北春日丘 電気 危険物 電柱からで電線たれてる 関電案内
19 2018/6/18 10:46 茨木市大池 大阪ガス 被害確認 一部の地域で停止 大阪ガス案内
20 2018/6/18 10:46 行政 ごみ 廃材の収集は？ 環境事業課に転送
21 2018/6/18 10:46 茨木市稲葉町 寺社 鳥居 神社鳥居か破損落下恐れ 神社所有者に連絡案内
22 2018/6/18 10:35 茨木市大住町12-12 和田様 個人住宅 かわら 屋根瓦ズレ 資産税転送
23 2018/6/18 10:35 大阪ガス 被害確認 ガス停止確認 大阪ガス案内
24 2018/6/18 10:45 茨木市橋の内2丁目 個人住宅 ブロック塀 塀倒壊
25 2018/6/18 10:45 茨木市大池 行政 被害確認 被害状況確 特にまだない
26 2018/6/18 10:53 茨木市 行政 被害確認 被害状況確 特にまだない妹不明個人対応お願い
27 2018/6/18 10:40 茨木市 個人住宅 屋根 屋根倒壊 個人対応要請
28 2018/6/18 10:40 行政 相談 給湯器ガス漏れ心配 大阪ガス案内
29 2018/6/18 11:03 壁面 壁面倒壊 建管転送
30 2018/6/18 11:03 茨木市中環沿い家 道路 かわら 屋根瓦倒壊 建管移送
31 2018/6/18 11:03 茨木市中環沿い家 道路 通行不可 歩道通行不可 建管移送
32 2018/6/18 11:05 個人住宅 屋根 屋根損傷 個人対応お願い
33 2018/6/18 11:10 茨木市豊川 ため池 石垣 石垣倒壊池に崩れている 建管移送
34 2018/6/18 11:15 個人住宅 屋根 築50年屋根倒壊 個人対応お願い
35 2018/6/18 11:15 個人住宅 外壁 築50年壁倒壊 個人対応お願い
36 2018/6/18 11:19 茨木市総持寺1丁目 ひえだ様 個人住宅 ケガ人 箪笥倒れ頭部裂傷病院受診
37 2018/6/18 11:23 個人住宅 内部被害 食器棚転倒 近所に応援案内
38 2018/6/18 11:23 茨木市園田町13-10 大田様 電気 危険物 電線切れ 関電案内
39 2018/6/18 11:30 茨木市春日五丁目 行政 被害確認 自宅の状況知りたい 個人対応要請
40 2018/6/18 11:30 茨木市中津 行政 被害確認 自宅の状況知りたい 個人対応要請
41 2018/6/18 11:20 茨木市天王 大阪ガス 被害確認 ライフラインの確認 ガス南部停止
42 2018/6/18 11:40 茨木市ほとけ池 ため池 法面 載り面崩れ 農とみどり転送
43 2018/6/18 11:40 茨木市東奈良一丁目 個人住宅 屋根 大屋根穴
44 2018/6/18 11:40 ローレルコート石川 大阪ガス 被害確認 ガス停止確認 大阪ガス案内
45 2018/6/18 11:56 個人住宅 内部被害 水道破裂・外壁らか水音 元栓締め業者対応を案内
46 2018/6/18 11:55 茨木市青陵中付近 個人住宅 かわら 瓦落下 個人対応要請
47 2018/6/18 11:50 茨木市稲葉町 町丁目 被害確認 被害状況確認 ライフライン○避難所案内
48 2018/6/18 12:02 道路 かわら 瓦倒壊道路散乱 建管移送
49 2018/6/18 12:00 茨木市宿久庄一丁目 個人住宅 ブロック塀 門柱傾き玄関封鎖 個人対応要請
50 2018/6/18 11:53 茨木市玉櫛 大阪ガス 被害確認 ガス停止確認 大阪ガス案内
51 2018/6/18 11:55 茨木市玉瀬町 大阪ガス 被害確認 ガス停止確認 大阪ガス案内
52 2018/6/18 12:10 茨木市上穂積4-3-12 付近 個人住宅 屋根 屋根倒壊 個人対応要請
53 2018/6/18 12:10 茨木市上穂積4-3-12 付近 個人住宅 ブロック塀 塀倒壊 個人対応要請
54 2018/6/18 12:10 茨木市春日3-11-18 個人住宅 外壁 外壁 個人対応要請
55 2018/6/18 13:00 大阪ガス 被害確認 ガス停止確認 大阪ガス案内
56 2018/6/18 14:00 茨木市郡山 町丁目 断水 水道停止 水道部に移管
57 2018/6/18 14:00 茨木市玉櫛1丁目 行政 相談 被害大どうしたら良いか？ 資産税に移管
58 2018/6/18 13:05 個人住宅 かわら 屋根瓦落下 個人対応要請
59 2018/6/18 13:20 茨木市永代町 行政 被害確認 被害状況確認 特に大きな被害報告なし
60 2018/6/18 13:55 個人住宅 内部被害 納屋崩れ田んぼに倒壊 個人対応要請
61 2018/6/18 14:10 大阪ガス 被害確認 ガス停止 大阪ガス案内
62 2018/6/18 14:05 シャルム茨木 マンション 水槽 高架水槽破損 避難所案内
63 2018/6/18 14:05 シャルム茨木 マンション エレベータ エレベータ停止 避難所案内
64 2018/6/18 14:03 茨木市春日丘4-1-47 個人住宅 かわら 屋根瓦落下 個人対応要請
65 2018/6/18 14:05 茨木市水尾3-3-17 吉田様 個人住宅 かわら 瓦落下
66 2018/6/18 14:05 茨木市水尾3-3-17 吉田様 個人住宅 ガラス ガラス戸落下（手怪我）
67 2018/6/18 14:01 大阪ガス 被害確認 ガス停止 大阪ガス案内も不通南部停止中
68 2018/6/18 14:00 茨木市大手町 個人住宅 外壁 外壁等崩れ りさい証明資産税課に転送
69 2018/6/18 13:50 茨木市片桐町 個人住宅 かわら 屋根瓦全壊 りさい証明資産税課に転送
70 2018/6/18 13:40 茨木市末広町10-6 道路 ブロック塀 塀倒壊 道路封鎖建管移管
71 2018/6/18 13:55 茨木市桑田町 道路 ブロック塀 塀倒壊 道路封鎖建管移管
72 2018/6/18 13:55 茨木市春日神社裏手（豊川1-26） 寺社 法面 鳥居西側山肌崩壊 建管移管
73 2018/6/18 13:50 個人住宅 外壁 外壁 個人対応要請
74 2018/6/18 13:45 個人住宅 外壁 外壁 個人対応要請
75 2018/6/18 13:45 個人住宅 外壁 外壁 資産税課（家屋調査について）
76 2018/6/18 12:10 茨木市下穂積1-5-7 個人住宅 外壁 外壁倒壊 資産税課
77 2018/6/18 12:40 茨木市西太田6-6 個人住宅 屋根 南となり屋根倒壊 資産税課
78 2018/6/18 12:50 個人住宅 ブロック塀 隣の塀倒壊 資産税課
79 2018/6/18 13:00 個人住宅 ブロック塀 隣の塀倒壊
80 2018/6/18 13:00 個人住宅 内部被害 箪笥転倒 個人対応要請
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2)自治体を想定した訓練計画策定の検討  

2018 年度、2019 年度に大阪北部地震における茨木市の災害対応記録データを分析し、研究

開発してきたツールを活用して、自治体で大阪北部地震版の訓練シナリオとした訓練を実

装するため、川崎市総務企画局危機管理室へ訓練シミュレーションツールの説明と訓練実

装に向けた情報交換を実施した。 

本訓練ツールは、①過去の災害を訓練シナリオとして活用できるため、イメージの共有に優

れている、②シナリオの作成が簡単にできる、③シナリオを地図上に可視化できるため、リ

アリティが高まり、状況付与の認識誤差を軽減できる等の特徴がある。 

研究協力機関である川崎市においては、災害発生時の「区の災害対策本部・対応力強化」と

「政令市災害対策本部・連絡調整の確認」等の課題を、プロジェクトが開発したツールを活

用した訓練を行うことで解決をはかり、総合的な対応力強化を図ることを目標として、プロ

ジェクトに協力参加した。 

・訓練の目標 

 災害対応機能に基づく業務標準化指示書の策定検討 

 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装検討 

 業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 

・訓練想定 

 大阪北部地震の実シナリオ（災害・被害・対応）を自治体の訓練シナリオに転用す

る。 

・訓練手法 

 災害対策本部図上シミュレーション訓練 

 GIS で可視化した訓練シナリオ作成 

 訓練参加者は、各自 PC・タブレット等で状況把握・対応 

 発災 3 日後の設定：大阪北部地震での茨木市は、相当な「要素（業務）」と「量」

が発生したが、BCP 適応基準がなく、通常業務を継続し混乱した。同様の状況を再

現する。 

・訓練のセッティング 

1．【WebEOC】状況付与は WebEOC をつかって、Web ベースで実施 

2．【WebEOC】コントローラーへの質問は Web ベースで実施 

3．【WebEOC】コントローラーからの回答は Web ベースで実施 

4.【WebEOC】区ならびに各班報告書とりまとめは Web ベースで様式に書き込み 

5．【WBS-M/ACE】マニュアルの仕事の割り振り＆仕事完了報告 

6．【対面式】状況報告＆戦略策定会議（区本部会議用＆市への報告用） 
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3）空間的展開ツールを活用した状況付与シナリオ構築方策の検討 

・空間的展開ツールのシナリオは、次の 8項目に分類して、構築方策の検討を行った。 

①ハザード：大阪北部地震データ→川崎市で直下型地震を再現 

②緊急通報：茨木市データ→川崎市 version に変換 

③公共施設：茨木市データ→公共施設リスト（Web)→地図に落とす 

→震度階×被害割合で川崎市 version に変換 

④建物：茨木市データ（被害認定調査） 

→震度階×建物被害割合×調査割合で川崎市 version に変換 

⑤ライフライン：茨木市データ→震度階×全途絶/復旧×震度階で川崎市 version に変換 

⑥交通流：茨木市データ→交通事故×交差点で川崎市 version に変換 

⑦人流：茨木市データなし→今回は実施しない 

⑧避難所：茨木市データ→震度階×避難割合で川崎市 version に変換 

 

