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3.1.5  事業継続能力の向上のための業務手順確立(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。しかし、2016（平成 28）年熊本地震、2018（平成 30）年大阪

府北部地震、北海道胆振東部地震など、最近の災害時における事例を見ていくと、初動

対応においても、事業継続計画（ＢＣＰ）の発動による体制・対応の確立、参集・対策

本部の立ち上げや指揮命令系統、建物・設備・備品・従業員等の経営資源の被害状況確

認、顧客・従業員等の安全確保・物資配給、自社状況の対応の記録および情報発信など

の多くの面で課題が残っており、標準的な業務手順は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にむけての総合的な課題抽出・分析と検討を実施

する。 

 

(b)２０２０年度業務目的 

a.事例業務における事業継続能力の向上のための業務手順の確立 

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・提案を行う。 

 

(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) ２０２０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、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すために、業務手順の確

立のための各構成要素の分析・検証・提案を行った。  
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特に、１）当該年度に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）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、感染症における BCP（事業継続計画）の策定状

況および新型コロナ対策での有用性、感染症対策において頼りになった人・組織などを明

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、新型コロナに対応した業務フローを構築した BOSS を使用するチー

ムと従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS チームとマニュアルチ

ーム）に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした。また、３）効果

的な避難所運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開

発を行った。４）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（事業所滞留版）」（略称：KUG②）については、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アンケートを取りまとめて今

後の改善方針を検討した。  

 

(b) 業務の成果 

1)過去の災害対応事例の収集 

a) 新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に係る BCP（事業継続）に関する調査 

 当該年度である令和 2 年は、現代社会において初めて発生した先進国を含めた世界的な

パンデミックである新型コロナウイルス感染症というハザードによって、企業・個人事業

者の経済活動や事業継続に大きな影響を与えた。そこで、「新型コロナウイルス感染症によ

る日本の緊急事態宣言発出および延長を受け、企業などの組織や個人事業者の対応状況を

明らかにすることで、この対応経験を将来の自然災害時の対応に活かすこと」を目的にし

たアンケート調査を行った。 

調査時期は、2020 年 5 月 11 日～15 日である。2020 年 4 月 7 日に、日本国政府は、感染

が拡大していた人口密集地域の 7 都府県に緊急事態宣言を発出し（期限は 5 月 6 日まで）、

4 月 16 日には区域を全国 47 都道府県に拡大した。さらに 5 月 4 日には、緊急事態宣言を

5 月 31 日まで延長した。本調査は、緊急事態宣言が発出してから 1 ヶ月ほどが経過して厳

戒態勢の中で対応を行っていた時期に実施した。なお本調査中の 5 月 14 日になると、日

本国政府は、感染が拡大する 8 都道府県を除く 39 県で緊急事態宣言を解除し、新型コロ

ナウイルス感染症の第 1 波と呼ばれる時期が収束に向かった。 

調査手法は、インターネットによる質問紙調査である。調査対象者は、本調査主体の「首

都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」に参加しデータを共有する「デ

ータ利活用協議会関係者」（約 1000 人）、日本における危機管理と BCP（事業継続）の唯一

の専門メディアである「リスク対策.com」のメールマガジン購読者（約 2 万 2500 人）、1995

年阪神・淡路大震災以降 25 年以上継続している研究者・自治体職員・企業関係者などで構

成される防災研究会「Joint Seminar 減災」会員（約 350 人）である。いずれの調査対象

も、本論文の著者らが主体的に関係しているものである。 

回答数 615 件、そのうち同一組織の重複分・回答未記入多などを除く有効回答数 443 件

であった。回答者が所属する組織・団体形態を見ると、法人 77.7%、公的機関（自治体・研

究機関等）13.5%、その他事業形態（NPO・一般社団/財団法人等）5.9%、個人事業主 2.3%、
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無回答 0.7%であった。業種で見ると、最も多かったのが、製造業 22.3%で、以下、行政・

団体 8.6%、専門サービス業 8.6%、建設業 7.9%、教育・研究機関 7.9%、情報通信・IT 関連

7.7%、コンサルティング業 7.0%などとなり、様々な業種から回答を得られた。従業員数で

見ると、1～50 人 16.9%、51～100 人 7.4%、101～500 人 24.2%、501～1000 人 8.8%、1001～

5000 人 22.1%、5001～10000 人 10.4%、10000 人以上 9.5%、無回答 0.7%であり、様々な規

模の組織から回答を得られていることがわかった。 

b)2019 年時点における BCP（事業継続計画）の策定状況 

 新型コロナウイルス感染症が日本において大きな影響を与える前の 2019 年時点におけ

る BCP の策定状況を尋ねたところ、地震等の BCP については（n=420）、33.3%が策定済

みで定期的に見直している、27.6%が策定済みで非定期的に見直している、12.9%が策定済

みだが見直しをしていない、12.4%が策定中もしくは策定予定である、13.8%が予定無し、

と回答をしており、回答者の 6 割が策定済みで定期的もしく非定期的に見直しをしていた。

一方、感染症の BCP については（n=398）、11.1%が策定済みで定期的に見直している、

19.3%が策定済みで非定期的に見直している、14.1%が策定済みだが見直しをしていない、

20.6%が策定中もしくは策定予定である、34.9%が予定無し、と回答をしており、回答者の

過半数が BCP について策定していなかったことがわかった。それぞれの策定状況につい

てあわせて見たところ（図 1）、「地震等の BCP を策定済みで定期的に見直しをしている」

ような企業でも、4 割弱が BCP について策定中・策定予定・策定予定無しと回答をしてお

り、日本の企業にとって感染症災害は BCP では策定していない想定外の出来事であった

ことがわかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 2019 年度の BCP(事業継続計画)の策定状況 

