
68 
 

3.1.5  事業継続能力の向上のための業務手順確立(課題 a⑤) 

3.1.5.1 事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立(課題 a⑤a) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

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

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

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

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

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

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

することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応援が現地入

りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する経験も認識に

もバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない現状が課題とな

っている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベストプラクティス

を伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、組織の共働プロセ

スにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であり、その抽出と検討

を実施する。 
 

(b) ２０１９年度業務目的 

・事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

過去の災害対応の事例から抽出した業務要素をもとに、事業継続能力向上を目指した

業務手順の確立のための提案・検証を進める。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
公立大学法人兵庫県立大学 環境人間学部・

大学院環境人間学研究科 
教授 木村 玲欧 

国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 准教授 廣井 悠 
国立大学法人東京大学 生産技術研究所 准教授 沼田 宗純 
  

(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

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

応の事例から業務手順の確立のための構成要素を収集して提案・検証を進めた。 
特に、１）当該年度に発生した 2019 年台風第 15 号・第 19 号・第 21 号に伴う大雨にお

ける企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなか

った理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、２）災害対応

に工程（プロセス）の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS においては、
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2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例として自治体職員に対す

る訓練によってシステムの検証・改良を行い、３）帰宅困難者対策として企業が行う従業

員の滞留対策を図上演習する「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：

KUG）について、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる

複数回の検証を経て（東京都台東区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したも

の）、より従来の津波想定バージョンの他に津波なしバージョンを新たに作成した。 
 

(b) 業務の成果 

1)過去の災害対応事例の収集 

a)2019 年台風第 15 号・第 19 号・第 21 号に伴う大雨における企業の事業継続活動に関す

る質問紙調査 

 当該年度である令和元年、台風 15 号・19 号・21 号に伴う大雨など、立て続けに大きな

台風が襲来した。特に台風第 19 号は、2019 年 10 月 12 日に大型で強い勢力で伊豆半島に

上陸した後、関東甲信地方や東北地方など広い範囲で河川の氾濫が相次ぎ、洪水・浸水・

土砂災害などによって 14 都県の 390 市区町村という広範囲に災害救助法が適用された。

これは東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）を抜いて、過去最大の市町村数であった。

死者 99 人・行方不明者 3 人、全壊 3081 棟・床上浸水 12,817 棟などの他、農林水産業や

製造業にも大きな被害を出した。この年からはじまった水害・土砂災害の「警戒レベル」

の情報が住民にあまり浸透しておらず避難行動が遅れたり、自動車で移動中に被災して亡

くなったりする人も発生した。自然災害が事業継続にどのような影響を与え、災害対応力

向上のためにどのような問題点があるのかを明らかにすることは、効果的な業務継続を考

える上で重要である。 
そこで水害という自然災害によって企業の事業継続活動にどのような影響を与えたの

かを明らかにするため、10 月 30 日～11 月 8 日まで、株式会社新建新聞社が運営する危機

管理専門サイト「リスク対策.com」のメールマガジン購読者に質問紙調査を行った。対象

としたのは、台風第 15 号・19 号・21 号によって間接的被害を含んだ被害がある企業・組

織である。その結果、339 の有効回答を得た（全回答 396 のうち、同一組織からの重複回

答、個人事業者は除いた）。 
 回答企業は、上場企業 39.5%、非上場企業 46.3%で、企業規模では 1000 人以上の企業

が約 4 割を占めた。業種別では製造業が 32.5％と最も多く、次いでサービス業（10.0%）、

情報通信業（8.6%）と続いた。BCP（事業継続計画）の策定状況を尋ねたところ、策定し

ておらず、策定する予定もない（3.5%）、策定していないが、策定中・策定予定（20.2%）、

策定したが、一度も見直していない（6.9%）、策定し、非定期的だが訓練・見直している

（23.1%）、策定し、定期的に訓練・見直している（43.4%）、わからない（2.9%）となり、

回答企業の 6 割以上が BCP を策定し、定期的もしくは非定期的に訓練・見直しをしてい

た。 
b)BCP（事業継続計画）が十分機能しなかった理由 

 回答企業の中で「BCP（事業継続計画）を策定したが、今回十分機能しなかった」と回

答した企業（n=122）に対して、なぜ機能しなかったのかの理由を尋ねたところ（図 1）、
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「社員の防災意識が低かった」「被害状況の確認が遅れた」「今回の災害のような事態を想