表 13 シナリオ基礎資料データ構成 
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・シナリオ構築の基礎資料となる茨木市データフォルダの一覧を表 14 に示す。フォルダ内

のファイル一覧は以下のとおり。 

 

 表 14 シナリオ基礎資料データ一覧（大阪府北部地震 茨木市データ） 
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 表 15 例：平成 30 年大阪北部地震 マスメディア・社会の動き(社会状況＿時系列一覧） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽉ ⽇ 時間 概要 ⼈的被害（累計） 建物被害 ライフライン・通信被害 交通関係
6 18 7:58 地震発⽣

・場所：⼤阪府北部（北緯34.8 度、東経135.6 度） 深さ
13km
・規模：マグニチュード6.1（暫定値）
・震源の深さ：１３ｋｍ（暫定値）
各地の震度（震度5 弱以上）
震度６弱 ⼤阪府 ⼤阪市北区、⾼槻市、枚⽅市、茨⽊市、
      箕⾯市
震度５強 ⼤阪府 ⼤阪市都島区、東淀川区、旭区、淀川区、
           豊中市、吹⽥市、寝屋川市、摂津
市、
           交野市、島本町
      京都府 京都市中京区、伏⾒区、⻄京区、⻲岡
市、
           ⻑岡京市、⼋幡市、⼤⼭崎町、久御
⼭町
震度５弱 ⼤阪府 ⼤阪市福島区、此花区、港区 、⻄淀川区、

⽣野区 池 市 守 市 ⼤東市6 18 8:00 〇⾼速道路１２路線を通⾏⽌め規制中 ⾦融機関
・施設の破損や停電等のため、４⾦融機関７店
舗が臨時休業
・５⾦融機関１１箇所のＡＴＭが利⽤不可

⾦融庁

6 18 10:30 【地震活動状況】
10 時30 分現在、震度１以上を観測する地震が計１０回発⽣
（最⼤震度6 弱：１回、２：３回、震度１：６回）

【⽕災被害】１３件
⼤阪府⼤阪市：３件
    ⾼槻市：２件
    吹⽥市：２件
    箕⾯市：２件
    茨⽊市：４件
兵庫県尼崎市：２件

物的被害 公⽴学校施設（校）
京都府 6
⼤阪府 調査中
奈良県 1

休校・短縮授業となっている学校等
公⽴学校施設（校）
京都府 休校270
兵庫県 休校13
奈良県 休校13 短縮10

避難所となっている学校等
公⽴学校施設（校）

⽂部科学省

6 18 10:43 【電⼒】停電解消（最⼤１７万件）
※電源開発、中部電⼒、北陸電⼒、中国電⼒、四国電⼒（関⻄電⼒以外）に
ついては供給⽀障、設備被害なし。

6 18 11:00 ○鉄道
（運⾏状況）
・在来線の状況
 １１事業者  ６０路線 運転休⽌

施設被害あり
6 18 11:00 ○航空

・⼤阪国際空港：⼀部天井の崩落や壁⾯ひび割れ発⽣あり
・⼋尾空港：⽋航あり

6 18 11:30 死者：３名 負傷者：９１名

（滋賀県）負傷者１名
（京都府）負傷者４名
（⼤阪府）死者３名 負傷者７５名

6 18 12:00 【通信】
■固定電話
 復旧済。※⼀部発信規制中
■携帯電話等
 ⼀部基地局の停波あり。エリア⽀障なし。
■防災無線
 被害なし

○⾼速道路
点検に伴う通⾏⽌め：
■ネクスコ⻄⽇本管理：１１路線１２区間 263km
 全路線特別巡回（路⾯）終了、異常無し。現在構造物等
の路下点検実施中。
■阪神⾼速 全線通⾏⽌め
・⼤阪地区： 全線通⾏⽌め 147.7km
 特別巡回（路⾯）終了。現在のところ特に被害なし。
・兵庫地区： 全線通⾏⽌め 101.3km
 7 号北神⼾線の⼀部を除き特別巡回（路⾯）完了
 現在のところ特に被害なし
・京都地区： 全線通⾏⽌め 10 1km

6 18 12:00 【ガス】
○都市ガス
⼤阪ガス
供給⽀障：108,000 ⼾（⾼槻市46,000 ⼾、茨⽊市62,000 ⼾）
ガス漏れとの報道あり、確認中。

○直轄国道
・近畿地整管内(滋賀,京都,⼤阪,兵庫,奈良,和歌⼭,福井) 21
路線(1,485km) ： パトロール点検実施中
・中部地整管内(岐⾩,愛知,三重) 6 路線(84.4km)：パト
ロール点検実施中、R25 パト完了異常なし
○都道府県道・政令市道
・⼤阪府道（⾼槻市内） ⽔道管破裂により冠⽔

6 18 12:10 【上⽔道】
断⽔状況
・枚⽅市： 市⺠から濁⽔、漏⽔の通報があり。
NHK で報道のあった⽔管橋（⼤阪広域⽔道企業団の送⽔管）の漏⽔の発⽣
について確認中。
市内全域で濁⽔（断⽔には⾄っていない）
・⾼槻市 ：漏⽔あり。⼤阪広域⽔道企業団の送⽔管の修繕のため今後断⽔予
定（影響範囲は確認中）
・豊中市 ：断⽔あり
・吹⽥市： 断⽔有
・寝屋川市： 漏⽔あり
・摂津市：  漏⽔あり
・京都府： 情報収集中
・滋賀県： 被害なし
・兵庫県： 尼崎市で7 箇所配⽔管の被害あり。断⽔には⾄っていない。川
⻄市で ⾚⽔の被害あり

各省庁が把握した社会状況
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・茨木市の被害・対応のシナリオ基礎資料データ、平成 30 年大阪北部地震 マスメディア・

社会の動き(社会状況＿時系列一覧）を用いて、大阪府北部地震のシナリオデータを作成し

た。 

表 16 例：シナリデータ一覧（大阪府北部地震 茨木市データ） 

 
 
「2.3.1 被災・対応シナリオの空間的展開ツールの開発」において、開発したツールを用い

て、空間的展開した結果をシナリオを作成した。 

表 17 例：シナリデータ一覧（川崎市への空間的展開） 

 
 
 
 

E_Synopsis subject description reporter status bunrui assigned_to_ temp 出典

地震発⽣ 地震発⽣

7:58に地震発⽣
・場所：⼤阪府北部（北緯34.8 度、東経135.6 度） 深さ13km
・規模：マグニチュード6.1（暫定値）
・震源の深さ：１３ｋｍ（暫定値）
各地の震度（震度5 弱以上）
震度６弱 ⼤阪府 ⼤阪市北区、⾼槻市、枚⽅市、茨⽊市、
      箕⾯市
震度５強 ⼤阪府 ⼤阪市都島区、東淀川区、旭区、淀川区、
           豊中市、吹⽥市、寝屋川市、摂津市、
           交野市、島本町
      京都府 京都市中京区、伏⾒区、⻄京区、⻲岡市、
           ⻑岡京市、⼋幡市、⼤⼭崎町、久御⼭町
震度５弱 ⼤阪府 ⼤阪市福島区、此花区、港区 、⻄淀川区、
           ⽣野区、池⽥市、守⼝市、⼤東市、
           四條畷市、豊能町、能勢町
      京都府 宇治市、城陽市、向⽇市、京⽥辺市、

テレビ 周知 周知 全体共有 平成30年⼤阪北部地震 マスメディア・社会の動き

⼤阪府の対応 災害対策本部設置 7:58に災害対策本部設置 ⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）
交通関係 通⾏規制 8:00に⾼速道路１２路線を通⾏⽌め規制中 テレビ 周知 周知 全体共有 平成30年⼤阪北部地震 マスメディア・社会の動き

各省庁が把握した
社会状況 ⾦融機関

⾦融機関
・施設の破損や停電等のため、４⾦融機関７店舗が臨時休業
・５⾦融機関１１箇所のＡＴＭが利⽤不可

テレビ 周知 周知 全体共有 平成30年⼤阪北部地震 マスメディア・社会の動き

⼤阪府の対応 関係機関の動き ⾃衛隊⼤阪地⽅協⼒本部からリエゾンが到着 ⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 ライフラインの被害
被害情報収集（ライフライン）
停電：約17万⼾
 （池⽥市、吹⽥市、⾼槻市、茨⽊市、箕⾯市、摂津市）

⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 関係機関の動き ⼤阪管区気象台 地震情報発表（速報版） ⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 ライフラインの被害 被害情報収集（ライフライン）
ガス停⽌：約12万⼾

⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 副知事参集 副知事が参集 ⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 ライフラインの被害 守⼝市
 漏⽔（軽微）多数

⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

⼤阪府の対応 ライフラインの被害 守⼝市
 漏⽔（軽微）多数

⼤阪府 周知 周知 全体共有 データとりまとめ結果の可視化デザイン例（⼤阪府の対応）

6 18 8:00 0 0 1 コンセント型⼩型地震コンセント型⼩型地震計 システム
6 18 8:00 0 0 1 コンセント型⼩型地震コンセント型⼩型地震計 システム
6 18 8:00 0 0 1 ライフライン_ガス ライフライン_ガス システム
6 18 8:00 0 0 1 ライフライン_停電 ライフライン_停電 システム

6 18 8:00 0 0 15 地震発⽣ 地震発⽣

緊急地震速報（気象庁）
神奈川県で地震 強い揺れに警戒

東京 神奈川 埼⽟ 千葉 茨城
静岡 ⼭梨

気象庁

6 18 8:00 0 0 30 地震発⽣ 地震発⽣

7:58に地震発⽣
各地の震度（川崎市内 震度5 弱以上）
震度６弱 川崎市川崎区
震度５強 川崎市⾼津区、幸区
     横浜市鶴⾒区

気象庁

6 18 8:00 0 0 30 地震発⽣ 地震発⽣ この地震による津波のおそれはなし。 気象庁

6 18 8:05 0 0 45 交通関係 東海道新幹線が東京−静岡間上下線で運転を⾒合わせ
静岡−名古屋間も順次⾒合わせる予定

マスコミ

6 18 8:07 0 0 45 震度分布 震度分布 システム

6 18 8:07 0 0 45 地震発⽣ 地震発⽣

7:58に地震発⽣
各地の震度（川崎市内 震度5 弱以上）
震度６弱 川崎市川崎区
震度５強 川崎市⾼津区、幸区
     横浜市鶴⾒区
震度５弱 川崎市⾼津区、宮前区、多摩区、⿇⽣区
     横浜市港北区、都筑区、神奈川区、⻄区