 

c) 感染症を対象にした BCP(事業継続計画)がコロナ対策の 3 つの側面で頼りになったか 

 BCP などに代表される組織のガイドライン・マニュアルが、実際に新型コロナウイルス

の災害対策に役に立ったのかについて尋ねた。具体的には、3 つの側面における支援者の

質問の中で、31 種類の支援者項目の中に「組織のガイドライン・マニュアル」という項目
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があり、BCP の策定状況の違いによってどのような支持率の違いがあるのかを明らかにし

た。その結果を見ると（図 2）、3 つの側面すべてについて統計的に有意な差が見られた。 

状況・進捗予測においては、BCP を策定して定期的に見直しをしていた組織の 40.9%が

「頼りにした」と回答しており（全体の平均値は 20.8%）、また、定期的な見直しをしなく

ても BCP を策定していた組織についても 3 割以上が「頼りにした」と回答していた（Χ

2(4)=26.70, p<.01）。いくつかの企業に個別に問い合わせたところ、事業継続計画におい

て、災害対策本部体制や情報収集手段などを事前に取り決めておいたことが、本番のコロ

ナ禍において役立っているとの回答を得ることができた。 

 感染症の拡大予防については、BCP を策定している組織は 2 割以上が「頼りにした」と

回答していた（全体の平均値は 11.5%）（Χ2(4)=15.42, p<.01）。感染症拡大予防について

は、マスクや消毒液の備蓄、体温測定や行動観察など、感染症一般に共通する予防策につ

いて利用可能であったことが考えられる。感染症の影響への対応についても、BCP を策定

している組織は約 2 割以上が「頼りにした」と回答していた（全体の平均値は 10.2%）（Χ

2(4)=12.23, p<.05）。感染症蔓延時の出勤基準や事業所等の閉鎖などの計画が役にたった

ことが考えられる。しかし、これらについては、BCP を策定して定期的な見直しをしてい

る組織においても約 2～3 割しか「頼りにした」と回答していなかった。みずほ情報総研

（2020）が行った調査によると 1)、BCP が機能しなかった理由について、「ウイルスの関係

で緊急事態が発出される前提がなかった」「これほど大規模かつ長引くことを想定してい

なかった」「3 密対策まで配慮していなかった」との回答があり、事前に想定していた感染

症を上回る事態によって、災害対策本部体制や情報収集手段などは有効であったが、被害

抑止策・被害軽減策についてはうまく働かなかったことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 感染症 BCP(事業継続計画)がコロナ対策の 3 つの側面で頼りになったか  

 

40.9

27.3

25.0

31.2

26.0

26.0

30.4

21.4

19.6

19.5

9.8

13.4

10.1

10.8

10.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

感染症の状況・進捗予測で
組織のガイドライン・マニュアルが
頼りになった（複数回答）

%

策定済・定期的見直し(n=44)

策定済・非定期的見直し(n=77)

策定済・見直しせず(n=56)

策定中・予定(n=82)

策定せず・予定なし(n=139)

感染症の拡大予防で
組織のガイドライン・マニュアルが
頼りになった（複数回答）

感染症の影響への対応
組織のガイドライン・マニュアルが
頼りになった（複数回答）

Χ2(4)=26.70, p<.01

Χ2(4)=15.42, p<.01

Χ2(4)=12.23, p<.05



85 

 