定していなかった」といった項目が挙げられた。今回の台風災害では、「通信の途絶」「施

設・設備の被害」については特定の地域以外では大きな影響がなかったこともあわせると、

巨大台風を想定した計画が立てられておらず、災害対策本部の設置による指揮命令系統と

情報処理過程の確立、状況認識の統一 (COP: Common Operational Picture)といった、

ISO22320（緊急事態管理－危機対応に関する要求事項）で要求されている基本的な事項が

達成されておらず、災害対応の初動でつまずいていることが明らかになった。そして、こ

のような BCP に位置づけられている災害時の対応体制が社員に共有されていなかったこ

とが問題であることが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  BCP が機能しなかった理由 
(BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組織) 

 
 この結果について、昨年度の 2018 年 6 月 18 日、月曜日の朝 7 時 58 分の通勤・通学時

間帯に発生した「大阪府北部地震」において実施した調査結果と比較する。この地震にお

いても、公共交通機関の寸断・停止により、安否確認の仕組みが整っていない中で、出勤

か帰宅かの判断に迷った多数の滞留者・帰宅困難者が発生し、都市地震災害の脆弱性が再

確認された。 
 「BCP（事業継続計画）を策定したが、今回十分機能しなかった」理由を比較して、両

方の災害の共通課題や差がある項目を見たところ（図 2）、地震災害でも台風災害でも共通

する課題として挙がったのは「社員の防災意識が低かった」であった。また、台風災害の

方が機能しなかった項目は、「被害状況の確認が遅れた」「今回の災害のような事態を想定

していなかった」「過去に実施した被害想定が甘かった」などであり、このような大型台風
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災害については「被害想定の再設定や被害状況確認」が課題であることが考えられる。一

方、地震災害の方が機能しなかった項目は、「災害対策本部の設置が遅れた」「関係部門と

の情報共有が遅れた」「そもそも今回の災害は BCP の発動対象ではない」「重要業務にあ

たる社員の参集が遅れた」「BCP 訓練が役に立たなかった」「主要メンバーの代替要員を決

めていなかった」「トップ不在で指揮が遅れた」などであり、このような地震災害について

は「災害本部設置、関係部門調整、トップ・社員参集」が課題であることが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  BCP が機能しなかった理由 
(BCP を策定したが、今回十分機能しなかったと回答した組織) 

(2018 年大阪府北部地震と 2019 年台風 15・17・19 号災害との比較) 
 
c)災害対応で役に立った「平時からの取り組み」 

 2019 年台風 15・17・19 号災害において、災害対応で役に立った「平時からの取り組み」

を尋ねたところ（図 3）、「安否確認訓練」「危機管理担当者としての日々の学習」「防災・

BCP 訓練の実施」といった、災害対応に特化したような学習・訓練が役に立っていること

がわかった。平時における企業・組織の様々な取り組みのなかでも、防災や BCP に限らな

い社員教育・経営改善活動・リーダー研修よりは、非日常である災害事態に特化した具体

的な対応行動を確認する学習・訓練が有効であることが考えられる。 
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図 3  災害対応で役に立った「平時からの取り組み」 
 