気象庁

6 18 8:14 0 1 0 交通関係 8:00に政府は総理⼤⾂官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置
し、情報収集にあたっている

マスコミ

6 18 8:15 0 1 0 ライフライン_停電 ライフライン_停電 システム

6 18 8:18 0 1 0 交通関係 JR東⽇本によると、JRの在来線で神奈川県、東京都、千葉県内を⾛⾏
する全て線の運転を⾒合わせている

マスコミ

6 18 8:19 0 1 0 交通関係 ⽻⽥空港では、震度6弱を観測。航空機の発着をとめ、滑⾛路に地震の
影響がないか確認中

マスコミ
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2.5 業務の進捗報告 

本業務の進捗報告については、必要に応じて、研究打合せを実施し、打合せ記録 簿にて整

理した。以下に、打ち合わせ会議の一覧表を表 18 に示す。 

 

表 18  PRISM 新潟大 2020 年度会議一覧 

 

日時 場所 会議名

2020年 7月 6日（月）14:00-16:00 Web会議システム 第1回PRISM関係者連絡会議

2020年11月13日（金）10:00-12:00 Web会議システム 第2回PRISM関係者連絡会議

2020年11月 6日（金） 9:00-10:30 Web会議システム PRISM新潟大課題にかかる研究打合せ

2020年11月24日（火）10:00-12:00 Web会議システム 川崎市訓練にかかる担当者会議

2020年11月25日（水）16:00-18:00 Web会議システム 茨木市対応シナリオ可視化

2020年11月27日（金）17:00-19:00 Web会議システム 川崎市訓練シナリオ構築

2021年 1月 9日（土）13:30-15:30 Web会議システム 川崎市訓練にかかる打合せ

2020年10月13日（火）13:00-15:00 川崎市災害対策本部室 【川崎市】訓練実装に向けた情報交換

2020年12月 2日（水）17:00-18:00 Web会議システム 【川崎市】幸区訓練にかかる打合せ

2020年12月15日（火）15:00-17:00 川崎市幸区役所 【川崎市幸区訓練】会場視察

2021年 1月12日（火）16:30-17:00 Web会議システム 【川崎市幸区訓練】打合せ

●全体会議

●プロジェクト関係者会議

●研究協力機関打合せ
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2.3.3 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装 

大阪北部地震の茨木市における災害・被害・対応シナリオデータの蓄積・分析を基に（2018

年成果）、他自治体における教訓共有を目的に、同じ規模の災害に得られた知見を規模の違

う自治体に訓練シナリオとして適用するための空間的展開ツールを開発し（2019 年成果）、

本年度においては、フィールド自治体を設定し、その自治体の訓練シナリオ策定に活用する

ための実装の機会を持ちたいと考えていた。 

 フィールドとなった神奈川県川崎市においては、前年の 2019 年に台風 19 号において浸

水被害が発生した際に、１）災害の全体像が把握できない、２）政令市における市と区の災

害対策本部の役割分担や権限委譲について整理の必要性を感じている、３）意思決定に係る

プロセスが明確でない、等の課題意識を持った。これらの課題を解決するための訓練実施の

機会を検討していた。 

 プロジェクト側と実装フィールドとしての川崎市がお互いの目的を充足するための実装

の場として、川崎市役所、幸区役所から職員が参加し、川崎市幸区役所において、図上訓練

を実施することとし、令和３年１月に実施した。 

１）目的 

・ 災害対応機能に基づく業務標準化指示書の策定検討 

・ 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装検討 

・ 業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 

・ ２種類の小型地震計を試験設置することによる被害把握ならびに対応への活用検討 

２）概要 

・ 日時 令和 3年 1月 26 日（火） 9:30～12:00 

・ 場所 川崎市幸区役所（川崎市幸区戸手本町 1-11-1） 4 階執務室・会議室 

・ 現地参加者 

＜研究者＞  

1. 田村圭子   新潟大学 危機管理本部 教授 

2. 酒井慎一  東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 教授 

3. 井ノ口宗成 富山大学 都市デザイン学部 准教授 

＜協力事業者＞ 

6. 杉山昌弘 NTT ラーニングシステムズ株式会社 マネージャー 

7. 元谷 豊 株式会社サイエンスクラフト 防災部 部長 

8. 松村圭吾 株式会社サイエンスクラフト 防災部 研究員 

以上、現地参加 8 名  

＜協力事業者＞ 

9. 濱本両太 ESRI ジャパン株式会社（Web 参加） 

10. 寺野秀聖 ESRI ジャパン株式会社（Web 参加） 

11. 岸川英樹 日本ミクニヤ株式会社（Web 参加） 
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以上、Web 参加 3 名  

＜当日の次第＞ 

・ 9:30〜 9:40  はじめに 

・ 9:40～10:30 発災直後を想定した訓練 

・10:30～11:30 ３日後 を想定した訓練 

・11:30～12:00 ふりかえり 

＜訓練の役割＞ 

・訓練のコントローラー・企画調整 

研究者側：田村、井ノ口 

川崎市：幸区役所：夏井、危機管理室：三原  

＜訓練規模＞ 

• 川崎市幸区役所 10～20 名（幸区危機管理担当・総務課・企画課・地域振興課 等） 

• 川崎市危機管理室 10 名（市災対本部事務局・総括＋各班から 1名） 

＜感染症対策＞ 

  ・研究者側：訪問者リスト（連絡先含む）を提出 

 ・訓練当日朝の体温測定、体調確認（参加者自ら） 

 ・訓練参加時の体温測定、体調確認（口頭）、手指のアルコール消毒、マスク着用 

 ・訓練場所の換気（1時間に 1回等）
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●Web 参加者からみた訓練状況（写真①～㉜） 

  

①9:30 訓練開始前説明 幸区    ②9:40 訓練開始 

  

① 訓練状況（市本部） ④訓練状況 

  

⑤被災・対応シナリオの空間的展開ツール ⑥被災・対応シナリオの空間的展開ツール 
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⑦被災・対応シナリオの空間的展開ツール ⑧被災・対応シナリオの空間的展開ツール 

  

⑨被災・対応シナリオの空間的展開ツール ⑩被災・対応シナリオの空間的展開ツール 

  

⑪被災・対応シナリオの空間的展開ツール ⑫WBS-M/ACE 説明 

 

 

⑬WBS-M/ACE 説明  
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●現地参加者からみた訓練状況（写真①～㉘ ） 

  

①訓練開始前説明 幸区 夏井課長 ②Web 参加者との通信確認 

  

③Web 参加者への説明 ④訓練状況（市本部） 

  

⑤訓練状況（区本部事務局） ⑥訓練状況（情報広報班） 
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⑦訓練状況（地域支援班） ⑧訓練状況（被災者支援班） 

  

⑨訓練状況（保健衛生・福祉班） ⑩訓練状況（道路公園班） 

  

⑪訓練状況 ⑫訓練状況 
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⑬訓練状況 ⑭訓練状況 

  

⑮訓練状況 ⑯訓練状況 

  

⑰訓練状況 ⑱区本部会議 
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４）訓練ふりかえり（全体） 

訓練の最後に行われた訓練ふりかえりでの発言内容について、プレーヤーと研究者でそれ

ぞれ要約を行った。要約した結果を、表 19-21 に示す。 要約の元となった発言録について、

巻末資料に添付する。 

 

表 19 訓練ふりかえり内容の要約（プレーヤー：区） 

区分 役割 コメント 

区 

庶務班 

 今回の訓練では、電気が使用できる想定で職員の参集状況につ

いて適宜対応を行った。また、庁舎内の対応として、来庁者の安

全確保を行った。 

情報広報班 

 情報のさばきの部分で、全所属員が情報確認できることによる

通常手法の在り方や、情報過多による情報の抽出がうまくでき

なかった点が課題となった。 

 広報については、3日目にフェーズが変わった際に、内部で情報

共有を行いつつ適宜広報をできるものは行っていた。 

被災者支援班 

 多摩区から被災者支援班として参加した。第一フェーズは、シス

テムの使い方を勉強していた。第二フェーズでは、多摩川決壊の

シナリオに対し、区本部の方から冷静に対応策を伝えられたこ

ともあり、問題なく入力することができた点は良かった。 

道路公園班 
 全ての情報が送られて来ることから、事務所の中に情報の取捨

選択をする人が必要と感じた。 

指揮命令 

 可視化による情報の一斉取得は非常に良かった一方で、必要の

ない情報の取捨選択が求められ、精度良く情報を取捨選択でき

る能力が職員に必要になってくる。また、本部は取捨選択された

情報を基に戦略を練っていく、という一連の流れが醸成される

必要がある。 

 他にも、想像力を発揮し次の手を打てるか、市と区の関係を綿密

にしていけるかが重要になってくる。 
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表 20 訓練ふりかえり内容の要約（プレーヤー：市） 

区分 役割 コメント 

市 総括 

 市としては、市全体を見渡し、まずは被害の濃淡の判断を行っ

た。発災当初に消防局とは、北部から応援態勢を敷くような調整

を行った。 

 ガス漏れについて、東京ガスと顔の見える関係を築けているこ

とから、ガス遮断と供給状況について事前に認識していたが、市

と区の認識が共通でないと動きが異なってくるため、他機関の

動きも含め、市の認識を伝えていく必要がある。 

 授業中の発災に対して、公共交通機関が回復するのを待つなど、

保護者の迎えが期待できる状況で児童の引き渡しを行う判断を

下せるよう、教育委員会と調整する必要がある。 

 一方で、児童引き渡しと避難者への情報提供をどうさばくか、区

役所としても重い対応であると実感している。その辺りの認識

が区と市で一致しているとよい。 

 市と幸区との間で、エリアを絞ったガスの遮断、北部地区備蓄倉

庫内物資の麻生区への提供、自衛隊の風呂の納入、浸水・土砂災

害の危険がある地域からの避難者の移送の調整を行った。 
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表 21 訓練ふりかえり内容の要約（研究者） 