d) 感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答） 

被災者の支援の全体像を明らかにしたものが、図 3 である。感染症の状況・進捗予測、

拡大予防（被害抑止）、影響への対応（被害軽減）の 3 つの側面のそれぞれの円の内側に書

かれた支援者が、それぞれの側面で平均値（平均支持率）以上の支持を集めた支援者を意

味している。また各支援者の最後に書いているカッコとその中にカンマで区切られている

3 つの数字は、それぞれ、状況・進捗の予測の側面での順位、拡大の予防の側面での順位、

影響への対応の側面での順位を表している。また「枠外のもの」という四角内に書かれて

いる支援者は、3 つの側面のいずれの側面においても平均値を超えなかった支援者である。 

図 3 の結果を見ると、3 つすべての側面で、国の専門家会議、政府、感染症・医療専門

家、都道府県・市区町村、TV ラジオニュースが頼りになると回答していた。また、状況・

進捗の予測と拡大の予防の 2 つの側面で国立感染研究所、状況・進捗の予測と影響への対

応の 2 つの側面でネット・アプリニュース、影響への対応の側面で自分の組織・職場、危

機管理・BCP 専門家を頼りにしていた。これを見ると、国や地方自治体、感染症・医療専門

家、TV ラジオニュースをすべての側面において高い支持率で頼りにしている実態が明らか

になった。 

一方で、複数回答では円内にあった TV ラジオワイドショー情報番組などは、単一回答で

はすべての側面において平均値を大きく下回り枠外となった。BPO（放送倫理・番組向上機

構）に 2020 年 5 月に視聴者から寄せられた意見において 2)、新型コロナウイルス対策にお

ける政府の対応を伝えた民放各局のワイドショーへの意見が多く寄せられ、「国民の不安

をあおるワイドショーが一部にある。偏った意見の専門家やコメンテーターは、自分たち

の持っていきたい方向に誘導し、ただ政権を批判したいためにしか見えない。正確な情報

が知りたいだけなのに、素人同然の芸能人や専門外のコメンテーターに意見を求めたり、

現場の医師の発言をゆがめて編集したり、いったい地上波テレビはどうしたのか。最近は、

テレビからの情報が信用できず、インターネットの番組を見るようになった」などの意見

が代表的な意見として掲載されており、事実を伝えるニュースのみが支持されている背景

を推察することができる。 
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図 3 感染症対策において頼りになった人・組織（単一回答）  

 

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 

本研究では、災害対応工程管理システム(Business Operation Support System、BOSS)

を活用することで、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・提案を行った。 

本年度は、避難所運営業務を対象として、COVID-19 に対応した業務フローを構築した

BOSS を使用するチームと従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS

チームとマニュアルチーム）に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかに

した。実証実験は川崎市と共同で行い、２回実施し、リーダーやメンバーの対応行動の違

いを明らかにするとともに、BOSS を活用することの効果と課題を明らかにした。図 4 は、

第一回目の実証実験の様子を表し、図 5 に BOSS チームとマニュアルチームの配置図であ

る。同様のシナリオに対して、それぞれのチームで対応するようにして、BOSS チームは、

避難所の受付において BOSS で業務フローを表示するようにした（図 6）。 

その結果、BOSS を活用することにより、リーダーがメンバーに役割分担を明確にした

指示を行なったこと、メンバーは作業を重複することなく分担して効率的に実施したこと、

指示待ちや何をやったらよいのか迷うことなく待ち時間（滞留）が少なかったこと、業務

の抜け漏れが少なくマニュアルチームと比較して短時間に多くの業務数を実施したこと、

リーダーの発言が指示命令口調でメンバーにとっては安心感につながったことなどが明ら

かになった。また、実際の災害対応の経験のない若手職員であっても BOSS の業務フロー

を確認することで、最低限の対応ができることも分かった。 
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複数回答では
枠内だが、
単一回答で
枠外になったもの

影響への対応 拡大の予防

枠外のもの

CDC

民間企業・団体の
感染症マップ

組織のガイドライン・
マニュアル

SNS

自分以外の組織・職場

組織の感染症・
医療の専門家

経済専門家・
コンサルタント

海外のガイドライン・
マニュアル

配偶者

友人・知人・隣人

血縁

地域の医療機関

政治家

特定の有名人

自治会・町内会

宗教団体

政治団体
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図 4 BOSS の実証実験の様子  図 5 実証実験の配置図  

 

図 6 BOSS チームの BOSS の利用の様子  

（写真中央のノートパソコンに BOSS の業務フローを表示）  

 

図 7 は、マニュアルチームの 5 人が行なった業務と所要時間をガントチャートで表した

ものである。横軸は時間（分）、縦軸は業務名称である。黄色は 1 人で実施した業務時間、

橙色は同一業務を複数人で同時作業を行なった業務時間、灰色は滞留時間を表す。 

マニュアルチームの特徴として、リーダーが率先して業務を行ない、途中まで実施する

と他のメンバーに引き渡す様子が見られた。そのため、全体的に橙色が多く見られ、複数

人で同一業務を実施している様子がわかる。実証実験の前半から中盤において、一度終了

した業務を再開する手戻りも見られる。中盤及び後半になると、滞留時間が発生している

ことが分かる。中盤は業務がひと段落し、次に何をやれば良いか分からない状態であり、

後半は早く終わった人が他のメンバーが業務を終えるのを待っている状態である。 

一方、図 8 は、BOSS チームの 5 人が行なった業務と所要時間をガントチャートで表し

たものである。マニュアルチームの特徴として、リーダーは、BOSS の画面を確認しなが

ら、メンバーに指示をし、リーダー自身はほとんど作業をせずにマネジメントに徹底して

いる様子であった。全体を通じて、手戻りがほとんど見られず、一つの業務を終了してか

ら次の業務に移っている。中盤には、一部滞留が発生しているが、マニュアルチームで見

られたように長時間の滞留は見られない。この K さんの滞留については、その後に「衛生

装備」を他のメンバーと一緒に作業するために、待っていた時間である。後半には、若干

の滞留時間が発生している。これは、全員が業務を終えたタイミングをチームでの業務完
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了時間としたため、自分の業務を早く終えた人が他のメンバーの業務終了を待っている状

況である。 

今後の課題として、BOSS に業務フローとして記入していないと抜け漏れが発生するこ

とが考えられ、最低限必要な業務は BOSS に入れることが必要であるとともに、その基と

なるマニュアルの充実も必要であることが分かった。また、業務上の重要事項については、

チェックリスト化するなどシステム上で機械的に確認するような工夫も必要であることが

分かった。本研究では、避難所運営を対象に研究を行ったが、他の業務についても同様の

比較実験を行うことも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 マニュアルチームの 5 人が行なった業務と所要時間（横軸は時間（分））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 BOSS チームの 5 人が行なった業務と所要時間（横軸は時間（分））  
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各教室の準備 9.5