2)災害対応工程管理システム BOSS を活用した災害対応業務プロセスの整理と検証 

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

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

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

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

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

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

災計画が策定されていないためである。 
そこで、2011 年東日本大震災、2016 年熊本地震、2017 年九州北部豪雨災害、2018 年

西日本豪雨災害等の自治体の災害対応を踏まえ、災害対応業務プロセスを整理して、災害

対応工程管理システム BOSS にデータとして登録し、災害対応業務プロセスの構造化を行

った。特に今年度は、2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例と

して、災害対応工程管理システム BOSS（Business Operation Support System）を活用

して手順化した（図 4）。災害対応業務としては、47 種類の大工程があるが、その中で、避

難所を対象として業務の手順化を行った（図 5）。 
その結果、フェーズ別に業務を整理すると、災害予防フェーズでは 12 種類の中工程、初

動対応フェーズでは、44 種の中工程、応急対応フェーズでは、29 種の中工程、復旧・復興

フェーズでは 10 種類の中工程にそれぞれ分類できた。これらの中工程に対して、業務の
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概要、実施方法と留意事項などを記入し、データベース化した。 
同様に、熊本県や岡山市などの自治体において、BOSS を使い災害対応要素を収集・整

理等を行うとともに、様々な主体・運用方法を含めた業務構成要素の手順化を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 静岡県南伊豆町での災害対応工程管理システム BOSS を活用した 
災害対応業務手順の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 BOSS の避難所運営業務手順 
 
3) 過去の災害対応事例から業務プロセスをマニュアル化した「帰宅困難者支援施設運営 

訓練キット（企業内待機版）」（略称：KUG）の開発・改良 

a)開発の動機 

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

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

少なくない人命が失われる危険性がある。このような現状を踏まえ、企業が自社社員の帰

宅困難者の滞留を行う場合に、周到な準備の必要な実動訓練を行わなくとも、施設設置の

是非や運営方法、運営において発生する課題について施設運営を机上で疑似体験し、帰宅
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困難者問題に対する理解を深めることを目的に「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」（略称：

KUG）を開発し、4～5 人を 1 グループとしたワークショップ形式で、1.役割を決め、2.滞
留方針を決め、3.イベントを起こし、4.ゲームを振り返りマニュアルを作る、という図上訓

練ツールを開発した（図 6）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）の構成 
 
b)ツールの開発と改良 

 本年度も昨年度に引き続き、「帰宅困難者支援施設運営ゲーム」において使用する「帰宅

困難者の支援施設運営訓練キット」の開発・改良を行った。特に今年度は、3 回の実際の

帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる検証を経て（東京都台東

区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したもの）、より従来の津波想定バージョ

ンの他に津波なしバージョンを新たに作成した点が特徴的である。 
 
c) 企業の「計画運休」に対する対応に関する調査分析 

このようなゲームを開発する上で、企業の事業継続の実態を探ることは重要である。昨

年度は大阪府北部地震の対応を分析した。本年度も引き続き企業の災害時の対応を探るた

め、（対象が風水害ではあるが）計画運休時の企業対応を分析する。ここでは筆者が行った

計画運休に対するアンケート調査を用いることとする。この調査は、首都圏（ここでは東

京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）に居住する 20 歳以上の人 9,477 人に対し、計画運休に

対する評価や意識に対して尋ねたのち、このなかで 2019 年 9 月 9 日に仕事や学校が元々

休みだった人や、この日に首都圏にいなかった人などを除いて無作為に 519 人抽出し本調

査を行ったものである。 
 当日の出勤状況については、計画運休の実施に伴ってそのまま出勤した人は約４割、遅

れて出勤することにした人が約 4 割で、残りの 15％は会社や学校を休んでいたというこ

とがわかった。そして全体として 6 割程度が、計画運休のニュースを聞いて何らかの通勤
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手段・通勤経路・スケジュールの変更をしていた。その内訳は、外出の日程を変更した人