所属・役職 氏名 コメント 

富山大学 都市デザイン学部 

准教授 
井ノ口宗成 

 先を想定して一手先の行動を取れたか

振り返えられれば、訓練の経験がさらに

生きてくる。 

新潟大学 危機管理本部 

教授 
田村圭子 

 業務継続を迷う状況で被災者と生活に

支障が生じた人たちが混在し、問い合わ

せも多く大変である。 

 ウェブを通じて情報共有を進めながら、

応援・受援も円滑に進むような世の中に

なっていけばと思い、活動を続けてい

る。 

 

2.3.4 被災・対応シナリオの空間的展開ツールを活用した訓練実装のふりかえり 

１）質問項目の検討 

 自治体訓練におけるシステムツールの課題抽出のために、以下の区分毎に、自由記述と単

一記述の質問項目を検討した。単一選択は、共通の選択肢「１大いにあてはまる/２あて

はまる/３どちらともいえない/４あてはまらない/５全くあてはまらない/６関係ない答

えられない」とした。 

 

表 22 質問項目一覧 

区分 連番 質問項目 回答方法 

基礎情報 

1 所属 自由記述 

2 役職 自由記述 

3 訓練時班 自由記述 

4 氏名 自由記述 

事前準備 

5 システムツール研修は役にたった 単一選択 

6 
訓練が始まる前に、災害対応における自分の役割

を確認した 
単一選択 

7 訓練が始まる前に、計画・マニュアルを確認した 単一選択 

8 
事前準備について、ご意見があればお聞かせ下さ

い 
自由記述 

状況付与 

9 状況付与は役にたった 単一選択 

10 
状況付与に川崎市の住所が割り振られていてよか

った 
単一選択 
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区分 連番 質問項目 回答方法 

11 
状況付与が「実際の災害・対応（大阪北部地震の

茨木市）」を反映していたことは評価できる 
単一選択 

12 
状況付与のシステムツールはある程度使いこなせ

た 
単一選択 

13 
状況付与（内容）について、ご意見があればお聞

かせ下さい 
自由記述 

14 
状況付与ツールについて、ご意見があればお聞か

せ下さい 
自由記述 

地図情報 

15 地図情報は役にたった 単一選択 

16 
地図を見ることで幸区や川崎市全体の状況がイメ

ージできた 
単一選択 

17 対応を考える上で、地図を活用した 単一選択 

18 
地図情報は何に役立ちましたか。あなたのご意見

をお聞かせ下さい 
自由記述 

業務情報 

19 業務分析ツール Web-M/ACE を活用した 単一選択 

20 業務分析ツール Web-M/ACE で業務を確認した 単一選択 

21 アクションカードで対応記録のチェックをつけた 単一選択 

22 指示出し、作業完了報告機能を使ってみた 単一選択 

23 
業務分析ツールの今後の使い道について、あなた

のご意見をお聞かせ下さい 
自由記述 

今後 

24 区の対応マニュアルを見直せればと思う 単一選択 

25 市の対応マニュアルを見直せればと思う 単一選択 

26 区と市の役割分担を引き続き検討したい 単一選択 

27 
訓練をきっかけに、何か今後に向けてお考えにな

ったことがあればお聞かせ下さい 
自由記述 

訓練全般 

28 訓練で良かった点を記入して下さい 自由記述 

29 訓練で課題と感じた点を記入して下さい 自由記述 

30 
課題に対する今後の対応（予定）があれば記入し

て下さい。 
自由記述 

 
２）質問票の作成 

１）で検討した質問項目をもとに、Excel 形式の質問票を作成した。質問票の単一選択

の回答方法としては、回答者が回答しやすいように、Excel 上で色を塗る形式とした。

自由記述の回答は、直接 Excel に記入する形式とした。 
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図 29 質問票(一部) ※詳細は、別添資料 1に掲載 

 
２）とりまとめデータの分析 

参加者からは、以下のような評価を得た。訓練を実施することで、１）災害時の役割確認

（回答者の大多数）につながった、２）マニュアルや計画の確認につながった（回答者の大

多数）、空間展開ツールを活用した状況付与については、１）実際の災害・対応（大阪北部

地震の茨木市）」を反映していたことが評価できる（回答者の大多数）、２）地理空間上に展

開されたことが地図化されたことが状況把握に役立った（回答者の半数以上）、作業分割構

成図機能ツール(WBS-Mace)の活用については、うまく活用した/活用できなかった（回答数

御礼 ︓1⽉26⽇(⽕)の訓練は御参加いただきましてありがとうございました。
下記項⽬につきましてアンケートの御協⼒をお願いいたします。（2⽉12⽇(⾦)締切・excelシートのまま提出をお願いします。）
提出先︓総務企画局危機管理室 三原・圷（mihara-y@city.kawasaki.jp,akutsu-ka@city.kawasaki.lg.jp）

所属 回答⽅法︓あなたのお考えに最もあてはまるセル1つに⾊をぬってくださ
役職 例︓回答が3なら以下のとおり（何⾊でも可）

訓練時班 1 2 3 4 5 6
⽒名 ※意⾒記⼊欄につきましても回答をよろしくお願いいたします。

事前準備

⼤
い
に
あ
て
は
ま

る あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

全
く
あ
て
は
ま
ら

な
い

関
係
な
い

答
え
ら
れ
な
い

1 システムツール研修は役にたった 1 2 3 4 5 6
2 訓練が始まる前に、災害対応における⾃分の役割を確認した 1 2 3 4 5 6
3 訓練が始まる前に、計画・マニュアルを確認した 1 2 3 4 5 6
4

状況付与

⼤
い
に
あ
て
は
ま

る あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

全
く
あ
て
は
ま
ら

な
い

関
係
な
い

答
え
ら
れ
な
い

5 状況付与は役にたった 1 2 3 4 5 6
6 状況付与に川崎市の住所が割り振られていてよかった 1 2 3 4 5 6

7
状況付与が「実際の災害・対応（⼤阪北部地震の茨⽊市）」を
反映していたことは評価できる

1 2 3 4 5 6

8 状況付与のシステムツールはある程度使いこなせた 1 2 3 4 5 6
9

10  状況付与ツールについて、ご意⾒があればお聞かせ下さい
<意⾒記⼊欄> 

⾸都圏レジリエンスプロジェクト データ利活⽤協議会 ⾏政課題分科会
川崎市幸区災害対策本部・川崎市災害対策本部 図上シミュレーション訓練 訓練参加者アンケート

事前準備について、ご意⾒があればお聞かせ下さい
<意⾒記⼊欄>

 状況付与（内容）について、ご意⾒があればお聞かせ下さい
<意⾒記⼊欄> 
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が拮抗）、訓練の事前準備・研修については、ありがたかったが、改善点も見受けられた。 

全体としては「茨木市の実災害のデータを参考にした状況付与だったので、リアリティがあ

った」「実際の災害対応がイメージできたことで、川崎市独自の課題に着目することができ

た」とのコメントを得た。 

以下に、とりまとめたデータのグラフ化及び自由記述の整理をした。 単一選択について

は、円グラフを採用し、とりまとめたデータをグラフ化した。Excel により作成したグラ

フは、PPT にまとめ、グラフ化から明らかになったことは、円グラフとともに文章の形式

で記載した。自由記述については質問項目毎に、類似する回答をまとめて区分ごとに意見

の概要を簡潔に整理した。 
 
 

①事前準備 １．システムツール研修は役にたった 
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約６割の訓練参加者がシステムツール研修は役にたったとして「大いにあてはまる」「あ

てはまる」を回答したが、「関係ない答えられない」「どちらともいえない」の回答も約 4

割あった。 

システムツール研修で、活用できるところまで習得が出来なかった点から、約 4 割の参

加者が「関係ない答えられない」「どちらともいえない」と回答したと考えられる。 

 
 

①事前準備 ２．訓練が始まる前に、災害対応における自分の役割を確認した 

 
 
 

約 8 割を超える訓練参加者が、訓練が始まる前に災害対応における自分の役割を確認し

たとして「大いにあてはまる」又は「あてはまる」と回答した。 

本訓練をきっかけに、自らの災害対応の役割を確認した参加者が約 8 割いたことは、良

い結果であるといえる。 
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①事前準備 ３．訓練が始まる前に、計画・マニュアルを確認した 

 
 
 

約 7 割を超える訓練参加者が、訓練が始まる前に災害対応における自分の役割を確認し

たとして、「大いにあてはまる」又は「あてはまる」を回答した。 

本訓練をきっかけに、計画・マニュアルを確認した参加者が約 7割いたことは、良い結果

であるといえる。 

 
 
  



 
 

65 
 

②状況付与 １．状況付与は役にたった 

 
 
 

約６割の訓練参加者が状況付与は役にたったとして、「大いにあてはまる」又は「あては

まる」を回答したが、「どちらともいえない」の回答も約 3割あった。 

本訓練で約 6 割の訓練参加者が、状況付与が役に立ったと回答したのは、良い結果であ

るといえる。「どちらともいえない」の回答者は、状況付与が多すぎて使いこなせなかっ

たと感じた可能性が考えられる。 
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②状況付与 ２．状況付与に川崎市の住所が割り振られていてよかった 

 
 
 

状況付与に川崎市の住所が割り振られていたことについて、約 7 割を超える訓練参加者

が評価できるとして「大いにあてはまる」又は「あてはまる」と回答した。 

川崎市の住所が状況付与に振られていることで、訓練参加者が状況付与をより想像しや

すくなったと考えられる。 
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②状況付与 
３．状況付与が「実際の災害・対応（大阪北部地震の茨木市）」を 

反映していたことは評価できる 

 
 
 

状況付与が大阪北部地震の茨木市における実災害の対応データを反映していたことにつ

いて、約 8割を超える訓練参加者が評価できるとして「大いにあてはまる」又は「あては

まる」を回答した。 

実災害のデータを反映した状況付与のニーズが大きいことが、明らかになったといえる。 
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②状況付与 ４．状況付与のシステムツールはある程度使いこなせた 

 
 