動線(受付) 1.5
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実証実験の結果を踏まえ、各回の実証実験の参加者に対して BOSS の効果をアンケート

した。アンケートの回答者は、川崎市職員であり、BOSS チームのメンバーだけではなく、

実証実験の運営スタッフとして周辺で観察していた職員も回答した。アンケートは、自分

が業務を行って感じた主観的な意見、観察者はマニュアルチームと BOSS チームの両者を

比較し、客観的な意見として回答した。 

表１は、アンケートから得られた各回の実証実験の両チーム及び観察者からの意見を抜

粋したものである。これらの意見から、BOSS は全体の流れが把握できることが大きな利

点であると考えられる。フローチャートの形で業務を把握できるため、次にやるべき業務

がわかりやすく、リーダーの指示が明確になっている。また、流れを先読みしながら指示

を行なうことができる点も特徴の一つである。明確なリーダーの指示は、指示を受けて行

動するスタッフの安心感に繋がり、現場の混乱を防ぎうることも分かった。避難所運営職

員の精神的補助の役割を持っている。一方で、BOSS に記載がないと業務として抜け漏れ

が発生することがあることも確認できた。これは事前に BOSS の業務フローと業務詳細シ

ートを充実させることが課題であることも分かった。 

 

表１ 実証実験の参加者の意見  

実証実験のメンバー 

 リーダーが業務を確認してくれることで、次にすべき業務が明確であり、自分の行なった業務で不足やミスがあった場合は指摘がすぐ
に入る。初めて避難所に携わる立場として行動の軸があるという安心感があり、実働側として動きやすい。 

 災害対応業務がフロー化され、やることが整理されているため、わかりやすい。また、開始や終了などが色で判別できるため、やること
の漏れ等が少ない。 

 全員が１つのフローを見るため、同じ目的を持って行動が出きると感じた。また、本部への連絡の迅速性や効率性が高まり、本部

での情報の集約が効果的だと感じた。 

 全体のフローチャートを確認しながら業務の指示を出し、余裕があれば 2 つ先くらいを見て進行状況に基づいた作業ができた。 

 リーダーからの指示が明確で、その通りにこなして行けばよかった。現場で何をやるべきかなどの混乱がなくスムーズな設営が可能にな

った。 

実証実験を観察していた川崎市職員 

 避難所業務を時系列でフロー化されているため、流れが掴みやすい。 

 マニュアルチームに比べ、BOSS チームの方が、避難所開設にあたり円滑に漏れがなく対応できていたように見えた。 

 本部で避難所運営状況が分かるのは、結果として、本部、避難所とも安心感に繋がる。定期報告の簡略や本部から速やかな
支援にも繋がる。 

 避難所開設準備の際に、BOSS チームは指揮者が数手先を見据えて、効率的に指示をしているように見受けられた。 

 BOSS チームのスタッフは，リーダーよりも役職・年齢共に上であったが、リーダーが適切に指示をしていた。 

 

3)集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発 

災害対応力を向上するためには、効果的な人材配置を行うことが重要な業務の一つであ

る。そこで本研究では、多数の職員が配置される避難所を対象として、避難所運営職員の

心身の悪化を招かず、適切な休日、長時間勤務の抑制、適切なローテーションへの配慮を

可能とするために、集合論の考え方を用いて、避難所と職員のマッチングをモデル化し、

避難所運営の人員配置計画を立案するための支援システムを開発した。本マッチングモデ

ルを用いて、勤務日数に偏りがなく、少ない職員数で運営するためにどのような人員配置

が適切なのか基礎的な検討を行った。  

本研究では、可能連続勤務日数と必要連続休日日数に着目し、これらの関係性を明らか

にした。また、避難所運営経験者の配置や休日の設定方法についてもモデル化し、これら

を考慮した結果を示した。本モデルでは、避難所リスト S と職員リスト R のマッチングを
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行う状況を考える（図 9）。この場合、グラフ理論における 2 部グラフ（bipartite graph）

と考えることができ、S と R の各要素を頂点集合としてマッチングさせることで、各職員

を各避難所に配置することを考える。S から R への完全マッチング問題と考えることがで

きる。避難所のマッチング問題では、Many to One のように複数の職員が一つの避難所に

配置されることになる。R は、全ての職員が完全に各避難所に配置されるわけではなく、

配置されない職員もいるが、一方で避難所には必要な職員数が配置されることになる。  

実際の避難所運営の人員配置では、予め担当避難所が指定されていたり、効果的な女性

職員の配置を考えたり、避難所運営の経験の有無等を考慮したり、平常業務を優先したり、

各要因を考慮することになる。そこで本稿では、避難所運営の経験の有無と予め指定した

避難所への配置についてもモデル化した。経験職員集合 RE (Resource Experienced)、職

員集合 R と避難所集合 S のマッチング M は、図 10 のように表せる。本研究では、2 段階

の配置を実行する。まず RE の配置を行い、その後 R の配置を行うようにした。  

 

  

(a) One to One (b) Many to One 
 

 

図 9 職員と避難所のマッチングの模式図  図 10 経験職員の配置と避難所のマッチン

グの模式図  

 

