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和文要約

阪神・淡路大震災以来、多くの自治体で災害情報システムが構築されてきたが、実際の災害対応

において効果的に機能しなかった事例も散見される。本論文では、こうした災害情報システムが災

害対応の実践で活用されないという課題について、情報系システム／業務系システムという分類上

の概念に着目した。まず、実際の災害対応を観察し、基礎自治体の防災担当者にインタビュー調査

を実施することで、都道府県と基礎自治体の災害対応業務の違いから、そもそもシステムに求める

機能の相違（本論文では、“システム・ギャップ”と呼ぶ）が存在し、こうした求める機能の違いが、

災害情報システムの積極的な活用を阻害する要因の一つになっていることを明らかにした。

さらに、全国 1741 の基礎自治体に対してアンケート調査を実施した伊勢ら（2017a）の調査結果

から、こうした“システム・ギャップ”は、特定の地域における事例ではなく全国的な課題である

ことが明らかになった。

キーワード：システム・ギャップ、災害情報システム、情報系システム、業務系システム、ア

ンケート

１．はじめに

阪神・淡路大震災（1995）を契機として、災害時にお

ける情報共有の重要性が再認識され、災害情報を関係機

関で共有することを目的とした様々なシステムが考案さ

れてきた。こうした動きは近年の IT 技術の進歩に後押し

され、伊勢ら（2015）によると、全国 47都道府県のうち

43 都道府県において、何らかの災害情報システムを有し

ている（2015 年 2 月現在）。しかしながら、阪神・淡路

大震災から 16 年後に発生した東日本大震災においても

なお、こうした災害情報システムが十分に機能せず、結

局は、電話やファックスに頼った情報伝達が行われたと

の報告が散見される（たとえば、仙台市（2013））。

本論文では、災害情報を共有するための災害情報シス

テムがうまく機能しない要因について、基礎自治体の視

点から考察を行う。

まず、第２章で先行研究を示した後、第３章で災害情

報システムの現状および基礎自治体における活用実態を

示す。第４章では、都道府県と基礎自治体で求める機能

が異なっており、“システム・ギャップ”と呼ぶべき、要

求機能の相違が、災害情報システムの活用を阻害する要

因の一つとなっていることを示す。第５章では、全国

1741 基礎自治体へのアンケート調査結果への考察を通

じて、第４章で示した“システム・ギャップ”が特定の

基礎自治体における事例ではなく、全国的な課題である
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ことを明らかにする。