が約 2 割、外出の時間を変更した人は約 3 割で、外出の予定を変更しなかった人は 4 割、

そして車やタクシーに交通手段を変更した人は 6%弱であった。特に後者については、筆

者がタクシーの運転手を対象にヒアリングをしたところ、9 日の朝は都心部がいつもより

渋滞していたとの情報が得られた。2018 年の大阪府北部地震では、多くの人が電車から車

に交通手段を変更して、がんばって通勤したことによって、結果として救急車の到着に通

常の 6 倍かかるなどの大渋滞が都心で発生したが、同様の状況が都心部で起きていたと考

えられる。 
 また、当日会社を休むあるいは出勤を遅らせた人のなかで、仕事や業務に支障が出た人

を尋ねたところ、そのような人はわずか 18.4%であった。災害時に無理して出勤しなくて

も、業務への支障は限定的と見ることができる。なお、当日会社を休んだあるいは出勤を

遅らせたことで、「上司や同僚に怒られた」と回答した人は大阪府北部地震時には 0.7%(2
人)いたが、今回は 0.2%(1 人)しかいなかった。 

さて、回答者が今回の計画運休で大きな課題としていたのは、計画運休に伴う社会の対

応であった。調査では、7 割以上の回答者が会社や学校から何らかの指示や連絡を受けて

いた。しかしながらその中には、「各自が自主判断するように」という指示がそれなりに含

まれており、結果として「指示が出なかった＆自主判断の指示を受けた」人たちの数は、

4 割程度にものぼった。また指示が出たとしても、当日の朝にその指示を受け取ったケー

スが一番多く、なかには 9 日の 10 時以降という、かなり遅い段階で指示が出た回答者も

15。7%いた。さらに、「通勤先で台風や地震の際に通勤するかしないかに関するルールが

事前に決められているか」を調査で尋ねたところ、「事前に決められていないし、連絡が来

るかどうかも決まっていない」という回答が約 4 割と一番多く、ルールがあるかどうかす

ら分からない回答者も 15%いたことが判明し、地震時はもちろん、風水害時にも出勤の移

動ルールが十分に決められていないことが分かった。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

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

応の事例から業務手順の確立のための構成要素を収集して提案・検証を進めた。 
特に、１）当該年度に発生した 2019 年台風第 15 号・第 19 号・第 21 号に伴う大雨にお

ける企業の事業継続活動に関する質問紙調査を行い、BCP（事業継続計画）が機能しなか

った理由や、BCP への組織の取り組み度合いによる差異などを明らかにし、２）災害対応

に工程（プロセス）の視点を持ちこんだ災害対応工程管理システム BOSS においては、

2019 年台風 19 号による災害対応を行った静岡県南伊豆町を事例として自治体職員に対す

る訓練によってシステムの検証・改良を行い、３）帰宅困難者対策として企業が行う従業

員の滞留対策を図上演習する「帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）」（略称：

KUG）について、実際の帰宅困難者支援施設運営ゲーム（KUG②）ワークショップによる

複数回の検証を経て（東京都台東区、東京都渋谷区、京都府、すべて自治体が主催したも

の）、より従来の津波想定バージョンの他に津波なしバージョンを新たに作成した。 
今後は、開発・改良したシステム・仕組みを検証しながら、過去の災害事例における各



76 
 

災害対応業務において、ベストプラクティスの提案をもとにした災害対応業務マニュアル

の充実を目指した、業務手順の確立のための要素分析・検証・提案を行うことが重要であ

る。過去の災害教訓事例の収集については、特に研究年度に発生している地震災害、風水

害、新型コロナ対応など、人々・組織をめぐる種々の災害における災害対応を比較しなが

ら、災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・整理する

ことで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討することが必要である。災害

対応工程管理システム BOSS については、システム開発・検証が進んできたため、効果的な

応援・受援に向けた災害対応の標準化を議論・共有するような場を持ちながら、システム

を活用し、自治体や民間企業などの各主体とともに災害対応業務の手順化を進めることが

必要である。帰宅困難者支援施設運営ゲーム（企業内待機版）については、様々なユーザ

ーによる実証実験を引き続き行い検証・改良を進めるとともに、特に実際の企業の災害対

応業務を支援するための、帰宅困難者対策・出勤困難者対策を検討・提案することが必要

である。 

 
(d) 引用文献 
1) 程潔他：首都直下地震における問題構造解明のための TOC 論理思考プロセスの適用，

地域安全学会論文集 No.11，pp.225-233，2009. 
2) 中央防災会議：防災分野の研究開発に関する委員会第 52 回，公表，2009. 
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(e) 学会等発表実績