 
約４割の訓練参加者が状況付与のシステムツールはある程度使いこなせなかったとして

「あてはまらない」又は「全くあてはまらない」を回答し、「関係ない答えられない」「ど

ちらともいえない」の回答も約５割であった。 

多くの訓練参加者が状況付与システムツールを使いこなすことができなかったと考えら

れる。訓練前にシステムツールの使用方法を学ぶ事前研修等の重要性が明らかになった

といえる。 
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①地図情報 １．地図情報は役にたった 

 
 
 
訓練参加者の約 3 割が地図情報は役立ったとして「大いにあてはまる」又は「あてはま

る」を回答し、約 3割が役に立たなかったとして「全くあてはまらない」「あてはまらな

い」を回答した。「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 4割あ

った。 

地図情報は役にたったという参加者が約３割いたことは、良い結果であるといえる。「関

係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答者は、使いこなせなかったと感じ

ている可能性があると考えられる。 
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①地図情報 ２．地図を見ることで幸区や川崎市全体の状況がイメージできた 

 
 
 

約６割の訓練参加者が地図を見ることで幸区や川崎市全体の状況がイメージできたとし

て、「大いにあてはまる」又は「あてはまる」を回答したが、「どちらともいえない」の回

答も約 3割あった。 

地図情報を活用し市全体の状況がイメージできた参加者が約６割もいたことは、良い結

果であるといえる。 
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①地図情報 ３．対応を考える上で、地図を活用した 

 
 
 
訓練参加者の約 3割が対応を考える上で地図を活用したとして、「大いにあてはまる」又

は「あてはまる」を回答し、約 2割は活用していないとして「全くあてはまらない」又は

「あてはまらない」を回答した。「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の

回答が約 5割あった。 

本訓練の限られた時間の中で、地図情報を活用して対応を考えることができたことは、良

い結果であるといえる。 
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②業務分析 １．業務分析ツール Web-M/ACE を活用した 

 
 
 

訓練参加者の約 3 割で Web-M/ACE を活用していないとして「全くあてはまらない」又は

「あてはまらない」を回答し、約 3割が活用したとして「あてはまる」を回答した。 

「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 4割あった。 

本訓練の限られた時間の中で、Web-M/ACE を活用した参加者が、約 3割もいたことは、良

い結果であるといえる。 
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②業務分析 ２．業務分析ツール Web-M/ACE で業務を確認した 

 
 
 
訓練参加者の約 4 割が Web-M/ACE で業務を確認していないとして、「全くあてはまらな

い」又は「あてはまらない」を回答し、約 3割が業務を確認したとして「あてはまる」を

回答した。 

「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 3割あった。 

本訓練の限られた時間の中で、Web-M/ACE で業務を確認した参加者が、約 3割もいたこと

は、良い結果であるといえる。 
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②業務分析 ３．アクションカードで対応記録のチェックをつけた 

 
 
 
訓練参加者の約 4 割がアクションカードで対応記録のチェックをつけていないとして、

「全くあてはまらない」又は「あてはまらない」を回答し、約 2割がチェックを付けたと

して「大いにあてはまる」又は「あてはまる」回答した。「関係ない答えられない」と「ど

ちらともいえない」の回答が約 2割あった。 

本訓練の限られた時間の中で、アクションカードを使用した参加者が、約 2 割もいたこ

とは、良い結果であるといえる。 
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②業務分析 ４．指示出し、作業完了報告機能を使ってみた 

 
 
 

訓練参加者の約 5割が指示出し、作業完了報告機能を使っていないとして、「全くあては

まらない」又は「あてはまらない」を回答し、約 2割が使ってみたとして「あてはまる」

を回答した。「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 3割あった。 

「指示出し」「作業完了機能」を使いこなせなかったと感じた訓練参加者が多かったとい

える。 
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③今後 １．区の対応マニュアルを見直せればと思う 

 
 
 
訓練参加者の約 3割が区の対応マニュアルを見直せればと思うとして、「大いにあてはま

る」「あてはまる」を回答し、約 1割は、「あてはまらない」の回答があった。 

「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 6割あった。 

本訓練をきっかけに、区の対応マニュアルの見直しに前向きな回答が多かったため、今後

の改善が期待される。 
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③今後 ２．市の対応マニュアルを見直せればと思う 

 
 
 

訓練参加者の約 3 割が市の対応マニュアルを見直せればと思うとして「あてはまる」と

回答し、約 1割は、「あてはまらない」の回答があった。 

「関係ない答えられない」と「どちらともいえない」の回答が約 6割あった。 

本訓練をきっかけに、市の対応マニュアルの見直しに前向きな回答が多かったため、今後

の改善が期待される。 
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③今後 ３．区と市の役割分担を引き続き検討したい 

 
 
 

訓練参加者の約 4 割が区と市の役割分担を引き続き検討したいとして「大いにあてはま

る」「あてはまる」と回答し、「あてはまらない」の回答はなかった。「関係ない答えられ

ない」と「どちらともいえない」の回答が約 6割あった。 

本訓練の中で、区と市の役割分担について前向きな回答が多かったため、今後の改善が期

待される。 
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１．システムツール全般へのご意見 

 
１）システムツールがよかった。 

 システムツールは、初見でもある程度どういう動きをするか分かり易かった。 

 システムで状況付与が届き、わざわざ電話確認しに行く必要もなくてよかった。 

 高度な情報連絡票のような機能がシステムにあったので、うまくカスタマイズすれ

ば、災害対応で活用できるのではないかと思いました。 

 情報が共有でき、かつ迅速に伝わる点は良かった。 

 情報共有方法のスムーズさ、自班の対応すべき内容が明確にわかり、次の行動が読

めた。 

 新システムの導入により、インフラや公共交通機関の情報が逐一流れてくるのは、

こちらから情報を取りに行かずに済んだので、かなり助かった。 

 情報を各パソコンで共有できることは良いと思います。 

 付与される状況が視覚化されたことで、対応方針案の策定やリソース配分など、災

害対策本部事務局としてやるべきことが明確になる。 

 実際にシステムに触れることができ、理解が深まった。区本部の状況を身近に感じ

ることができた。 

 

２）ツールを使いこなせなかった。 

状況付与ツールを使いこなせなかった。 

 状況付与に対する回答の仕方や使い方が一部分からないところがあった。 

 もっとツールに慣れる必要があると感じた。 

 事前にログインして内容は確認していたのですが、実践となると難しかったです。 

業務分析ツールを使いこなせなかった。 

 今回、地域支援班としてアクションカードになっていた業務が少なく、カードの文

字では読み取れない行動の方か多かったため、カードの活用は少なかったと思いま

す。 

 活用しようとしましたが、システムが途中で止まってしまい、ヘルプを求めました

が対応してもらえず検証ができませんでした。 

 アクションカードの日付が入力できず、確定を押下しないと次へ進まない為、使用

することができなかった。 

 意見出しできるほど、精通した操作を実施できなかった。 

地図情報を使いこなせなかった。 

 システムに不慣れなため活用することができませんでした。 
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 恥ずかしながら、地図情報の存在を知らなかった。もう少し事前にシステムになれ

ておく必要があると感じました。 

訓練ツールをつかいこなせなかった。 

 前述したとおりシステムは良いサポートツールだと感じましたが、多くの情報が選

別されずに押し寄せるので、それへの対応が難しいと感じました。付与された条件

に対してのシステムへの入力方法が自分でも勉強不足であったため、誰が対応中な

のか若しくはすでに対応完了済みなのかが判別できず、情報連絡班との情報共有が

うまくいかない場面がありました。 

 

３）ツールの使い方に慣れておきたかった。 

訓練前にシステムツールの使い方について、慣れておきたかった。 

 WBS－M／ACE 及び WebEOC のシステムにもう少し慣れていれば、訓練をスムーズに

進捗させることができたと思います。 

 事前の研修は受けましたが、システムが実際にどのような働きをするのかが分から

なかったので、当日の訓練が始まるまでは心配でした。 

 システム研修前にマニュアルを参照出来たらよかった。 

 ブラインド訓練ではありましたが、システムの操作説明は事前に行っていただき、

図上訓練に集中したかった。 

 習熟度が足りず、システムを使いこなせていないと感じた。 

 システムに不慣れであり、前半はシステム操作に時間がとられ、状況付与に追いつ

かない状態でありました。来年度に新システムが導入予定なので、システムを使い

こなすことがスムーズな対応につながることがわかりました。 

 システムに慣れる時間が必要だと思いました。私自身そうでしたが、システムに触

るのも初めて、かつあれだけ大量の情報付与が来てしまうと正直何をしていいかわ

からないまま訓練が終わってしまった感じがしています。 

 システムに慣れていないと、対応が遅れてしまう可能性がある。 

 機械の使い方が分からない中で、情報を見てどうしたらよいか、分からなくなるこ

とがあった事。 

 現状では使いこなすことが困難であるという点。 

 もう少し、操作や検証する時間が欲しかったです。 

 

４）使い方の習熟の必要性、丁寧な周知の必要性を感じた。 

システムツール研修の内容だけでは、ツールを十分に活用できなかった。 

 市本部の参加要員は、訓練開始直前での約３０分間のシステム研修を受け、最低限

の操作の仕方は理解できましたが、使いこなせるレベルまでにはいきませんでし

た。 
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 研修があったことで使い方はなんとなく理解したが、活用するまでには十分な内容

ではなかった。 

訓練を効果的に行うにはシステムツールへの一定の習熟が必要である 

 システムによるデジタル方法にしても、紙媒体のアナログ方法にしても、各自が方

法を習得している必要があることを改めて感じました。 

状況付与ツールを使う場合、使い方等の丁寧な周知が必要だと感じた。 

 状況付与ツールを使っていく場合、マニュアルの見直しと職員への研修を含め丁寧

な周知が必要。 

 昨年の１９号も踏まえ、バスの移送とかマニュアルではないようなことが起こりう

る可能性があるので、いかに区本部が市本部、各班を使いこなせるか、適切な指示

が送れるかが重要だと感じました。 

事前レクや状況付与のカスタマイズ等、より丁寧な訓練準備が必要である。 

 事前のレクチャーができていればよかったとも感じています。 

 また、状況付与をもっとカスタマイズしたら、より実践的な図上訓練になると思い

ました。 

 