なお、本論文では、都道府県および基礎自治体が災害

対応を行う上で必要な情報を共有するシステムを災害情

報システムと呼び、都道府県が求める機能、基礎自治体

が求める機能など、災害情報システムの機能については

第４章で詳述する。

２．先行研究

災害情報システムの有効性に関する先行研究には以下

のようなものがある。

角本ら（1995）は阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、

都市型巨大災害が発生した際の災害情報システムのあり

方を示し、特に地理情報の活用を提唱している。また、

実際の災害対応において試験的にシステムを活用し、そ

の有効性を検証した研究事例も散見される。たとえば、

澤田ら（2005）は、新潟県中越地震の復旧・復興期にお

いて、情報共有サイトを試験的に構築し、その有効性を

示している。また、井ノ口ら（2011）や田口ら（2015）
は、東日本大震災の発生直後から被災地に赴き地理情報

システム（GIS）を活用した地図情報の整理、統合管理

を実施した上で効果的な情報提供手法を提案している。

またシステムの運用形態についても様々な研究事例が

存在する。鈴木（2009）は多くの防災関係機関が統一的

に活用するデータベース型の災害情報システムの有効性

を示している。これに対して、田口ら（2011）は様々な

機関が作成するデータを持ち寄る相互運用型の災害情報

システムの有効性を示している。

このように多くの先行研究において、災害時の情報整

理を行う仕組みとして、災害情報システムの有効性が示

されている。

３．災害情報システムの現状

（１）全国的な災害情報システムの導入状況

全国 47 都道府県と 20政令指定都市を対象に、伊勢ら

（2015）は、アンケート調査を実施し、各自治体が保有

する災害情報システムの整備状況を明らかにしている。

これによると、全国 47 都道府県のうち 43 都道府県が、

「情報通信技術を活用した何らかのシステムを既に導入

している」と回答し、これら 43 都道府県のうち、約 8
割の都道府県が「都道府県とその全市町村が同一の防災

情報システムを利用し、防災情報及び災害情報を共有し

ている」と回答している。

このように災害情報システムの整備がすすめられてい

る一方、同調査において、東日本大震災の被災地域を中

心に実施されたインタビュー調査によると、インターネ

ットを活用した災害情報システムを導入していたが、シ

ステムへの情報入力作業などが円滑に行われず、結局は、

電話やファックスを用いた従来型の情報共有が行われて

いた事例も示されている。

では、第２章で示したように数々の研究によって有効

性が示され、かつ都道府県が整備主体となり導入されて

いるにも関わらず、なぜ災害時に活用されないケースが

見られるのか。次節では、基礎自治体における台風への

対応を実際に観察し、基礎自治体における一般的な災害

情報システムの活用実態を把握する。

（２）基礎自治体における災害情報システムの活用実態

基礎自治体における災害情報システムの活用実態を把

握することを目的として、平成 27年に発生した 2 つの台

風に対する災害対応の現場を観察するとともに、災害対

応が完了した後、防災担当職員に災害情報システムの活

用実態についてインタビュー調査を実施した。なお、下

記 2 つの事例のうち、1つ目の事例は、伊勢ら（2017b）
からの引用である。

a）中部地方 A市における災害情報システムの活用実態 

A市は、中部地方に位置する人口約 38 万人の中核市で

ある。平成 27 年 9月 9日朝の最接近が予想されていた台

風 18号に備え、8日夕方に市内 4 カ所の避難所を開設し

たが、実際に収容した避難者は数名程度にとどまった。9
日 5 時 33 分、大雨暴風警報が発表されたことを受け、警

戒体制へ移行した。市内の道路で一部冠水が確認された

ものの大きな被害には至らなかった。

以上、一連の災害対応の流れを把握した上で、災害対

応業務が完了した後、県の災害情報システムに関するイ

ンタビュー調査を実施したところ、A 市の職員より、主

に以下のような回答を得た。

 A市職員の発話１： 県の災害情報システムは、入

力すると自動的に L アラートに情報提供されるた

め、被害状況や対応状況をリアルタイムで入力する

というよりも、ある程度情報が整理された後、確定

報として入力するシステムという位置付けである。

 A市職員の発話２： これまでの災害対応の経験を

踏まえて、各市町村が様々な体制、活動手順で災害

対応を行っているというのが実状である。使いやす

い災害情報システムを構築するためには、こうした

各市町村の多様性を踏まえた開発が必要である。

このようにA市では、県の整備した災害情報システム

への入力作業を、市が自らの住民対応のために実施すべ

き災害対応業務とは別の追加的な作業として捉えている

ことがわかる。

なお、A 市では、県の災害情報システムとは別に、A
市内に設置された雨量計などの観測データを集約するシ

ステムを有しているが、被害状況や対応状況をA市庁内

で共有するシステムは有しておらず、県への報告につい

ては、県の災害情報システムに入力している。

b）九州地方 B市における災害情報システムの活用実態 

B 市は九州地方に位置する人口約 5 万人の内陸の基礎

自治体である。本庁舎以外に 2 か所の支所を有しており、

3 つの庁舎を拠点として災害対応を行っている。平成 27
年 8 月 25 日午前 2時頃の最接近が予想される台風 15号
に備え、24 日 18 時に避難準備情報を発表した上で、市
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ことを明らかにする。

なお、本論文では、都道府県および基礎自治体が災害

対応を行う上で必要な情報を共有するシステムを災害情

報システムと呼び、都道府県が求める機能、基礎自治体

が求める機能など、災害情報システムの機能については

第４章で詳述する。

２．先行研究

災害情報システムの有効性に関する先行研究には以下

のようなものがある。

角本ら（1995）は阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、

都市型巨大災害が発生した際の災害情報システムのあり

方を示し、特に地理情報の活用を提唱している。また、

実際の災害対応において試験的にシステムを活用し、そ

の有効性を検証した研究事例も散見される。たとえば、

澤田ら（2005）は、新潟県中越地震の復旧・復興期にお

いて、情報共有サイトを試験的に構築し、その有効性を

示している。また、井ノ口ら（2011）や田口ら（2015）
は、東日本大震災の発生直後から被災地に赴き地理情報

システム（GIS）を活用した地図情報の整理、統合管理

を実施した上で効果的な情報提供手法を提案している。

またシステムの運用形態についても様々な研究事例が

存在する。鈴木（2009）は多くの防災関係機関が統一的

に活用するデータベース型の災害情報システムの有効性

を示している。これに対して、田口ら（2011）は様々な

機関が作成するデータを持ち寄る相互運用型の災害情報

システムの有効性を示している。

このように多くの先行研究において、災害時の情報整

理を行う仕組みとして、災害情報システムの有効性が示

されている。

３．災害情報システムの現状

（１）全国的な災害情報システムの導入状況

全国 47 都道府県と 20政令指定都市を対象に、伊勢ら

（2015）は、アンケート調査を実施し、各自治体が保有

する災害情報システムの整備状況を明らかにしている。

これによると、全国 47 都道府県のうち 43 都道府県が、

「情報通信技術を活用した何らかのシステムを既に導入

している」と回答し、これら 43 都道府県のうち、約 8
割の都道府県が「都道府県とその全市町村が同一の防災

情報システムを利用し、防災情報及び災害情報を共有し

ている」と回答している。

このように災害情報システムの整備がすすめられてい

る一方、同調査において、東日本大震災の被災地域を中

心に実施されたインタビュー調査によると、インターネ

ットを活用した災害情報システムを導入していたが、シ

ステムへの情報入力作業などが円滑に行われず、結局は、

電話やファックスを用いた従来型の情報共有が行われて

いた事例も示されている。

では、第２章で示したように数々の研究によって有効

性が示され、かつ都道府県が整備主体となり導入されて

いるにも関わらず、なぜ災害時に活用されないケースが

見られるのか。次節では、基礎自治体における台風への

対応を実際に観察し、基礎自治体における一般的な災害

情報システムの活用実態を把握する。

（２）基礎自治体における災害情報システムの活用実態

基礎自治体における災害情報システムの活用実態を把

握することを目的として、平成 27年に発生した 2 つの台

風に対する災害対応の現場を観察するとともに、災害対

応が完了した後、防災担当職員に災害情報システムの活

用実態についてインタビュー調査を実施した。なお、下

記 2 つの事例のうち、1つ目の事例は、伊勢ら（2017b）
からの引用である。

a）中部地方 A市における災害情報システムの活用実態 

A市は、中部地方に位置する人口約 38 万人の中核市で

ある。平成 27 年 9月 9日朝の最接近が予想されていた台

風 18号に備え、8日夕方に市内 4 カ所の避難所を開設し

たが、実際に収容した避難者は数名程度にとどまった。9
日 5 時 33 分、大雨暴風警報が発表されたことを受け、警

戒体制へ移行した。市内の道路で一部冠水が確認された

ものの大きな被害には至らなかった。

以上、一連の災害対応の流れを把握した上で、災害対

応業務が完了した後、県の災害情報システムに関するイ

ンタビュー調査を実施したところ、A 市の職員より、主

に以下のような回答を得た。

 A市職員の発話１： 県の災害情報システムは、入

力すると自動的に L アラートに情報提供されるた

め、被害状況や対応状況をリアルタイムで入力する

というよりも、ある程度情報が整理された後、確定

報として入力するシステムという位置付けである。

 A市職員の発話２： これまでの災害対応の経験を

踏まえて、各市町村が様々な体制、活動手順で災害

対応を行っているというのが実状である。使いやす

い災害情報システムを構築するためには、こうした

各市町村の多様性を踏まえた開発が必要である。

このようにA市では、県の整備した災害情報システム

への入力作業を、市が自らの住民対応のために実施すべ

き災害対応業務とは別の追加的な作業として捉えている

ことがわかる。

なお、A 市では、県の災害情報システムとは別に、A
市内に設置された雨量計などの観測データを集約するシ

ステムを有しているが、被害状況や対応状況をA市庁内

で共有するシステムは有しておらず、県への報告につい

ては、県の災害情報システムに入力している。

b）九州地方 B市における災害情報システムの活用実態 

B 市は九州地方に位置する人口約 5 万人の内陸の基礎

自治体である。本庁舎以外に 2 か所の支所を有しており、

3 つの庁舎を拠点として災害対応を行っている。平成 27
年 8 月 25 日午前 2時頃の最接近が予想される台風 15号
に備え、24 日 18 時に避難準備情報を発表した上で、市