1)学会等における口頭・ポスター発表

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別）

発表者氏名 発表した場所

（学会等名）

発表時期 国際・

国内の

別

西日本豪雨災害における

避難行動および復興感の

影響要因の検討

（ポスター）

大友章司・

木村玲欧

JpGU Meeting 
2019（日本地球

惑 星 科 学 連 合

2019 年大会） 

2019 年 5 月

26 日 
国内

集合住宅分科会～大規模

災害に対する集合住宅の

レジリエンス向上のため

の課題と技術を協議する

（口頭）

木村玲欧・

安西康修

令和元年度 第 1
回デ活シンポジ

ウム「企業も強く

なる  首都圏も強

くなる～テーマ

別分科会の挑戦

～」

2019 年 7 月

19 日 
国内

心理的復興感から考える

災害復興（口頭）

大友章司・

木村玲欧

日本心理学会第

83 回大会 
2019 年 9 月

12 日 
国内

地区防災計画の目次分析

とテキスト分析に基づく

課題傾向の把握（口頭）

井上雅志 ,沼
田宗純 ,目黒

公郎

日本自然災害学

会第 38 回日本自

然災害学会学術

講演会

2019 年 9 月

22 日 
国内

基礎的自治体における災

害対応の職員育成に関す

る基礎的調査（口頭）

田中健一 ,沼
田宗純

土木学会第 39 回

地震工学研究発

表会

2019 年 10 月

8 日 
国内

都道府県地域防災計画の

テキスト分析に基づく防

災対策の体系的整理に向

けた検討（口頭）

井上雅志 ,沼
田宗純 ,目黒

公郎

土木学会第 39 回

地震工学研究発

表会

2019 年 10 月

8 日 
国内

CSCA を用いた災害対応

業務の運営状況評価項目

の構築（口頭）

沼田宗純 ,中
田敬司 ,坂東

淳 ,中野真太

郎

土木学会第 39 回

地震工学研究発

表会

2019 年 10 月

8 日 
国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

 

 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表した場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
Research for 
Contributing to the 
Field of Disaster 
Science: A Review 

KIMURA, R., 
MIYAKE, H., 
YAMURA, K., 
KATO, N., 
MORITA, Y., 
IGUCHI, M., 
TANIOKA, Y., 
KOKETSU, 
K., KURODA, 
Y., OSHIMA, 
H. and 
SATAKE, K. 

Journal of 
Disaster 
Research, 
Vol.15, No.2, 
pp.152-164 

2020 年 3 月 国際 

A Development of the 
Disaster Management 
Education and 
Trainings Program 
for Children with 
Intellectual disability 
to Improve "Zest for 
Life" in the Event of A 
Disaster - A Case 
Study on Tochigi 
Prefectural Imaichi 
Special School for the 
Intellectual disability 
- 

NAGATA, T. 
and KIMURA, 
R. 

Journal of 
Disaster 
Research, 
Vol.15, No.1, 
pp.20-40 

2020 年 2 月 国際 

2018 年北海道胆振東

部地震被害調査報告書

（第 12 章 災害時行

動・災害対応）（査読有） 

沼田宗純 土木学会  地震工

学委員会 
2019 年 9 月 国内 

Acquisition of Ground 
Information in 
Downtown Yangon for 
Bosai Operation 
Support System 

T. Naing, S. 
Thinzar, M. 
Numada, K. 
Yu, K. Meguro 

Journal of 
Disaster 
Research, 
Vol.15, No.3, pp. 
377-386 

2020 年 3 月 国際 
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3)マスコミ等における報道・掲載 