本研究の結果、必要職員数と職員間の勤務日数の偏りを共に最小化する基本条件は、以

下であることが分かった。  

可能連続勤務日数  RD = 必要連続休日日数  HD 

 

つまり、ある職員の勤務日は、他の職員の休日であるため、連続勤務日数と連続休日日

数を同一にすればよい。また、経験者の配置や休日の設定方法についてもモデル化し、こ

れらを考慮した結果も示した。実際の災害対応の現場では、開設している避難所数が少な

ければ、職員の休日や経験を考慮しながら人員配置を手計算していると考えられる。しか

し、避難所数が多くなれば、その人員配置は煩雑となり、手計算で人員配置の解を求める

ことは時間がかかり非効率となる。また、急遽、応援職員などの人員が投入されることも

あるため、その度に手計算で再配置を検討することも容易ではない。さらに、現状の運用
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は、多くの避難所があったとしても、平時の組織単位（各部や各課など）に避難所を割り

当て、その担当課の中で、職員を各避難所に配置する局所最適化をしている場合が多く、

全庁的な全体最適化ができている組織は少ないと考えられる。そこで本マッチングモデル

を利用することで、多くの避難所があったとしても、全体最適の視点で、全庁的な職員配

置が実現でき、人員配置業務そのものを効率化できると考えられる。  

本マッチングモデルの実現場での利用スキームとしては、事前の避難所運営の職員配置

計画と災害対応中の職員配置において活用できる。現状は、発災当日の職員配置のみ計画

している組織も多いと考えられるが、短期や長期などの被害程度のシナリオに対する職員

配置計画が可能となり、避難所運営マニュアルなどに記述することで運用できる。そのた

めには、本研究で示した避難所集合、職員集合、時間変数に関わる各種変数をインプット

データとして用いることで、対象とする避難所における職員配置計画が立案できる。これ

を、防災訓練や年度初めの人事異動などのタイミングを活用し職員配置計画も検討するこ

とで、その時点の状況に合わせた見直しが出来ると考えられる。  

本研究では、対象とした全ての避難所の開設期間は同じであるとの条件であったが、実

際には各避難所で開設期間は異なる。そのため避難所の開設期間に応じて、避難所の集合

を分けることにより、異なる避難所の開設期間であっても取り扱えると考えられる。また、

避難所の開設期間は不明であることが多いが、被害がほとんどなく発災当日で閉鎖する場

合、ある程度被害があるが数日で閉鎖する場合、さらに甚大な被害があり長期化する場合

など、被害程度に応じて避難所の開設期間は変わる。本研究では、長期間の避難所運営が

求められる場合に有効だと考えられるため、過去の災害時の避難所開設期間などを参考に、

シミュレーション上の最大の避難所開設期間を設定するとともに、避難所開設期間を変え

た場合の複数パターンの結果を準備しておくと良いと考えられる。  

 

4) 帰宅困難者支援施設運営ゲーム・事業所滞留版（KUG②）に関する参加者検証 

前年度に開発を行った帰宅困難者支援施設運営ゲーム・事業所滞留版（KUG②）開催時

にワークショップ（以下、WS）参加者に対して行ったアンケートをとりまとめ、今後の改

善方針を検討した。対象となる WS の詳細は表 2 の通りになる。  
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表 2 KUG②WS 実施履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートで尋ねた項目は、大きく分けて 1. KUG②WS 参加の満足度、2. KUG②そのも

のの評価や改善点の 2 点である。  

 はじめに前者についてである。WS の参加者に参加の満足度を尋ねたところ、全体で 98％

の参加者が「良かった」または「どちらかというと良かった」と回答した（図 11）。各回の

結果の内訳を図 12 に示すが、京都市で実施した 5 回目の WS のみ「良かった」または「ど

ちらかという良かった」との回答の合計が 90%を割り、他の 6 回の WS よりも相対的に満

足度が低かった。原因としては、5 回目の WS が他の WS と異なり、2 部構成のセミナーの

前半のひとコマとして KUG②を実施したものであり、後半は別のテーマの講演があった

（すなわち、KUG②の実施のみを目的とした会合ではなく、後半の講演を目的とする参加

者が含まれていた可能性がある）という点が挙げられる。また 2 点目として、一定割合の

参加者が、宿泊施設・集客施設・大学等の職員であったという点である。後者の参加者は、

災害時には、従業員の事業所内滞留対応よりも、来客対応や外部の帰宅困難者の受入対応

に尽力しなければならない方々であり、KUG②ではなく、むしろ一時滞在施設を対象とし

た KUG①の実施の方がニーズに合致したであろうと考えられる。とはいえ、そのような参

加者を含む WS であっても、筆者らの予想に反し、高い満足度が得られたと評価できる。  

 次に、KUG②実施の効果について評価するため、1. KUG②が災害時の従業員等の企業内

滞留の推進に役立つと思うか、2. KUG②を通じて従業員等の企業内滞留対策について認識

参加

人数
主な参加者属性

1
2018年

2月
東京都 19名

東京都内の企業

のリスク・防災担

当者

Ver.1.1

一般社団法人レジリエ

ンス協会演習研究会と

の共催セミナー

2
2018年

12月
東京都 14名

東京都・神奈川

県内の企業のリ

スク・防災担当者

Ver.1.6 ー

3
2019年

2月
東京都 80名

東京都内の企業

の防災・BCP担

当者

Ver.1.6

東京都主催　一斉帰

宅抑制に伴う事業所

内運営の模擬体験セミ

ナー

4
2019年

8月
札幌市 29名

札幌時計台ビル

の入居企業の防

災担当者

Ver.2.0
内陸バージョ

ン

札幌市主催　令和元

年度 札幌市地区防災

計画モデル地区事業

第１回ワークショップ

5
2019年

8月
京都市 120名

京都市の防災協

議会加入企業の

防災担当者

Ver.2.0
内陸バージョ

ン(京都版)