内 36 か所の避難所を開設した。24 日 21 時には合計 46
名の避難者を収容している。25 日 19時 20分大雨洪水警

報、22時 08分暴風警報が発表されたことを受け、26日
0 時に非常配備に移行するとともに災害対策本部を設置

している。災害対応を所掌する危機管理課では、課長以

下 4 名の職員が 26 日朝まで災害対応に従事した。26 日

早朝、電力会社から市内約 2000 戸停電、および市民から

電柱が倒れているなどの被害情報が寄せられるが、人的

被害や床上浸水等の大きな被害には至らなかった。

 県の災害情報システムについては、市内の避難所の開

設状況、避難者数等について市の職員が入力作業を行っ

た。大きな被害に至らなかったこともあり、混乱なく県

のシステムへの入力作業を行ったが、開設した避難所の

閉鎖をシステムに反映しなかったため、県の担当者から

電話があり、避難所閉鎖に関する入力を促される場面が

あった。

以上、一連の災害対応の流れを把握した上で、後日、

県が導入した災害情報システムの活用状況についてイン

タビュー調査を実施したところ、B 市の職員より、主に

以下のような意見が聴取された。

 B 市職員の発話１： 県の災害情報システムに情報

を入力する前段階の情報収集や取りまとめは、各支

所と本庁の担当各部署において実施される。その後、

危機管理課に電話、ファックスなどで伝達され、危

機管理課がシステムに入力する。したがって、対応

状況を整理、処理するという市役所内の対応を支援

するものではない。

 B 市職員の発話２： 県の災害情報システムを通じ

て情報共有できる範囲が限られており、県庁以外の

防災関係機関（例えば県の出先機関）への情報提供

は、従来と同様に、別途ファックス等で連絡を行わ

なくてはならない。つまり、県の災害情報システム

への入力作業とファックス等の従来の方法との両

方を行わなくてはならず、システム導入によって作

業が軽減されたわけではない。

このように、県の災害情報システムへの入力作業につ

いて、A 市と同様に、市が自らの住民対応のために実施

すべき災害対応業務とは別の追加的な作業として捉えて

いることが示されている。

なお、B 市では、県の災害情報システム以外に、B 市

が独自に調達した災害情報システムは有していない。

４．基礎自治体と都道府県のシステムに求める機能の相

違（システム・ギャップ）

上記の 2つの基礎自治体の事例が示すように、これま

での災害情報システムの多くは、都道府県の主導で整備

されているため、都道府県が基礎自治体からの情報を、

集約することを主な目的として構築されていると推察で

きる。

本章では、都道府県と基礎自治体の業務の違いに起因

する災害情報システムへの要求機能の違いを整理した後、

こうした“システム・ギャップ”と呼ぶべき、求めるシ

ステムの相違について言及する。

（１）情報システムの分類

佐藤（2003）によると、一般的に情報システムは、以

下に示す 5つの視点によって分類することができる。

①企業情報システムと社会情報システム

②業務内容の相違による分類

③利用者･開発者の組織内の相違による分類

④組織活動のサイクルによる分類

⑤処理形態による分類

都道府県と基礎自治体は、災害時における対応業務が

異なるため、2 番目の「②業務内容の相違による分類」

に着目する。佐藤（2003）では、この分類は、さらに「情

報系システム」と「業務系システム」の 2つに分類され

るとしている。ここでいう「情報系システム」とは、組

織の経営者や部門の長が意思決定などの非定型な業務を

行うことを支援する情報システムをいう。たとえば、新

商品企画、マーケティング、出店計画、融資決定、予算

配分、年間生産計画、設備投資計画などのためのシステ

ムが該当するとしている。これに対して、「業務系システ

ム」とは、組織の現場での定型的な業務を処理するため

の情報システムで、たとえば、販売管理システム、顧客

管理システム、生産管理システム、在庫管理システム、

財務システム、人事システムなどが該当するとしている。

ここで示した「情報系システム」と「業務系システム」

の概念を用いて、都道府県と基礎自治体が災害情報シス

テムに求める機能について次節以降に整理する。なお、

佐藤（2003）では、“情報システムは人間活動の（社会的

な）システムであって、コンピュータを利用していても、

いなくてもよい。”としており、本論文においても情報シ

ステムを同様に定義し、コンピュータの有無は問わない

ものとする。

（２）都道府県が災害情報システムに求める機能

第３章で示した 2つの基礎自治体の事例が示すように、

都道府県が主体となって整備する災害情報システムは、

都道府県と基礎自治体の間で、災害情報を共有すること

を主たる目的として構築されている。例えば、大分県の

ホームページには、「大分県防災情報システム」1)の説明

として、“情報収集・伝達等を迅速かつ的確に実施できる

よう、市町村や防災関係機関と連携した「大分県防災情

報システム」を整備”としている。

こうした都道府県の整備する災害情報システムは、災

害対策基本法に示された、“速やかに、当該災害の状況及

びこれに対して執られた措置の概要を都道府県に報告し

なければならない”（第五十三条）という業務を支援する

災害情報システムであり、前節（１）の分類における「情

報系システム」に該当する。都道府県と基礎自治体の間

に情報系システムが整備されることにより、都道府県の

立場からは、被害に直面している被災基礎自治体から被
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害状況などを収集することで都道府県全体の状況把握が