 

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏

名 
発表した場所 

（新聞名・TV 名） 
発表時期 国際・

国内の

別 
イ ン タビ ュー  防 災 や

BCP は企業価値につなが

る。台風アンケートから読

み取れること（兵庫県立大

学教授 木村玲欧氏） 

木村玲欧 リ ス ク 対 策 .com
（新建新聞社） 

2020 年 1 月

4 日 
国内 

感染者が出た後の対応や

BCP に課題／新型肺炎に

対 す る組 織の 対応 状 況 

緊急アンケート結果 

木村玲欧 リ ス ク 対 策 .com
（新建新聞社） 

2020 年 2 月

3 日 
国内 

災害時の避難行動と防災

教育 
木村玲欧 21 世紀ひょうご

（公益財団法人ひ

ょうご震災記念 21
世紀研究機構） , 
vol.28, pp.8-20 

2020 年 3 月 国内 

自分・家族・地域を守る心

構えの形成 
木村玲欧 消防防災の科学(消

防防災科学センタ

ー), No.139 (2020.
冬), pp24-29 

2020 年 1 月 国内 

災害対応業務プロセスの

「見える化」で少人数での

対策が可能に──災害対

応 工 程 管 理 シ ス テ ム

「BOSS」開発とその効果 

沼田宗純 月刊  Ｊ −ＬＩＳ 
2019 年 7 月号 特

集：災害を乗り越

える、地方公共団

体情報システム機

構 

2019 年 7 月 国内 

災害対策トレーニングセ

ンター（DMTC）がモニタ

ー ト レー ニン グを 終 了 

本格始動に向けた準備を

開始 

沼田宗純 生研ニュース （東

京大学生産技術研

究所）, No.178, p. 
15 

2019 年 6 月 国内 

千葉”大停電”で顕在化、

高度情報化社会の災害リ

スク 

沼田宗純 Wedge REPORT  2019 年 10
月 30 日 

国内 

支部対応など説明 北海

道胆振東部地震 調査報

告を共有 

沼田宗純 土木学会、建設通

信新聞(朝刊)2 面 
2019 年 9 月

9 日 
国内 

コラム BOSAI 土木のチ

カラを防災・減災教育へ 
沼田宗純 建設通信新聞 ( 朝

刊)12 面 
2019 年 5 月

28 日 
国内 
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(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 
 

2)ソフトウエア開発 

名称 機能 
災害対応工程管理システム

BOSS 
災害対応業務フローのデータベース化・地域防災計

画などのドキュメントの効率的な管理運営 
 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 
 

(3) ２０２０年度業務計画案 

2020 年度は、3 年目である 2019(令和元)年度に開発・改良したシステム・仕組みを検証

しながら、過去の災害事例における各災害対応業務において、ベストプラクティスの提案

をもとにした災害対応業務マニュアルの充実を目指した、業務手順の確立のための要素分

析・検証・提案を行っていく。まずは、過去の災害教訓事例の収集について、特に地震災

害、風水害、新型コロナ対応など、人々・組織をめぐる種々の災害における災害対応を比

較しながら、災害時の事業継続における問題点や効果的な研修・訓練方法について分類・

整理することで、業務手順の確立と学習のあり方の解明に向けて検討していく。災害対応

工程管理システム BOSS については、特に効果的な応援・受援に向けた災害対応の標準化研

究会 「略して BOSS 研」を運用し、災害対応工程管理システム BOSS を活用し、自治体や民

間企業などの各主体とともに災害対応業務の手順化を進める。帰宅困難者支援施設運営ゲ

ーム（企業内待機版）については、様々なユーザーによる実証実験を行い、ゲームの検証・

改良を進めるとともに、企業の災害対応業務の第一歩ともいえる、帰宅困難者対策・出勤

困難者対策に関する啓発ツールの検討・開発を行うことを計画している。 

  