京都市主催　令和元

年度　事業所防火・防

災セミナー

6
2019年

8月
東京都 46名

首都圏企業の防

災・BCP担当者
Ver.2.0

特定非営利活動法人

事業継続推進機構 8

月度月例オープン勉強

会（東京）

7
2019年

11月
東京都 30名

全国主要都市の

企業の防災担当

者

Ver.2.0

東京都内に本社を有

する某企業主催　主要

支社の防災担当者が

集まる社内セミナー

合計 338名

実施した

バージョン
主催者・セミナー名等No. 実施日

実施

地域

参加者
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を新たにした事はあるかの 2 点について尋ねた。前者 1.に対しては、「そう思う」「どちら

かというとそう思う」との回答者の合計が全体の 94%を占め、「思わない」との回答はなか

った（図 13）。後者 2.の質問に対しては、「あった」「どちらかというとあった」との回答

者の合計が全体の 96%を占め、「ない」との回答はなかった（図 14）。このことから、参加

者の多くが KUG②は事業所内滞留に何らかの貢献を果たすと判断し、また KUG②によっ

て参加者が帰宅困難者対策について何らかの「気付き」を得ることが出来たのではないか

と考えられる。以上の結果から、KUG②が、事業所内滞留の対策として、ひいては一斉帰

宅抑制の取り組みとして効果があるものと評価できる。  

 

 

図 11 KUG②WS の満足度（全体）(N=277) 

 

 

図 12 KUG②WS の満足度（各回の比較）(N=277) 
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図 13 KUG②の評価（企業内滞留推進に役立つか）(N=277) 

上：全体集計結果 下：各回の比較 

 

図 14 KUG②の評価（認識を新たにする機会となるか）(N=277) 

上：全体集計結果 下：各回の比較 

 

 続いて、KUG②の改善点についても意見を募った。まず、KUG②そのものの改善に繋げ
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るため、追加で必要と思われる（または除くべき）1. 従業員設定、2. イベント、3. ゲーム

キットについて尋ねたところ、各回、多くの意見が得られた。具体的な意見はおおむね図

15 の通りである。挙げられた意見は、いずれも、対応するためには一定の配慮やハード・

ソフト両面での事前準備が必要なものが多いことから、参加企業の問題意識や対応準備の

課題を反映しているとも考えられる。なお、除くべき従業員設定やイベントについては、

特に意見が無かった。  

また、KUG②WS の進行についても意見を募ったところ、「イベントが次々と発生するの

で対応が中途半端になってしまった。少し時間が少なかったように感じます」「従業員のカ

ードが多すぎるので、従業員番号順に並べておいてゲームを進める方がやりやすい」「記録

係をしたのですが『滞留方針一覧』の変更は忙しく難しいかなと思いました」等、進行上

の課題や資料の分かりやすさに関する課題が提起された。  

 

 

 図 15 KUG②WS 改善に向けた意見 

 

最後に、KUG②に対する意見・感想を募った。全体として、肯定的・前向きな意見が多

く、「具体的な事例が出てくるので分かり易く参加できた」「始めは面倒だなと思いました

が、ゲームを進めていくうちに自社の不足している部分がよく見えてきました」「帰宅困難

者の対策訓練は何をしてよいかわかりませんでしたが、これならばできそうです」「事務所

での訓練としてやらせていただきたい」等の意見が寄せられた。一方「良いキットである

1. ほかに必要と思われる従業員の設定（一部抜

粋）  

• 未成年の従業員  

• 複数の障がい者  

• 応急手当ができる従業員  

• 会社から近い場所に住んでいて帰宅は容易だが

○○に有用な人物の扱い  

2. ほかに必要と思われるイベント（一部抜粋）  

• 外国人への情報提供について 

• 急病人，けが人 

• 体調や声なき声というところを見つける 

• 在館者間のトラブル，ケンカ，混乱対応  

• 備蓄品の配布方法に関するトラブル 

• 備蓄が不足し近くへの買い出しが必要な場合 

• 建物倒壊の危険性，液状化の危険性 

• 火災，施設内の小火 

• 他拠点から人・物資の補充が可能，と連絡を受

けた時の反応 

• 顧客や取引先からの問合せ・要請に対する対応 

• 会社の存続にかかわるイベント（事業継続対

応） 

• 休日の設定 

 

3. ほかに必要と思われるゲームキット 

 

• 備蓄品カード 
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と思うが、社内で浸透させるためには、現業との兼ね合いからトップ（経営者）の強いメ

ッセージが必要。トップを巻き込む方策について決定的な打つ手がなく、ジレンマを抱え

ている」等の悩みを含んだ意見もあった。その他の意見は、異なる Ver.を作成してほしい

との要望も挙げられた。具体的には、「複合施設」「学校」「工場」「宿泊施設」「外出者への

対応に重点を置いたもの」「地震時だけではなく、水害・洪水に対応するもの」等である。 

 