可能となる。一方、基礎自治体の立場からは、気象情報

等の他機関から発表される情報を、都道府県の災害情報

システムを通じて入手できる他、被害状況を報告するこ

とにより、被害の程度に応じて都道府県や国から災害対

応の支援を受けることが可能となる。

（３）基礎自治体が災害情報システムに求める機能

 都道府県の整備する災害情報システムは、被害状況や

対応状況などを、都道府県と基礎自治体の間で共有する

ことを目的とした情報系システムとしての災害情報シス

テムである。このため、第３章（２）の 2つの基礎自治

体へのインタビュー調査が示すように、基礎自治体の災

害対応業務そのものを支援するシステムではない。

例えば、基礎自治体の主な災害対応業務である個別の

被害（市民等からの通報）への対応を例にとると、基礎

自治体では、図-1の左側に示すように、住民や各機関等

からの通報をまずは記録（①通報の記録）し、職員によ

る被害の状況確認（②被害状況の確認）を実施した後、

対応方針を検討（③対応方針の検討）し、対策にあたる

外部機関（消防や警察など）、あるいは庁内の担当部署に

指示（④対応機関への指示）を出す。その後、対応の進

捗を把握し、対応完了を確認、記録（⑤対応状況の確認）

する。

このように基礎自治体には、発生した災害事象に対し

て、一連の対応が求められており、基礎自治体の立場か

らは、基礎自治体が実施する災害対応業務の処理を容易

にするための「業務系システム」が求められる。

 

 

図-1 基礎自治体の対応業務と

一般的な都道府県の災害情報システムの対応関係

（４）システム・ギャップ

上記（２）（３）に示したように、都道府県の求める災

害情報システムは、基礎自治体の主たる災害対応を支援

するシステムとなっておらず、基礎自治体の視点からは

都道府県への報告だけのために使うシステムとして捉え

られていることが伺える。もちろん、都道府県への報告

も基礎自治体の重要な災害対応業務の一つであるが、被

害が発生している基礎自治体にとっては、基礎自治体内

で発生した被害への対応、各避難所の運営など、住民の

安全確保に直接寄与する業務を優先することは当然であ

り、主に報告のためのシステムである都道府県の災害情

報システムへの入力作業は、基礎自治体が注力すべき災

害対応を支援するシステムとは捉えられていない。

 災害時における基礎自治体と都道府県のそれぞれの役

割に留意すると、各基礎自治体の状況を網羅的に把握し、

各機関の調整や広域的な意思決定が求められる都道府県

においては、所管する地域全体の被害を俯瞰でき、全体

的な意思決定に資する情報を得られるシステム、つまり

「情報系システム」に重きを置いた災害情報システムが

求められる傾向にあるといえる。一方、市民からの被害

の通報や各部署から報告される施設被害などの様々な災

害事象に対して、一連の対応を求められる基礎自治体に

おいては、被害情報を管理するシステム、被災者の収容

や食事の提供など避難所を管理するシステムといった

「業務系システム」に重きを置いた災害情報システムが

求められる傾向にあると考えられる。もちろん、基礎自

治体においても、その首長が意思決定を行うための「情

報系システム」としての機能、あるいは都道府県におい

ては庁内の各部署が業務を遂行するための「業務系シス

テム」としての機能も必要であるが、災害発生時におけ

る基礎自治体と都道府県の役割分担というマクロ的な視

点から、都道府県は「情報系システム」に重きを置いた

システム、基礎自治体は「業務系システム」に重きを置

いたシステムを求める傾向にあるといえる。

 こうした、各機関（本論文では、都道府県と基礎自治

体）の災害情報システムに求める機能の相違である“シ

ステム・ギャップ”の概念を図-2に示す。

図-2に示すように、災害発生時において基礎自治体は、

個別の被害への対応、避難所の運営など、自らの住民対

応のために実施すべき災害対応業務に忙殺されるため、

各災害対応業務を支援する「業務系システム」を求めて

いる。しかしながら、都道府県の立場からは、各基礎自

治体の対応状況を把握するための「情報系システム」を

導入することになる。このように、基礎自治体と都道府

県の間には、そもそも求めるシステムの相違である“シ

ステム・ギャップ”が存在する。

基礎自治体における
個別の被害に対する
主な対応業務

一般的な都道府県の
災害情報システム
の活用の有無

①通報の記録

②被害状況の確認

③対応方針の検討

④対応機関への指示

⑤対応状況の確認

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

対応なし

対応あり
事実関係の報告

対応なし

対応なし

対応あり
事実関係の報告
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害状況などを収集することで都道府県全体の状況把握が

可能となる。一方、基礎自治体の立場からは、気象情報

等の他機関から発表される情報を、都道府県の災害情報

システムを通じて入手できる他、被害状況を報告するこ

とにより、被害の程度に応じて都道府県や国から災害対

応の支援を受けることが可能となる。

（３）基礎自治体が災害情報システムに求める機能

 都道府県の整備する災害情報システムは、被害状況や

対応状況などを、都道府県と基礎自治体の間で共有する

ことを目的とした情報系システムとしての災害情報シス

テムである。このため、第３章（２）の 2つの基礎自治

体へのインタビュー調査が示すように、基礎自治体の災

害対応業務そのものを支援するシステムではない。

例えば、基礎自治体の主な災害対応業務である個別の

被害（市民等からの通報）への対応を例にとると、基礎

自治体では、図-1の左側に示すように、住民や各機関等

からの通報をまずは記録（①通報の記録）し、職員によ

る被害の状況確認（②被害状況の確認）を実施した後、

対応方針を検討（③対応方針の検討）し、対策にあたる

外部機関（消防や警察など）、あるいは庁内の担当部署に

指示（④対応機関への指示）を出す。その後、対応の進

捗を把握し、対応完了を確認、記録（⑤対応状況の確認）

する。

このように基礎自治体には、発生した災害事象に対し

て、一連の対応が求められており、基礎自治体の立場か

らは、基礎自治体が実施する災害対応業務の処理を容易

にするための「業務系システム」が求められる。

 