２．事前準備へのご意見 

 
訓練前の担当業務の確認が不十分だった。 

 訓練が始まる前に担当業務の確認を行ったが、実際に訓練が始まると何をすれば良い

か分からず、理解が及んでいないことを反省した。 

 

自らの業務を理解できていないことを実感した。 

 広報の業務をよく理解できていないことを痛感した。 

 

幸区の地理を理解しておく必要を感じた。 

 初めての経験で戸惑いもありましたが少し現実認識ができました。幸区の地図が頭に

入っていないといけないことも認識しました。 

 また、区内の地理が把握できていない点。 

 

川崎市で準備しているデータを USB 等のバックアップが必要だと感じた。 

 災対本部フォルダ（庁内共有ファイルサーバー）にアクセスできない PC だと、これ

まで準備してきたデータが一切使用できないため、USB 等にバックアップをとること

も必要だなと思いました。 
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ブラインド訓練と言うことで、あえて事前準備はしなかった。 

 災害時のリアル対応として、訓練のための準備はしなかった。（自身の今あるスキル

で通用するのか、試してみたかった部分が大きい） 

 

その他 

 Ｗｉ-Ｆｉが接続できず残念でした。 

 

３．状況付与へのご意見 

 

１）状況付与の量 

情報の量の多さを体験できてよかった。 

 首都直下地震など更に大きな地震が発生した場合には、情報量が今回の２倍、３倍

になることが予想されるため、本訓練で大阪北部地震で実際に起こったケースを体

感することができて良かった。 

 あれだけ大量の状況付与が与えられた経験ができてある意味良かったです。（実際

の災害時はあれぐらい多くの情報が入ってくる、という覚悟ができる。 

 

状況付与が多すぎる。 

 新システムを使いこなせていないので何とも言えませんが、情報が多すぎなのでも

う少し整理できるようになると良いと思います。 

 視覚化が、ある意味でナビ機能となってしまい、受け身となってしまった気がす

る。（スピードを意識する必要があるのではないか） 

 

２）状況付与の速度 

スピード感のある状況付与がよかった。 

 状況付与が画面から、どんどん溢れてくる様な訓練は非常に新鮮であり、今後の可

能性は大いにあると感じられてこと。 

 次々に状況が付与されて、緊張感をもって訓練に臨むことができたこと。 

 情報がどんどんパソコン上で流れてくることにより、情報共有の仕方等を含めて、

改めて課題を見つけることができたこと。 

 目まぐるしく状況が更新されたが、実際の災害時も同様と思われる。即応力の向

上、業務の理解不足など自身の課題や反省点が認識できた。 

 

３）状況の付与速度は、もう少し遅いほうがよかった。 
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 状況付与のスピード感が早く、市本部運営の点からはリアリティは追及できなかっ

たのが残念でした。 

 状況付与のタイミングが全体的に早く、もう少し考える時間があれば訓練的には良

かったかと思います。 

 状況付与して、その対応までを訓練する場合、付与内容によっては、付与の間隔を

あけた方がいいと思いました。 

 訓練の目的、獲得目標により状況付与のスピードの変化は仕方ないと思いますが、

正直、訓練進度についていけなかったのが現状でした。 

 訓練なので被災情報が挙がってくる前提ですが、実災害時には入力も含めてリアル

タイムで進行する意識が必要かと思いました。 

 

４）状況の付与速度に工夫が必要である。 

 また、1日分の情報を全て圧縮するのでなく、せめて 30 分～1時間毎に圧縮した方

が良い図上訓練になるのではと思いました。 

 

５）状況付与の内容はよかった。 

茨木市の実災害のデータを参考にした状況付与だったので、リアリティがあった。 

 状況付与については、リアリティがありよかった。 

 実災害に基づいた内容であるので、特になし。 

 茨木市の実災害の状況を川崎市にあてはめて作成した状況付与だったので、非常に

リアリティがある内容の状況であり、今まで予測しないことが生起し、それに対し

て対応を迅速に実施しなければならなく大変参考になりました。 

 様々な状況付与があり、訓練には役立った。 

 内容自体は実際の災害に基づいているため、リアルに感じられて良かったと思いま

す。 

 現実的な状況付与のため大変参考になりました。 

 茨木市の実際のシナリオを参考にしたためリアリティがあった状況付与で訓練がで

きたこと。 

 実際の震災時のデータを基に状況付与がされているので、リアルに近い状況を理解

することができた。 

 市民から寄せられる情報の多さを肌で感じたこと。 

 実際にどのような検討・対応が必要になるかを考えることができた点 

 市民からの具体的な困りごとなどがわかった点 

 災害時のイメージをつかめたのではないかと思います。 

 実際に発生した災害に基づく条件付与は、机上訓練に現実味をプラスできる良いも

のだと思いました。 
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実際の状況や市民からの問い合わせ内容をイメージできた。 

 実際の発災時に起こる事例を知ることができた。 

 実災害での状況が反映されているため、同程度の災害が発生した場合に、市民がど

のような情報を必要としているのかがある程度分かったことは良かった。 

県との調整に係る状況付与があってもよかった。 

 依頼、活動拠点の選定など救助実施市として県との調整が必要になる部分もあると

より良かったと感じた。 

実災害と訓練の対応比較ができてよかった。 

 実際に発生した災害をモデルにしたことで、実働と今回の訓練の思考や対応が比較

できて良いと感じた。 

６）状況付与内容の課題 

状況付与が時系列的に必ずしも整合を感じるものではなかった。 

 状況付与については、実績より作成されているとのことであったが、事象に対する

経緯や結果について、途絶していたり、いきなりこの情報からといったものであっ

たが、今回の訓練用に多少選別されたもののように感じられました。 

状況付与が茨木市の対応に基づいており、川崎市の実態に合わないものもあった。 

 川崎市は、茨木市とは違い、救助実施市であるので、自ら自衛隊の要請等の調整を

実施しなければならないため茨木市の全ての状況を当てはめることは、難しいと思

いました。市の特性を踏まえた状況付与の修正も必要と感じました。 

 本市の判断と違う判断に困る一面があった。 

状況付与においては、茨木市の場合は大阪府が対応していたため「県が実施」となってい

たが、政令市・川崎市にとっては、県との役割分担は実際とは違う。 

 茨木市を反映した点は問題ないのですが、自衛隊・緊急消防援助隊など県が差配し

たのか、すべて整っていた。 

 

７）状況付与方法・タイミング等の課題 

状況の付与において、こちらの対応より前に対応結果が付与された。 

 状況付与のタイミングが非常に早く発生した事象に対して、検討を開始した又は処

置を取ろうとしていたにもかかわらず、シナリオの方は、先に先に、処置の結果が

進んでいってしまっていたため、訓練時間と実時間のスピードに差があり過ぎたと

思います。 

状況付与と対応を考える間に時間間隔を開けてはどうか。 

 処置・対応を求めるシナリオについては、対応のための時間間隔をあけるのも必要

と思います。 

状況付与については、対象を絞って与えてはどうか。 
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 後は、上でも書きましたが、情報付与を与える際は全員に与えるのではなく、ある

程度人数を絞って与えないと、訓練にならない点があると思います。（災害対応で

難しいことの一つに、部署間の情報共有ということがあると思いますが、今回の訓

練では情報共有が初めからされた状態で行われていたため） 

状況付与が区市両方にまたがっていたため、うまく対応できなかった。 

 今回の訓練は、区本部をメインにした訓練であり、市本部の情報も状況付与に盛り

込まれていたため、状況付与と市の実際の動きに差があったが、上手く修正が出来

なかった。 

庁舎の損壊等だけ紙の状況付与であったが、システムツールからの付与でよかった。 

 庁舎の損壊等の状況付与で、庶務班から情報班への情報提供が紙なのは変更できな

いかと感じた。他の班はシステムを用いた情報共有をしている中、付与だけデー

タ、発信は紙というのが不自然に感じた。 

さらに状況付与をカスタマイズしたい。 

 もっと時間を確保して、川崎市の特性を踏まえた状況付与にカスタマイズしたら、

もっと素晴らしい図上訓練になると思いました。 

 次回から前もって状況付与の作成に各班の意見を取り入れるとより現実性が増すと

思われます。 

 

８）状況付与された情報の振りわけ、集約、対応が難しかった。 

大量の情報の振りわけや集約が難しかった。 

 情報量の取捨選択が難しい。 

 情報の取捨選択は難しいと感じた。 

 大量の情報が入る中で取捨選択をしていくことが非常に難しかった。 

 膨大な情報を取捨選択していくための基準・知識・経験等が必要になると感じた。 

 情報について、整理、進捗管理するのが難しいと感じた。 

 情報を集約しそれを適所に割り振るコントロールする人の役割の大変さを感じた。 

 一気に大量の情報が来ても処理対応できない点（ある程度の人員がいないと案件を

見ることも難しい）どの班がどれを対応するのか、捌く必要がある。 

 区の状況の情報量が多く、大事な情報を見落とす場面があった。 

状況付与の文言からどう対応すべきか考えることは難しかった。 

 日頃の訓練では実際に問い合わせや起こったことに対して肌で感じ対応してきた

が、図上で行う訓練では想像力が足らず難しかった。 

錯綜した情報の確認に手間取った。 

 大量の情報の中から、重要情報が錯綜した場面もあり、錯綜した情報を確認するに

もさらに、大量の情報に埋もれてしまい確認に手間取ったこと。 

情報が多すぎて確認で終わってしまった。 
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 情報が多すぎてほぼ確認だけで終わってしまった。情報に対する適切な対応が（慣

れていないせいもあるが）難しい。 

情報の取捨選択や判断能力の重要性について再認識することができた。 

 様々な情報が短時間で付与されることから、情報の取捨選択、判断能力の重要性を

再認識できたこと。 

 様々な条件付与が次から次へと舞い込むので、実際に災害が発生したようなバタバ

タ感を感じることができて、自分にとっては非常に良い体験となりました。 

 今回の訓練を通じ、災害発生時の行動（主に情報伝達の難しさや課題など）につい

て深く考えることができた。 

 リアルタイムのシミュレーションができたこと。 

 また、情報がどんどん流れてくる状況になると、見ることに精いっぱいになってし

まい、ホワイトボードの活用等、今後の検討に繋がる。 

 