(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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）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、感染症における BCP（事業継続計画）の策定状

況および新型コロナ対策での有用性、感染症対策において頼りになった人・組織などを明

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、新型コロナに対応した業務フローを構築した BOSS を使用するチーム

と従来の紙面の避難所運営マニュアルを使用するチーム（BOSS チームとマニュアルチーム）

に分け、BOSS の使用有無による対応行動の違いを明らかにした。また、３）効果的な避難

所運営を行うために、集合論を用いた避難所と運営人員のマッチングモデルの開発を行っ

た。４）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（事業所滞留版）」（略称：KUG②）については、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アンケートを取りまとめて今後の改善方針

を検討した。 

今後は、4 年目である 2020 年度までに開発・改良したシステム・仕組みを検証した結果

をふまえながら、最新の災害教訓事例の収集を継続するとともに、事業継続能力向上のた

めの業務手順の方策について、これまでの検証事例をもとに標準的手順のあり方を社会に

提案する。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・整理し、一覧性をも

って表示することで、業務手順の確立と学習のあり方の提案を行っていく。災害対応工程

管理システム BOSS については、BOSS を活用し災害対応業務の標準化を目指し、過去の災

害対応の検証報告書などを踏まえ各自治体に導入されている災害対応業務を分析し、BOSS

に標準的な災害対応業務モデルを構築する。また、帰宅困難者支援施設運営ゲームについ

ては、社会情勢を鑑みた新型コロナウイルス対応版ならびにオンライン版の検討も行うこ

とを計画する。  

 

(d) 引用文献 

1) みずほ情報総研（2020）新型コロナウイルス感染症流行を踏まえた BCP に関する調査 

調査結果報告書、みずほ情報総研ホームページ  

https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/2020/pdf/bcp0908.pdf 

（2021 年 4 月 26 日確認）  
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2)  BPO（放送倫理・番組向上機構）（2020）2020 年 5 月に視聴者から寄せられた意見、

BPO ホームページ  

https://www.bpo.gr.jp/?p=10383&meta_key=2020（2021 年 4 月 26 日確認）  

 

(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

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  国内・

外の別 

デ活の新たなステージ・分

科会から共通テーマ部会

へ「共通テーマ部会 A～ゆ

れの状況を把握する～」が

目指すもの、口頭 

木村玲欧 令和 2 年度 第 1 回

デ活シンポジウム

「COVID-19 禍で

の事業継続体制に

おける『データ利

活用の意義』とは

何か 」 

2020 年 7 月

21 日 

国内 

災害対応工程管理システ

ム BOSS とマニュアルに

よる新型コロナウイルス

流行下での避難所運営を

事例とした対応行動の比

較、口頭 

安 井 あ り

紗・沼田宗

純 

日本地震工学会・

大会、C-3-2、一般

講演、2020. 

※優秀発表賞  受

賞 

2020 年 12 月

2 日 

国内 

発災初動期における効果

的な応援・受援体制の確立

に向けた検討、口頭 

沼田宗純 地 域 安 全 学 会 、

2020 年度 第 47

回  研 究 発 表 会

（秋季）、発表番号

28 

2020 年 11 月

1 日 

国内 

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  国内・

外の別 

The Determinants of 

Residents' Evacuation 

Behavior in the 

Torrential Rain 

inWestern Japan in 

2018: Examination of 

Survey Data of Victims 

in Okayama Prefecture 

OHTOMO, 

S., KIMURA, 

R., KAWATA, 

Y. and 

TAMURA, K. 

Journal of 

Disaster 

Research, Vol.15, 

No.7, pp.1011-

1024 

2020 年 12 月 国外 

The Influence of 

Residents’ Resilience 

on the Recovery in the 

Torrential Rain in 

Western Japan in 2018 

 

 

OHTOMO, S. 

and 

KIMURA, R. 

Risk Analysis, 

13pp. 

2021 年 1 月 国外 
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Understanding 

Disorientation that 

Occurs Immediately 

after Earthquake 

KIMURA, R. 

and 

KADOWAKI, 

A. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0002(11pp.) 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延

期) 

国外 

Study on Features of 

Rumors Generated at 

the Time of Disaster: 

Characterization of 

Actual Rumors" 

KIMURA, R. 

and IWAO, 

A. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0001(12pp.) 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延

期) 

国外 

The 2016 Kumamoto 

Earthquakes' 

Influence on 

Residents' Risk 

Perception 

OHTOMO, 

S., KIMURA, 

R. and 

HIRATA, N. 

17th World 

Conference on 

Earthquake 

Engineering 

Conference 

Proceedings, 

No.7f-0004(7pp.) 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊 

(会議は 2021

年 9 月に延

期) 

国外 

Development of 

Matching Modeling for 

Human Resource 

Allocation of Shelter 

Management by the 

Set Theory 

Muneyoshi 

Numada 

Journal of 

Disaster 

Research Vol.16 

No.4, 2021 

2021 年 6 月

1 日発行予定 

(掲載決定) 

国外 

A Report of the 

Questionnaire Survey 

on Awareness of 

COVID-19 and 

Shelters 

A. Yasui and 

M. Numada 

Journal of 

Disaster 

Research Vol.16 

No.4, 2021 

2021 年 6 月

1 日発行予定  

(掲載決定)  

国外 

発災初動期における効

果的な応援・受援体制

の確立に向けた検討  

沼田宗純・  

坂東 淳・ 

中野真太 

地域安全学会論文

集、No.37、pp. 