 

図-1 基礎自治体の対応業務と

一般的な都道府県の災害情報システムの対応関係

（４）システム・ギャップ

上記（２）（３）に示したように、都道府県の求める災

害情報システムは、基礎自治体の主たる災害対応を支援

するシステムとなっておらず、基礎自治体の視点からは

都道府県への報告だけのために使うシステムとして捉え

られていることが伺える。もちろん、都道府県への報告

も基礎自治体の重要な災害対応業務の一つであるが、被

害が発生している基礎自治体にとっては、基礎自治体内

で発生した被害への対応、各避難所の運営など、住民の

安全確保に直接寄与する業務を優先することは当然であ

り、主に報告のためのシステムである都道府県の災害情

報システムへの入力作業は、基礎自治体が注力すべき災

害対応を支援するシステムとは捉えられていない。

 災害時における基礎自治体と都道府県のそれぞれの役

割に留意すると、各基礎自治体の状況を網羅的に把握し、

各機関の調整や広域的な意思決定が求められる都道府県

においては、所管する地域全体の被害を俯瞰でき、全体

的な意思決定に資する情報を得られるシステム、つまり

「情報系システム」に重きを置いた災害情報システムが

求められる傾向にあるといえる。一方、市民からの被害

の通報や各部署から報告される施設被害などの様々な災

害事象に対して、一連の対応を求められる基礎自治体に

おいては、被害情報を管理するシステム、被災者の収容

や食事の提供など避難所を管理するシステムといった

「業務系システム」に重きを置いた災害情報システムが

求められる傾向にあると考えられる。もちろん、基礎自

治体においても、その首長が意思決定を行うための「情

報系システム」としての機能、あるいは都道府県におい

ては庁内の各部署が業務を遂行するための「業務系シス

テム」としての機能も必要であるが、災害発生時におけ

る基礎自治体と都道府県の役割分担というマクロ的な視

点から、都道府県は「情報系システム」に重きを置いた

システム、基礎自治体は「業務系システム」に重きを置

いたシステムを求める傾向にあるといえる。

 こうした、各機関（本論文では、都道府県と基礎自治

体）の災害情報システムに求める機能の相違である“シ

ステム・ギャップ”の概念を図-2に示す。

図-2に示すように、災害発生時において基礎自治体は、

個別の被害への対応、避難所の運営など、自らの住民対

応のために実施すべき災害対応業務に忙殺されるため、

各災害対応業務を支援する「業務系システム」を求めて

いる。しかしながら、都道府県の立場からは、各基礎自

治体の対応状況を把握するための「情報系システム」を

導入することになる。このように、基礎自治体と都道府

県の間には、そもそも求めるシステムの相違である“シ

ステム・ギャップ”が存在する。

基礎自治体における
個別の被害に対する
主な対応業務

一般的な都道府県の
災害情報システム
の活用の有無

①通報の記録

②被害状況の確認

③対応方針の検討

④対応機関への指示

⑤対応状況の確認

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

対応なし

対応あり
事実関係の報告

対応なし

対応なし

対応あり
事実関係の報告

図-2 “システム・ギャップ”の概念図

５．2017年度全国市区町村アンケート結果からの考察

第４章（４）に示した“システム・ギャップ”に関す

る考察は、第３章（２）で示したA市およびB 市におけ

る災害情報システムの活用状況および防災担当者へのイ

ンタビュー調査結果を根拠としており、特定の地域にお

ける限定的な事例である可能性がある。また、インタビ

ューを受けた防災担当職員の個人的な意見である可能性

も否定できない。

 そこで、本章では、伊勢ら（2017a）に示されている全

国市区町村アンケートの結果から、第４章（４）に示し

た“システム・ギャップ”が特定地域の事例ではなく、

全国的な傾向であることを明らかにする。

（１）2017 年度全国市区町村アンケートの概要

伊勢ら（2017a）では、全国 1741 の市区町村に対して、

災害情報システムの現状についてアンケート調査を実施

している。調査票は、2017 年 5 月に郵送され、1741の市

区町村のうち 710から回答を得ている。さらに同年 9月
に、回答を得た 710の市区町村に対して追加調査を実施

し、455 の市区町村から回答を得ている。アンケート調

査の概要を伊勢ら（2017a）より抜粋し、表-1 に示した

上で、質問および回答結果を引用し、災害情報システム

に関して考察を行う。

（２）アンケート結果の概要

 伊勢ら（2017a）に示されているアンケート質問および

回答結果を表-2に引用する。

問 1 の結果より、災害情報システムは「必要ない」と

答えた基礎自治体は回答全体のわずか 1%であり、ほと

んどの基礎自治体が災害情報システムの必要性を認識し

ている。

 問 2の結果より、ほとんどの基礎自治体（回答全体の

95%）において、都道府県が整備した災害情報システム

が導入されていることが示されている。これは、第３章

に示した伊勢ら（2015）の調査結果と一致しており、全

国的な傾向として、都道府県が基礎自治体から災害情報

を収集するためのシステムが広く普及していることを示

している。

 また問 3の結果より、都道府県が整備した災害情報シ

ステムに関して、「どちらかというと機能していない」

「まったく機能していない」という否定的意見は合計で

わずか 5%であり、ほとんどの基礎自治体の職員が機能

していると捉えていることが示されている。

 問 4の結果より、独自の災害情報システムを保有して

いる基礎自治体はわずかに 17%であり、多くの基礎自治

体にとって、都道府県の災害情報システムが、主たる災

害情報システムであることが伺える。

 しかしながら、問 5において、61%の基礎自治体が「災

害時には忙しくて入力できない」、58%が「平常時のシス

テムではないため、いざという時に操作方法がわからな

い」と答えるなど、実際の災害対応における活用には多

くの課題が存在することを示している。

 さらに、問 6 の「現在はないが必要な機能は？」との

問いに対して、基礎自治体の 42%が「住民や各出先機関

などからの被害情報を整理・共有し、対応を支援する機

能」、40%「避難所の開設、運営など住民避難に関する業

務を支援する機能」といった、基礎自治体の主たる災害

対応業務に関する機能の欠如が指摘されている。

○市の災害対応業務

業
務

ｃ

○町の災害対応業務

業
務

ｂ

○村の災害対応業務

都道府県の災害情報システム

各基礎自治体の状況を
統合管理

都道府県と基礎自治体の
求めるシステムの違いに

よって生じる

“システム・ギャップ”

