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和文要約 
 
2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分に発生した前震（Mw6.5）、16 日 1 時 25 分に発生した本震（Mw7.3）

に代表される平成 28 年熊本地震は、熊本県をはじめとする九州地方に甚大な被害をもたらした。こ

の災害に対して、筆者らは、各種災害情報を GIS データとして集約し、災害対応機関のニーズに応

じた地図情報の提供を行う情報共有支援を実施した。この支援の中でニーズが高かった地図情報に、

避難所・避難者データがある。避難所・避難者データは、様々な機関で様々なフォーマットにより

情報集約されていた。集約された情報のうち、熊本県、熊本市が集約した避難所情報、災害派遣医

療チーム（DMAT）が収集し、広域災害医療情報システム（EMIS）に入力した避難所情報、国土数

値情報に公表されている避難所情報について、統合処理を実施し、地図情報として提供を行った。

避難所・避難者データの迅速な地図化には、避難所名称、住所、避難者数、緯度経度について、被

災県の担当部署が各県に導入されている防災情報システム等を活用し、発災直後より迅速に集約・

整理できるフローを確立することが望まれる。 
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１．はじめに 
2016年4月14日21時26分に発生した前震（Mw6.5）、

16 日 1 時 25 分に発生した本震（Mw7.3）に代表される

平成 28 年熊本地震は、熊本県をはじめとする九州地方に

甚大な被害をもたらした。この地震によって、死者数は

228 人、全壊家屋 8697 棟などの被害が及んだことが報告

されている（内閣府非常災害対策本部 2017）。 
 災害時においては、日常業務では付き合いのない各組

織が協働して対応を行うこととなる場合もある。そのた

め、災害対応においては、組織横断的に被災状況等を情

報共有し、認識の統一を行うことが不可欠である。 

筆者らはこれらの背景を踏まえ、災害情報の組織横断

的な情報共有、利活用を図るために各機関の災害情報を

集約・一元化するシステム（SIP4D: Shared Information 
Platform for Disaster Management）の研究開発を実施して

いる（臼田ら，2017）。平成 28 年熊本地震が発災し、研

究開発中であるSIP4Dを用いた情報共有支援を行うこと

が決まり、前震後の 4 月 15 日より 8 月 31 日まで熊本県

災害対策本部及び政府現地災害対策本部に常駐した。（臼

田・花島 2017 , Usuda et.al 2017）。 
筆者らが集約・共有した情報の中で、現場でニーズが

高かった情報は、避難所の位置並びに人数を示した避難
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所・避難者データであった。本データは、筆者らによる