その他 

 状況付与は実施していない。 

 

４．状況付与ツールへのご意見 

 
状況付与ツールは便利だった。 

 被害種別（人的、建物等）ごとなどでソートがかけられる機能があると必要な情報

が探しやすいと感じた。 

 状況付与がシステムで一斉にされる点は分かりやすかったです。 

システムにより、情報広報班の事務量が減った。 

 情報を全員で共有できる状態がすぐに作れるため、情報広報班としては、事務が減

り良かった。 

 

状況付与ツールを導入する場合、定期的な研修の実施が不可欠だと感じた。 

 実際の災害時に状況付与のシステムツールを使いこなすのは大いに混乱を起こすの

ではないかと感じた。定期的に研修を行い、市、区、班内でのそれぞれの役割分担

等を明確にしておく必要があると感じた。 

 

状況付与ツールがあることで、情報広報班の役割がよくわからなかった。 

 送られてくる情報について、既に各自で共有できる状態のため、このような訓練が

初めであったという要因もあるが、情報広報班としてどのように役割を遂行すれば

いいか、難しかった。 
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 今回の訓練では、市や区に入ってきた情報が一瞬で全職員に共有される状態だった

ため、情報広報班が本来担っている「情報の捌き」の部分が無く、参加者がそれぞ

れ自分に関係すると思う情報を拾って処理するという状態になっていた。本来は、

情報が一瞬で全員に共有されることは無く、どこかの課に入ってきた情報はある程

度情報広報班に集められ、捌いていくという流れが今のマニュアルだと思うので、

情報広報班にとってはリアルな訓練ではないと感じました。 

 
情報が埋もれる状況を回避しようとしたが、整理すると情報の順番が入れ替わることに

恐れがあった。 

 また、確認を押すと先頭に来てしまい、情報が混乱する恐れがあり、実際の災害時

のようだった。 

 
組織体制に担当者名を登録することで円滑に進むのではないか。 

 各条件付与に対する確認欄ですが、今回の訓練では個人名を登録し表示されていま

したが、これではどこの所属の何班の誰かをすぐに認識できないため、実際には所

属と班名、名前を登録する方が対応が円滑に進むのではないかと感じました。 

 
状況付与ツールの使い勝手に工夫が必要であった。 

 システム上の動きとはなるが、確認したタイミングが最上位に来て見づらかった。

また、班別に付与された（絞り込まれた）情報の一覧表化もあれば、対応の漏れ防

止にも繋げられると思いました。 

 使いこなせれば、非常に有用なツールであると思う。ただ、何点かシステム上この

ように使えたらもっと便利なんだけどな・・・という部分がありました。（１）班

ごとにデータを割り振れる機能。（関係ない情報で自分の班に必要な情報が埋もれ

てしまうので、必要に感じた）（２）タイムラインごとに情報が流れるが、古い情

報を確認しただけでもタイムラインの上の方に表示されるのは紛らわしく感じた。

（対応してコメントをつけたものが上にくるのであれば分かりやすいが、確認した

だけのものが上にくる必要はないと感じた） 

 ライフラインの停止・復旧状況や市民からの問合せへの基本回答例など、刻々と内

容が変化する情報を条件付与の一覧から探し出すのは不可能だと感じました。シス

テムの中にライフラインの最新の状況や市民からの問合せの回答例などを取りまと

めて確認・更新できる機能があると良いのではないかと思いました。 

 最新情報が最初にあるのは良いことではあるが、情報を集約・指示する班でない場

合、自分達の班にとってあまり必要ではない情報が多く作業が難しかった。不要ボ

タンなどがあり不要な情報を隠せるとよかった。あるいは通報を受け入力する段階
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でカテゴリーをつけられるとよかったのかもしれない。一方、他区の情報が届くの

で、幹線道路など接続している他区の情報もあると助かる。 

 ただし、訓練ということもあり、市民からの問合せの状況も条件付与の欄に次々と

情報としてアップされたことから、本当に大切な情報が埋もれてしまったような気

がしました。したがって、情報により自動的に色分けされるなどの機能があるとわ

かり易いのではと思いました。 

 

状況付与の回答・報告では、紙媒体の方にも利便性があると感じた。 

 同一班の中で複数人が同時に状況付与の入力作業をすることが難しいため、状況付

与に対する回答（報告）だけ捉えると紙媒体の方にも利便があると思いました。 

 

その他 

 システムの使い方というよりも、今回の実験として何を・どのようにしてよいのか

分からなくなった部分が大きく、実験としてやるべきこととは違うのでは？と思い

ながら当日行動していたため、使いこなせたとは思っておりません。 

 

５．地図情報へのご意見 

 
地図情報は役に立った。 

 道路の被災状況を地図で把握し、今後の救助部隊の拠点や経路の選定に役に立ちま

した。 

 地図情報があることで、拠点の選定・資源配分など、市の方針を固めることができ

た。 

 周囲の状況等も検討する上で、役に立つと感じた。 

 どこの地域に発災箇所が集中しているかを確認するのに有用だった。 

 地図上で状況が確認できるので地図情報は有効だと感じた。 

 被害情報については、地図情報に被害箇所がポイントされていたため、今回の訓練

では南部地区での被害が多く発生していることに気付くことができた。 

 住所を聞き取り地図等で確認するより、迅速に確認できると思う。 

 幸区内の地理に精通していない方であれば、地図情報は一定程度有効であると思わ

れる。 

 

地図情報は、必要不可欠であると感じた。 

 市本部運営上は、俯瞰する視点が重要であり、全体像を把握もしくは想像するため

には必要不可欠。 
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 イメージを持って物事を判断することが重要ですので、地図情報は必要だと思いま

す。 

 

地図情報の表示方法に工夫が必要だと感じた。 

 しかし、見たい地図をどこを選択すればよいのかとっさに分からなかった。別ウィ

ンドウで地図情報を独立させると見やすいのではと感じた。 

 

地図に加えて Excel データ等があった方がよかった。 

 複数の地図で異なる情報（避難者数・開設施設等）があり困惑しましたが、実際の

災害対応でも情報の精査は想定されるため、よい経験になりました。また、避難者

の分散・移送を考慮すると、地図情報ではより具体的な判断が出来ず、エクセルデ

ータ等があると良かったです。 

 

地図情報の内容や色使いに工夫が必要だと感じた。 

 いくつか地図情報が提供されましたが、実際に何がどの範囲が発生してるのかなど

が分かりにくかったように感じました。もっとはっきりした色分けや情報の明記が

されていると助かります。 

 

紙媒体の地図も有用性があると感じた。 

 地図ソフトの検索に時間がかかることが見受けられた。幹線道路の通行止め、火災

発生など他との情報連携が重要な場合は落としこむことができればあってもよい

が、班内であれば、明細地図や管内図の方が実践的であると感じた。 

 ＰＣ画面の大きさに限界があるため、システムの地図情報は局所的な情報を把握す

るには利便がありますが、全体を把握するためには紙媒体の大判地図の方が利便が

高いと思いました。 

 

地図が使えることが途中までわからなかった。 

 地図情報が見えることを途中で知ったため、検証まで辿り着いていない。 

 

地図の使用はしなかった。 

 訓練中に使用機会がありませんでした。 

 

６．業務分析ツールへのご意見 

 
業務分析ツールは役に立つと感じた。 
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 作業の進捗を確認するために有効だと感じた。 

 業務分析ツールは自身の業務が何か一目で分かってよかった。 

 夜間休日等で参集した順に少数で業務をこなしていく場合には有効かと思われる。 

 指示等が正確に伝わると思う。 

 

業務分析ツールを活用する余裕がなかった。 

 状況付与の多さに把握するだけで目いっぱいとなってしまい、こちらのツールを使

用する余裕が全くなかったです。 

 今回の訓練では次々に届く条件付与への対応で、正直言ってツールに時間を割く余

裕がありませんでした。もっと人員や時間に余裕がある状況であれば、ツールに従

って確認しながら対応ができたのではないかと思いますが、災害発生時に果たして

余裕があるかは疑問に感じました。 

 

業務分析ツールの内容に工夫が必要だと感じた。 

 内容を表示させたり、項目の追加を作業者ができれば、より有効になると感じた。 

 

８．訓練全般でよかった点 

 
実災害をふまえた状況付与によって、マニュアルにないことの対応が必要だと知った。 

 マニュアルにはないことについて、検討や対応を行っていることがほとんどでした

ので、実際に災害が起こった際のイメージをより鮮明に持つことが必要だと感じま

した。 

マニュアルの業務以外に対応が迫られる現実を想像できた。 

 幸区災害対策マニュアルに記載されている業務を行いながら、逐一入ってくる情報

に対応できるのか不安になった。 

 

マニュアルの改善点が明らかになった。 

 マニュアルに関して、各班の動きをより明確にしたい 

 

システムツールの有用性を認識するきっかけになった。 

 これまでの災害対応は、どうしてもアナログに頼りがちなところがあったが、災害

時でもシステムはかなり有効なツールになると思うので、今回の訓練で災害時でも

システムを利用するという意識を多くの人が持つきっかけになったという点で良か

ったと思います。 

市本部と区本部の情報共有にシステムが有用であると感じた。 
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 市本部の状況を区本部が把握するのには有用ではないかと感じた。 

 

様々なシステムツールの存在を知ることができた。 

 システムの存在を知ることができた点。 

 WBS－M／ACE 及び WebEOC のようなシステムが開発中であったことがわかったこ

と。 

 新たなシステムを知ることができた点は良かった。 

 見識を広めることが出来ました。 

 

複合災害への対応を考えるきっかけとなった。 

 複合災害に対する対応を考える良い機会になった。 

 

少人数訓練は有効であった。 

 今回の訓練は各班から、少人数であったため、それぞれの班のやることが分かりや

すかった。 

 

庁内 PC が使用できない中での訓練は、貴重な経験だと感じた。 

 災対本部フォルダ（庁内共有ファイルサーバー）にアクセスできない PC での訓練

であり、これまで準備してきた手順書や帳票等エクセルデータが一切使えなかった

ため、良い経験になりました。 

 