227-238 

2020 年 11 月

1 日 

国内 

Disaster Management 

Process Approach: 

Case Study by BOSS 

for Disaster Response 

under COVID-19 

A. Yasui,  

M. Numada, 

and  

C. Krishna 

IntechOpen, 

2020. 

[Online First], 

2020 年 12 月

17 日 

国外 

A Study on the 

Current Situation of 

Prearranged Shelter 

Management in Japan 

for Making a Standard 

Operation Procedure 

Arisa Yasui, 

Muneyoshi 

Numada, 

Makoto 

Bando, 

Shintaro 

Nakano and 

Chaitanya 

Krishna 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health, 

2020, 17(24). 

 

2020 年 12 月

20 日 

国外 
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・ 査読なし 

 

3)マスコミ等における報道・掲載 

地方自治体の災害対応

における人員配置の最

適化に向けたシミュレ

ーション手法の開発  

井上 雅志・

福岡淳也・  

沼田宗純・  

目黒公郎 

地域安全学会論文

集、No.37、

pp.359-370 

2020 年 11 月

1 日 

国内 

Development of the 

Training Tool "KUG" 

for Temporary Lodging 

Facilities and 

Companies for 

Stranded Commuter 

U HIROI，

Jun 

SHINDO, 

Tsuyoshi 

KUROME, 

Sakurako 

MIYATA 

Journal of 

Disaster 

Research，  

Vol.16 No.4． 

2021 年 6 月

1 日発行予定  

(掲載決定) 

国外 

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  国内・

外の別 

特集  保育現場における

水害への備え・発生時

の対応 

木村 玲欧 ぜんほきょう（全

国保育協議会） , 

No.328 (2020 

August), pp.2-7 

2020 年 8 月 国内 

「わがこと意識」で乗り

切る自助・共助・公助

の自然災害 

木村 玲欧 地方公共団体の危

機管理に関する研

究会（一般社団法

人  日本防火・危

機管理促進協会） , 

地方公共団体の危

機 管 理 講 演 録 ⑨

（2020 年), pp.67-

87 

2021 年 3 月 国内 

新型コロナウイルス禍

における効果的な災害

対応を実現するための 6

つの観点 

沼田 宗純 学会誌「都市計画」

349 号（2021 年 3

月号）、公益社団法

人日本都市計画学

会 

2021 年 3 月

15 日 

国内 

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  国内・

外の別 

「災害時の避難の判断

に新型コロナ影響」回

答の約 9 割 NHK 調査 

木村 玲欧 NHK NEWS WEB 2021 年 3 月

1 日 

国内 

広域避難 住民どこへ／

台風 19 号 残した課題

／東京東部 5 区最大

250 万人／自治体主導

の対応限界 

 

 

木村 玲欧 日経新聞 朝刊

（43・社会） 

2020 年 10

月 14 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) ２０２１年度業務計画案 

2021 年度は、2020 年度までに開発・改良したシステム・仕組みを検証した結果をふまえ

ながら、最新の災害教訓事例の収集を継続するとともに、事業継続能力向上のための業務

手順の方策について、これまでの検証事例をもとに標準的手順のあり方を社会に提案する。

真備 危うい復興／目立

つ平屋再建 垂直避難に

不安／西日本豪雨 5700

棟浸水 

木村 玲欧 読売新聞 朝刊

（30・社会） 

2020 年 8 月

31 日 

国内 

論点 豪雨災害から命

を守る／２段階スイッ

チで行動を（兵庫県立

大教授 木村玲欧）  

木村 玲欧 毎日新聞 朝刊

（11・オピニオ

ン） 

2020 年 7 月

17 日 

国内 

進む感染防止策と事業

継続における課題／新

型コロナウイルス感染

症への対応状況に関す

る緊急調査（兵庫県内

企業） 

木村 玲欧 リスク対策 .com

（新建新聞社）  

2020 年 6 月

29 日 

国内 

＜拝見！あなたの防災

訓練＞新型コロナ・避

難所運営の実証実験と

して特集 

沼田 宗純 NHK 総合 2020 年 7 月

10 日 

国内 

災害対策トレーニング

センター（DMTC, 

Disaster Management 

Training Center） 

による新型コロナウイ

ルス禍における災害対

応の活動 

沼田 宗純 生研ニュース  

No.186 

2020 年 10

月 1 日   

国内 
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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・整理し、一覧性をもって表示す

ることで、業務手順の確立と学習のあり方の提案を行っていく。 

災害対応工程管理システム BOSS については、BOSS を活用し災害対応業務の標準化を目

指し、過去の災害対応の検証報告書などを踏まえ各自治体に導入されている災害対応業務

を分析し、BOSS に標準的な災害対応業務モデルを構築する。 

また、帰宅困難者支援施設運営ゲームについては、社会情勢を鑑みた新型コロナウイル

ス対応版ならびにオンライン版の検討も行うことを計画する。 

  