業
務
ｂ

業
務

ａ

業
務

ａ

業
務

ｂ

業
務

ａ

※ここでいうシステムとは、人間活動のシステムであり、コンピュータの利用は問わないと定義する。

基礎自治体の求める

業務系システム

都道府県の求める

情報系システム
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表-1 アンケート調査の概要 

 項 目 内  容 
1 調査対象 全国の 1718市町村および 23特別区、合計 1741の防災担当課長、またはこれに準ずる方 
2 調査方法 郵送によるアンケート用紙の配布および回収した。 

アンケート用紙へ回答を直接記入することを基本とした。 
3 質問内容 表-2に示す。 
4 調査期間 【本調査】 

・平成 29年 5月中旬より随時郵送した。 
・回答〆切：平成 29年 6月16日（金）消印有効としたが、6月 30日到着分までを有効とした。 
【追加調査】 
・上記の本調査に加え、第Ⅰ項目：２問、第Ⅱ項目：１問、第Ⅲ項目、１問の追加調査を実施した。 
・対象は本調査に回答を得た710の基礎自治体とした。 
・平成 29年 9月中旬より随時送付した。 
・回答〆切を平成 29年 10月 6日消印有効としたが、10月 15日到着分までを有効とした。 

5 回答者数 【本調査】 710／1741 の基礎自治体から回答を得た。 
【追加調査】455／710 の基礎自治体から回答を得た。（上記の本調査で回答を得た710市区町村

を対象とした。） 

（３）アンケート結果からの考察

 表-2 に整理した、伊勢ら（2017a）のアンケート結果

から、第４章（４）で示した“システム・ギャップ”が

特定の基礎自治体における課題ではなく、全国的な災害

情報システムの課題であることを、以下の考察より明ら

かにする。

a）情報系システムとしての都道府県の災害情報システム 

 まず、着目すべきは、都道府県が調達した災害情報シ

ステムの普及率（問 2）や満足度（問 3）と、基礎自治体

の求める機能（問 6）に関する回答である。多くの基礎

自治体が被害情報（市民等からの通報）の管理、避難所

の管理といった基礎自治体の主たる災害対応業務を支援

する機能が欠如しているにも関わらず、都道府県の災害

情報システムについて好意的に捉えているのである。

これは、都道府県の災害情報システムは、災害情報を

基礎自治体と都道府県の間で共有するためのシステムで

あり、基礎自治体の主たる災害対応業務である被害情報

の管理や避難所の管理については機能を有していないこ

とを許容した上で、都道府県の災害情報システムについ

て好意的に回答しているのである。すなわち、都道府県

との間で災害情報を共有するための情報系システムとし

て評価しているのであり、基礎自治体の主たる災害対応

を支援する業務系システムとは別のものであると多くの

基礎自治体が捉えていることを示している。

b）業務系システムの欠如 

 上記 a)で、都道府県の災害情報システムが情報系シス

テムとして普及していることを示した。その一方で、独

自に災害情報システムを調達している基礎自治体が17%
に留まっている（問 4）、あるいは、基礎自治体の主たる

災害対応業務を支援する機能の欠如（問 6）から、基礎

自治体の主たる災害対応業務を支援する業務系システム

について普及が遅れていることがわかる。

 さらに、問 5 において、61%の基礎自治体が「災害時

には忙しくて入力できない」と答えているが、本来、情

報システムは、ユーザの仕事を支援することを目的に構

築すべきであり、“忙しいから入力できない”と基礎自治

体の職員が感じているということ自体が、基礎自治体に

とって主たる災害対応業務を効率化するために、積極的

に活用すべき情報システムとして構築されたものでない

ことを示している。

c）システム・ギャップの存在 

 上記 a) および b) に示したように、多くの基礎自治体

において、災害情報を共有するための情報系システムは

存在するが、情報の元となる業務全体を管理する業務系

システムが存在しない状況で、基礎自治体は情報系シス

テムへの入力を求められていることが明らかになった。

 このように、基礎自治体の視点からは、求めている情

報システムと、都道府県から情報の入力を求められる情

報システムに隔たりが存在している。これこそが、第４

章（４）に詳述した“システム・ギャップ”であり、“シ

ステム・ギャップ”が第３章に示したA市およびB 市に

見られる特定地域の事例ではなく、全国的な災害情報シ

ステムの課題であることが、本アンケート調査の結果に

対する考察より確認できた。
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ステムの普及率（問 2）や満足度（問 3）と、基礎自治体
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テムとして普及していることを示した。その一方で、独

自に災害情報システムを調達している基礎自治体が17%
に留まっている（問 4）、あるいは、基礎自治体の主たる

災害対応業務を支援する機能の欠如（問 6）から、基礎

自治体の主たる災害対応業務を支援する業務系システム

について普及が遅れていることがわかる。

 さらに、問 5 において、61%の基礎自治体が「災害時

には忙しくて入力できない」と答えているが、本来、情

報システムは、ユーザの仕事を支援することを目的に構

築すべきであり、“忙しいから入力できない”と基礎自治
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 上記 a) および b) に示したように、多くの基礎自治体

において、災害情報を共有するための情報系システムは

存在するが、情報の元となる業務全体を管理する業務系

システムが存在しない状況で、基礎自治体は情報系シス

テムへの入力を求められていることが明らかになった。

 このように、基礎自治体の視点からは、求めている情

報システムと、都道府県から情報の入力を求められる情

報システムに隔たりが存在している。これこそが、第４
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表-2 2017全国市区町村アンケート調査結果の概要 伊勢ら(2017a)を元に作成 
 質 問 アンケート結果（全国） 