９．訓練全般での課題 

 
１）業務や体制について認識した課題 

災害対応の経験が浅いことで判断に迷った。 

 災害対応を行ったことがないので、経験が浅い中では、訓練以上に迷いが生じるだ

ろうと感じた点。 

川崎市の体制について、検討が必要だと感じた。 

 今後、川崎市全体が災害時に有効に機能できるような体制づくりが課題（必要）で

あると感じた。 

他班の役割についても理解をしておく必要性を感じた。 

 区役所内で自分が所属している班のスキルを上げることは大事であるが、そのため

にも他班の役割や動きがわかることが、区役所全体の取組の向上に繋がっていくと

思った。 
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２）訓練の設定についての課題 

ブラインドにすべきもの、事前に知っておくべきことを分けるとよかった。 

 ブラインドにすべきものと、事前の準備（情報提供、操作説明）を切り分けて訓練

した方が良いのではと感じました。 

 システム自体の使い方を訓練中に理解しきれなかったので、事前の研修や訓練が必

要だと感じた。 

マニュアルについての見直しまで考えが及ばなかった。 

 今回の訓練では想定外が多くて、マニュアルどおり動くこともできなかったので、

そもそも見直した方が良い悪いの判断に至らなかった。 

 今回はシステムを用いた訓練ということで、マニュアル等の内容精査には至りませ

んでした。 

 今回の訓練はシステムを導入した訓練のため、マニュアルとの比較検討は難しい。 

訓練とはいえ電気に依存した訓練では、停電時には役立たないのではないか。 

 復電までに時間を要し、非発等のバックアップ電力がロストした場合を想定する

と、システムを用いた活動に不安を感じました。 

保健衛生・福祉班については、情報を流しても、その次のインプットがなかった。 

 保健衛生・福祉班については、コンピューターあてに情報を流してもその次がな

く、アクションをなかなか起こせない、達成できない時間があるのが課題と感じま

した。 

その他 

 プレーヤー目線での危機管理室の立ち位置、目的（ねらい）がよくわかりませんで

した。 

 

１０．今後について 

 

今回の訓練内容を今後活用したいと感じた。 

 疑似体験を通じて、災害時における行政のイメージを持つことができると思うの

で、多くの職場で活用できるようになれば良いと感じた。 

 市本部訓練を実施する際のシナリオに、今回のシナリオを参考にさせていただけれ

ば幸いです。 

  

市と区本部の間でディスカッションが必要だと感じた。 

 訓練なのか研修なのか整理は出来ていないですが、被災（被害）情報によって市・

区本部の判断、方向性に相違がないようこの時点で何を考えるか等のディスカッシ

ョンは必要だと感じました。 
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来年度、新総合防災システム導入にあたり、役割分担や業務の再検討が必要であると感

じた。 

 新総合防災システム等の導入が来年度からあり、今回の訓練で情報の共有がパソコ

ン上で出来る場合、全ての職員が同じ情報を見ることになるため、役割分担や業務

等も改めて検討する必要があると感じた。今回総務班としては、クロノロがパソコ

ン上で出来上がっているため、今後不要になる可能性もあると考えている。 

 

マニュアルを見直し周知する。 

 広報業務のマニュアルの見直し精査及び改善を行い班内で周知する。 

 起こり得る事象とその対応などをマニュアルに細かく記載し、日ごろから想像力を

養い実際に速やかに的確な対応ができるようにする。 

 今回の訓練結果を基に「幸区災害対策マニュアル」を更新していく。 

 

区内の地理を把握する。 

 区内の地理については、実際に歩いてみる等して認識できるよう努めていきたいで

す。 

 

システムツールと紙での訓練・対応への考え方を整理する。 

 システムの導入があるとしても、現状の紙ベースの運用とのハイブリッドで進めて

いきたい。 

 実際に導入するかはともかく、様々な条件付与への対応を紙ベースではなくシステ

ム上で管理でき、また、全ての部署の対応方法も確認できることは情報連絡票のみ

の対応より情報共有がしやすいように感じました。 

 

今後のシステム導入に当たり、情報共有の在り方について検討する。 

 今後システムを導入していくのであれば、情報共有の仕方について検討していきた

い。 

 

必要な物品・人員を確保する。 

 各班に１つ（または事務局用に２～３個）USB が欲しいと庶務に提案してみたいで

す。 

 人員の確保。 

 

訓練時間を実時間で実施する。 

 訓練時間を実時間で実施する。 
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訓練の目標に応じた状況付与数を検討する。 

 訓練の獲得目標に応じたシナリオ数の厳選。 

 

システムの習熟度を上げるために、継続して研修を行う。 

 引き続き研修等を通じて身に着けていきます。 

 今後も訓練を継続して、習熟を上げていけば、より活用方法が見えてくると感じ

た。 

 新規にシステムを導入する際は、十分な訓練が必要である。  
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2.4 業務標準化指示書に基づく対応記録の可視化ツールの検討 

（１）WBS-M/ACE 上に対応過程を記録するデータベースの共有化機能開発 

・WBS-M/ACE 上に対応過程を記録するデータベースの共有化機能開発を実施した。Action 

Card Editor(ACE)の対応過程の記録情報（①）を、WBS-M/ACE が持つデータベース共有化

機能の形式（②）に組み込み、WBS-M/ACE 上に対応過程を記録するデータベースの共有化

機能を実現した。

 

図 30 WBS-M/ACE 上に対応過程を記録するデータベースの共有化機能開発 

 
（２）業務標準化指示書の WBS を読み込んだ業務構造の実装 

・業務標準化指示書の WBS（③）を基に、データフローダイアグラム形式（④）にて 

 業務構造を可視化する機能を実装した。 
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図 31 業務標準化指示書の WBS を読み込んだ業務構造の実装 
 
（３）線表形式による記録情報の可視化機能の設計・開発 

 業務標準化指示書に基づく対応記録（①）を、線表形式（⑤）にて可視化する機能の 

 設計を行い、その機能を開発した。 
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図 32 線表形式による記録情報の可視化機能の設計・開発 

 

３．結論及び今後の課題 

結論：大阪北部地震の茨木市における災害・被害・対応シナリオデータの蓄積・分析を基

に（2018 年成果）、他自治体における教訓共有を目的に、同じ規模の災害に得られた

知見を規模の違う自治体に訓練シナリオとして適用するための地理空間的展開ツー

ルを開発し（2019 年成果）、本年度においては、フィールド自治体を設定し、その自

治体の訓練シナリオ策定に活用するための実装を神奈川県川崎市をフィールドとし

て実装した。具体的には、プロジェクト側が策定した訓練シナリオやツールをもとに

川崎市役所、幸区役所から職員が参加し、川崎市幸区役所において、図上訓練を実施

した。参加者からは、他自治体から地理展開ツールを用いた訓練シナリオについては、

「茨木市の実災害のデータを参考にした状況付与だったので、リアリティがあった」

「実際の災害対応がイメージできたことで、川崎市独自の課題に着目することができ

た」等の好評価を得た。 

今後の課題：１）災害時における災害・被害・対応シナリオデータの記録・蓄積の安定的



 
 

98 
 

な確保、２）地震災害においては一定の成果を得た地理空間展開ツールの他災害への転

用可能性の検討、である。大阪北部地震の茨木市における災害・被害・対応シナリオの

ケースのように、地理空間的展開を可能とするデータ蓄積については、全ての災害にお

いて可能というわけではない。特に自治体の対応データについては、被災程度が甚大で

あれば記録がままならない状況が想定され、また、記録可能な状況であっても被災時の

対応データの記録に熱心な茨木市のような自治体はどちらかといえば少ない。安定的な

データの確保方策の検討が必要である。また、地震災害以外の他災害、例えば水害とい

ったより頻度の高い災害への適用可能性の検討が必要である。 

 

＜これまでの成果概要＞ 

・2018 年度には大阪府北部地震時の茨木市の災害・被害・対応を時系列的に地理空間

上に可視化し、対応の業務分析により、対応業務の時系列的なパターンを同定し、これ

らの知見に基づき、自治体や組織・団体が業務処理手順を標準化するためのツールの公

開を実施した。 

 

 

           図 33 2018 年度成果 

・2019 年度には、2018 年度の成果を用いて規模の違う自治体において、災害・被

害・対応を再現するための技術開発を実施、災害対応で実現すべき業務を分析する

ために、国の防災基本計画を作業分割構成図に整理、他自治体への訓練展開を想定

し、災害対応の業務処理の進捗管理ができる機能を開発した。
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         図 34 2019 年度成果 

・2020 年度は、災害対応業務の標準化を実現するための国の防災基本計画、防災業務

計画の分析に基づき、業務標準化指示書を作成、2019 年度に開発した技術を活用し、

大阪北部地震の茨木市における災害・被災・対応シナリオを規模の違う自治体（具体

的期には神奈川県川崎市）に地理空間的に横展開したシナリオを策定し、検証のため

に訓練を実施、訓練結果を自治体の災害対応のための業務標準化指示書にフィード縛

する手法を検討した。 

 

 

図 35 これまでの成果から今後へ 

Hazard

Impact

被災者の
対応シナリオ

【川崎市に
置き換えて

対応をGISで
可視化】

（横展開可能）

効果的な
災害対応を実現

⼿法の構築

【世界標準に
即した災害対応
との⽐較による
標準化の効果検

証】

⼤阪北部地震 M6.1 
18/6/18/⽉０7:58 

茨⽊市役所がモニター
した地震発⽣直後の初
動期の対応記録の収
集・解析

茨⽊市で
のAAR

改善点
教訓 NIMS

世界標準に
即した災害対応

の提案

具体的SOP
による訓練

2019

2020

2021

川崎市の現⾏の
災害対応訓練

2020

川崎市で
のAAR

組織編制
組織運営
情報処理
対策⽴案
資源管理
⼈材育成

2022 全体とりまとめ
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図 36 2021 年度の計画 

・2021 年度は、業務の標準化する際の災害シナリオ地震から頻発する水害に展開す

る。具体的には、水害発生トリガーからのシナリオ収集エリアの自動同定機能の開発、

収集エリアにおけるハザードシナリオデータの自動クロール機能の開発、被災・対応

シナリオの空間的展開ツールを活用した水害の訓練実装を検討予定である。 

 

４．引用文献 

特になし 
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