問 1 貴自治体において、上記で定義

されるような災害情報システム

を必要だと思いますか？ 

・必要：95% 
・必要ない：1% 
・わからない：4% 

問 2 都道府県が調達した災害情報シ

ステムを保有していますか？ 
・保有している：95% 
・保有していない：4% 
・わからない：1% 

問 3 上記、問 2で「①保有している」

と回答した方にお聞きします。

都道府県が調達した災害情報シ

ステムはうまく機能していると

感じていますか？ 

・うまく機能している：26% 
・ある程度機能している：59% 
・どちらかというと機能していない：5% 
・まったく機能していない：0% 
・わからない：9% 

問 4 独自に調達した災害情報システ

ムを保有していますか？ 
・保有している：17% 
・保有していない：82% 
・わからない：1% 

問 5 一般論として、災害情報システ

ムがうまく機能しない、あるい

は導入に至らない要因は何だと

思いますか？（複数選択式） 

・災害時には忙しくて入力できない：61% 
・平常時のシステムではないため、いざという時に操作方法がわ

からない：58% 
・システムの操作が難しすぎる：25% 
・職員の情報リテラシー（パソコン能力）が低く使える職員が限

られている：14% 
・市区町村にとって有効なシステムでない：7% 
・入力してもメリットがないので、わざわざ入力しない：4% 
・首長や上司が交代すると方針が変わるため定着しない：2% 
・政治的要因で普及しない：0% 
・わからない：2% 

問 6 
【追加調査】 

現在、貴自治体で保有していな

い、あるいは不十分と思う機能

で、今後、整備が必要であると

思う機能について教えてくださ

い。（複数選択式） 

・住民や各出先機関などからの被害情報を整理・共有し、対応を

支援する機能：42% 
・避難所の開設、運営など住民避難に関する業務を支援する機能：

40% 
・被害の状況を把握するためのセンサー、カメラなどを一元的に

管理する機能：38% 
・貴庁内部において、他の部局、出先事務所などと情報を共有す

る機能：26.2% 
・住民に対して、避難勧告など情報を伝達する機能：23.5% 
・過去の災害事例を閲覧し、災害対応の参考とする機能：20% 
・気象庁など上位機関（国の機関等）が提供する情報（地震情報

や気象情報等）を把握する機能：12% 
・上位機関（都道府県）に対して被害状況や対応状況を報告する

機能：6% 
・隣接自治体どうしが、広域避難など広域な対応のために情報共

有する機能：2% 

６．まとめ

本論文では、災害時において都道府県の整備する災害

情報システム（情報系システム）が、災害時に十分に活

用されない原因の一つとして、“システム・ギャップ”の

存在を明らかにした。さらに、こうした“システム・ギ

ャップ”は全国的な課題であることを全国の基礎自治体

を対象としたアンケート調査結果への考察を通じて確か

めた。

第４章（２）で詳述したように、本来、都道府県が整

備する災害情報システムは、基礎自治体との間で情報共

有を可能とし、必要に応じて基礎自治体への支援を検討

するために整備される情報システムである。本論文は、

こうした情報系システムとしての、都道府県の災害情報

システムを否定しているのではない。都道府県が、被害

状況など災害の現場でしか知りえない情報を把握するた

めには、基礎自治体からの情報を集約するための情報系

システムは、基礎自治体のためにも必要である。しかし、

災害時において、もっとも苦労を強いられる被災地の基
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礎自治体から情報を求めるのであれば、基礎自治体の求

める機能を有する情報システム（業務系システム）を整

え、そこから情報をくみ上げることを重視すべきである。

すなわち、“システム・ギャップ”の克服に着目した災害

情報システムの構築が、実践的なシステムの構築に必要

な要素であると考えられる。

特に、近い将来において発生が懸念される南海トラフ

巨大地震のように、広域な災害においては、中央省庁が

地方支分部局等を通じて直接収集できる情報量には限界

があり、全国の基礎自治体からもたらされる情報が無く

ては被害の全体像を把握することは極めて困難であると

思われる。こうした広域災害において、情報の入力者と

して期待される基礎自治体が、情報システムへの入力作

業を自らのメリットと感じることができ、かつ国や都道

府県と情報共有できるような工夫が無ければ、広域的な

状況把握は困難である。

一方、基礎自治体の求める業務系システムに関しても

多くの課題が存在する。基礎自治体の災害対応業務を支

援する業務系システムを構築するためには、基礎自治体

の主たる災害対応業務フローが標準化されている必要が

あるが、第３章（２）に示したA市職員の発話２が示す

ように、その実態は千差万別であり、システム化の前提

となる標準化が進んでいないという現状がある。

さらに、本論文では、災害情報システムの課題を“シ

ステム・ギャップ”という概念で論じたが、“システム・

ギャップ”が克服され、都道府県、基礎自治体の双方に

とって好ましい災害情報システムが構築された場合にお

いても、入力作業を必要とする限り、災害情報システム

の運用体制に関する課題、すなわち、被災した基礎自治

体への人的支援などについても合わせて検討を進める必

要がある。

 今後は、各基礎自治体が求めるシステムを把握するた

めの基礎的調査を継続的に実施し、“システム・ギャッ

プ”の詳細を把握するとともに、業務系システムの現状

と課題を整理した上で、“システム・ギャップ”を克服し

得るシステム、つまり、基礎自治体の求める機能を有す

る業務系システムでありながら、都道府県の求める情報

系システムの機能を有するシステムの研究開発、さらに

は普及への課題について研究を進める予定である。

謝辞：本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション

会議の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「レ

ジリエントな防災・減災機能の強化」（管理法人：JST）
によって実施されました。

補注

1) 大分県防災情報システムについて

http://www.pref.oita.jp/soshiki/13555/ooitabosaijohosystem.html
（2018年 12月閲覧）
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礎自治体から情報を求めるのであれば、基礎自治体の求

める機能を有する情報システム（業務系システム）を整

え、そこから情報をくみ上げることを重視すべきである。

すなわち、“システム・ギャップ”の克服に着目した災害

情報システムの構築が、実践的なシステムの構築に必要

な要素であると考えられる。

特に、近い将来において発生が懸念される南海トラフ

巨大地震のように、広域な災害においては、中央省庁が

地方支分部局等を通じて直接収集できる情報量には限界

があり、全国の基礎自治体からもたらされる情報が無く

ては被害の全体像を把握することは極めて困難であると

思われる。こうした広域災害において、情報の入力者と

して期待される基礎自治体が、情報システムへの入力作

業を自らのメリットと感じることができ、かつ国や都道

府県と情報共有できるような工夫が無ければ、広域的な

状況把握は困難である。

一方、基礎自治体の求める業務系システムに関しても

多くの課題が存在する。基礎自治体の災害対応業務を支

援する業務系システムを構築するためには、基礎自治体

の主たる災害対応業務フローが標準化されている必要が

あるが、第３章（２）に示したA市職員の発話２が示す

ように、その実態は千差万別であり、システム化の前提

となる標準化が進んでいないという現状がある。

さらに、本論文では、災害情報システムの課題を“シ

ステム・ギャップ”という概念で論じたが、“システム・

ギャップ”が克服され、都道府県、基礎自治体の双方に

とって好ましい災害情報システムが構築された場合にお

いても、入力作業を必要とする限り、災害情報システム

の運用体制に関する課題、すなわち、被災した基礎自治

体への人的支援などについても合わせて検討を進める必

要がある。

 今後は、各基礎自治体が求めるシステムを把握するた

めの基礎的調査を継続的に実施し、“システム・ギャッ

プ”の詳細を把握するとともに、業務系システムの現状

と課題を整理した上で、“システム・ギャップ”を克服し

得るシステム、つまり、基礎自治体の求める機能を有す

る業務系システムでありながら、都道府県の求める情報

系システムの機能を有するシステムの研究開発、さらに

は普及への課題について研究を進める予定である。
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補注

1) 大分県防災情報システムについて
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（2018年 12月閲覧）

参照文献

伊勢正, 島崎敢 , 三浦信也, 内山庄一郎, 臼田裕一郎（2017a）,
2017 年度全国市区町村への防災アンケート結果概要, 国立

研究開発法人 防災科学技術研究所 研究資料第414号.
伊勢正, 磯野猛, 高橋拓也, 臼田裕一郎, 藤原広行（2015）, 全

国自治体の防災情報システム整備状況, 国立研究開発法人

防災科学技術研究所 研究資料第401号.
仙台市, 東日本大震災 仙台市 震災記録誌 ～発災から１年間

の活動記録～（2013）, 仙台市.
角本 繁, 亀田 弘行, 林 春男（1995）, 災害管理地理情報シス

テム(GIS)の構想とシステム開発 : 阪神・淡路大震災の経験

を生かして, 地域安全学会論文報告集 (5), 419-423.
澤田 雅浩, 八木 英夫, 林 春男（2005）, 震災発生時における

関連情報集約とその提供手法に関する研究 : 新潟県中越地

震復旧・復興 GIS プロジェクトの取り組みを通じて, 地域

安全学会論文集 (7), 97-102.
井ノ口 宗成, 田村 圭子, 古屋 貴司, 木村 玲欧, 林 春男

（2011）, 緊急地図作成チームにおける効果的な現場型空間

情報マッシュアップの実現に向けた提案 : 平成 23 年東北

地方太平洋沖地震を事例として, 地域安全学会論文集 (15), 
219-229.

田口 仁, 李 泰榮, 臼田 裕一郎, 長坂 俊成（2015）, 効果的な

災害対応を支援する地理情報システムの一提案::東北地方

太平洋沖地震の被災地情報支援を事例として, 日本地震工

学会論文集 15(1), 1_101-1_115. 
鈴木猛康（2009）, 災害時情報共有技術に関する研究プロジェ

クトの報告, 日本地震工学会論文集, Vol.9，No.2, pp.171-184.
田口仁, 臼田裕一郎, 長坂俊成（2011）, 市区町村の水害対応の

判断・意思決定を支援する地理空間情報の相互運用性を有

する情報システムの構築と評価, 災害情報, No.9, pp.72-81.
伊勢正, 磯野猛, 臼田裕一郎, 藤原広行, 矢守克也（2017b）, 自

治体の多様性を踏まえた災害情報システムのあり方に関す

る考察, 地域安全学会論文集 No.30, pp.25-34
佐藤敬（2003）, 情報システム, 情報社会を理解するためのキー

ワード ２, 培風館, 85-95.

(原稿受付 2017.12.15) 

(登載決定 2018.3.27) 

   Issues of Disaster Information System Focusing 
on Functions Required by Municipalities
- A Study on System-Gap of Prefectures and 

Municipalities -

Tadashi ISE１・２・Yuichiro USUDA１・Katsuya YAMORI３

１National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
（〒305-0006  3-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, Japan）

２Graduated School of Informatics, Kyoto University
（〒611-0011 Gokasyou, Uji, Kyoto, Japan）

３Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University
（〒611-0011 Gokasyou, Uji, Kyoto, Japan）

ABSTRACT

Since the Great Hanshin-Awaji Earthquake, disaster information systems have been built in many local 
governments, but there are cases in which they did not function effectively in actual disaster response. In this paper, 
we focused on the classification concept of information system / business system about the problem that such 
disaster information system is not utilized in the practice of disaster response. First, we observed the actual disaster 
response and conducted an interview survey to the disaster prevention personnel of municipalities. As a result, it 
became clear that there is a difference in required functions (referred to as "system-gap" in this paper) due to 
differences in disaster response operations between prefectures and municipalities, It is one of the factors hindering 
the utilization of the disaster information system.

Furthermore, from the survey results of the questionnaire survey for the basic municipalities of 1741 
nationwide (2017a), it became clear that such "system-gap" is not a case in a specific area but a nationwide issue of 
concern.

Keywords：System-gap, Disaster information system, Information system, Backbone system, Questionnaire 
survey
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