支援初期より終了後まで、部隊の派遣計画や物資の配布

計画、医療活動、避難所への視察、避難所の閉鎖計画の

立案など各支援において、幅広く使用された。GIS デー

タ化したことにより、道路通行可否情報や、土砂災害危

険箇所など他のGIS レイヤとの重畳や、学校の開校判断

をするために、避難所になっている学校を抽出するなど

（図-1）を容易に行うことができた。 
本稿では、平成 28 年熊本地震にて、筆者らが実施した

避難所・避難者データの収集・集約の状況を整理すると

ともに、平常時ならびに発災時の避難所・避難者データ

の整備のあり方について、これまでの先行事例も踏まえ

た上で考察を行うものとする。 
 
２．避難所情報の収集・集約・利活用に関する先行事例 
 GIS を活用した避難所情報の収集・集約・利活用につ

いては、2004 年の新潟県中越地震（澤田ら 2005）、新潟

県庁で実施された 2007 年の新潟県中越沖地震対応（浦川

ら 2008, Tamura et.al 2010，京都大学・新潟大学 2010 ほ

か）、内閣府で実施された 2011 年東日本大震災対応（木

村ら 2011） などが挙げられる。筆者らの熊本地震の対

応においては、2007 年中越沖地震で作成した主題図等が

まとめられている京都大学・新潟大学編（2010）の報告

書を参考に、避難所分布データ及び避難所状況図など各

データ・主題図の作成を実施した。 
これらの中で、避難所データの統合処理を行い、GIS に

てデータを共有した事例としては、木村ら（2011）の事

例が挙げられる。これは、東日本大震災の発災により、

2011 年 3 月 12 日に内閣府を拠点に活動した緊急地図作

成チームで避難所・避難者データを集約した事例につい

て整理されたものである。緊急地図作成チームは、青森

県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各県の避難所位

置および避難者数について、各県が公表しているデータ

を用いて、その統合を行い、輸送・避難所位置関係図な

どの地図を政府災害対策本部において、配布した際の状

況についてまとめている。地図作成を目的としたデータ

セットの作成に最も時間と手間がかかっており、そこか

ら抽出された問題点として、①広域災害のため具体的な

避難者数データが公表されるまで数日間～1 週間を要し

たこと、②各自治体において集約フォーマットや入力変

数が異なったこと、③同じ自治体でも日を追うごとにデ

ータフォーマット自体が変化したこと、④避難所の座標

特定のために、指定避難所や公共的機関以外の個人宅や

集落の集会所などを調べるのに困難を極めたことを挙げ

ている。 
 

３．避難所・避難者データの収集 
筆者らが熊本県庁にて活動を開始した直後より、現地

で収集を始めた情報の一つが避難所・避難者データであ

った。その結果、避難所・避難者データについては、様々

な機関・部署で収集・集約されていたことが分かった（表

-1）。 
まず筆者らは、国土交通省で公開している国土数値情

報の「避難施設データ」（以下、データ A）を入手した。

データA は、地域防災計画または地方公共団体のweb ペ

ージに掲載されている情報より作成されたGISデータで、

平成 24 年に作成されたものである。 
実態の情報として、最も早く入手できた情報は、厚生 

労働省の広域災害医療情報システム（以下、EMIS）で災

害派遣医療チーム（以下、DMAT）隊員らによって入力さ

れたデータ（以下、データB）である。データB は、4 月

16 日より入手している。熊本地震発災前より、EMIS は

SIP4D と災害時保健医療活動支援システムを通して連携

しており、入力された情報は csv データとして入手する

ことできた。このデータはDMAT 隊員の訪問があった避

難所のみ入力されているため、全ての避難所が網羅され

ているわけではなかった。データ B には 251 か所（4 月

17 日時点）の避難所データが登録されていた。一方でデ

ータA には、1969 か所の避難施設（避難場所を含む）が

掲載されており、避難所の把握漏れが危惧された。 
熊本県庁において、各避難所の場所・避難者数を集約

図-1 作成した避難所分布図（2016.4.19作成・配布） 
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1 回の更新が行われており、発災当初は各市町村へ県庁 1 

図-2 避難所・避難者データ集約の流れ 

表-1 熊本地震で収集された避難所・避難者データ 
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している部署を把握するのには時間がかかった。熊本県

地域防災計画では、危機管理防災課において、避難所・

避難者データが集約されることとされていた。実際、熊

本地震においては、危機管理防災課で避難所・避難者デ

ータを集約しており、これについては、熊本県の被害報

としてホームページに一般公開されていた。しかしなが

ら本データは、各市町村の避難所数・避難者数の総数の

みの集約となっていた。その後、他機関の LO より、健

康福祉政策課にて避難所情報の集約を行っているとの情

報を得て、前震から 5 日経った 4 月 19 日に入手できた。

健康福祉政策課のデータ（以下、データ C）は凡そ 1 日

1 回の更新が行われており、発災当初は各市町村へ県庁

から電話連絡による避難所情報の聞き取りの上、作成さ

れていた。その後、FAX などでの情報収集に移行してい

る。データC は、熊本市を除く各市町村分の集約結果で

あった。熊本市については、区毎にデータが集約されて

おり、そのデータ（以下、データ D）は、県の集約分と

は別に提供された。またこれとは別に健康づくり推進課

においても、各避難所の衛生状態等を把握するために派

遣された保健師からの報告情報を集約していたが、派遣

された一部の避難所の詳細な報告という特性のデータで

あったため、統合処理は行わなかった。 
 
４．避難所・避難者データの集約 
図-2 は熊本地震における避難所・避難者データの集約

の流れに表したものである。避難所・避難者データの集

約にあたって、本章では各機関が収集した避難所情報を

統合した時期を 3 つに分けて述べる．第 1 期はデータA
を用いて、避難所・避難者データのデータベースを作成

し、データB を統合した時期を指す。第 2 期は、熊本県

庁が各市町村に問い合わせを行い、収集したデータC を

データ A・B と統合した時期とする。第 3 期は熊本市が

各区単位で収集したデータ D をデータ A・B・C を統合

した時期を指す。 
（１）第 1期：データ Aとデータ Bの統合（4/15-） 

4 月 14 日に発生した前震を受けて、熊本県庁において

翌 15 日から筆者らが情報支援を始めた際には、避難所・

避難者の情報を収集している県庁内の担当部署が確認で

きなかった。 
そこで、まずは開設されていると想定される指定避難

所の一覧情報を代替情報として提供すること、避難所・

避難者に関する情報を集約するためのテンプレートを県

庁に対して提案することを目的に、避難所・避難者デー

タのデータベースを作成した。データベースの作成にあ

たっては、データA を、今回の熊本地震における避難所・

避難者データの集約・統合におけるベースとして活用し

た。データA は、都道府県ごとに市町村が指定している

指定避難所の情報が、位置情報付きの空間データ（シェ

ープファイル）で提供されている。もちろん国土数値情

報以外にも、熊本県ホームページや内閣官房の国民保護

ポータルサイトにおいても、熊本県における指定避難所

の一覧が掲載されている。しかし、こちらは PDF 形式で

公開されていたため、それらの指定避難所一覧を基礎デ

ータとして取り扱うためには、手入力でエクセル等を用

いてリストを作成し、それぞれの位置情報を住所情報か

らアドレスマッチングで推定するか、それぞれ緯度経度

を確認するなど、非常に手間のかかる作業を実施しなけ

ればならなかった。そうした理由が背景にあり、データ

A をベースとして活用することとした。 
しかし、データA はあくまで事前に指定された避難所

の一覧がデータ化されているものであり、実際に収集さ

れた避難所・避難者データをこのデータと結合していく

必要がある。先に述べたように、熊本県庁内では避難所・

避難者の情報を収集している部署が当初は確認できなか

ったため、避難所・避難者の動向を把握することができ

なかった。一方で、現地の避難所を巡回し、避難者に対

する医療活動を行っていたDMAT では、前震による被害

が発生した翌 15 日から訪れた避難所の状況を EMIS に

登録していた。DMAT が入力した避難所・避難者に関す

る情報は、対応にあたった避難所のみであったが、被災

地の被害状況を迅速に伝えることを優先し、データA と

B を統合してデータベースを作成し、避難者の状況を地

図化して情報共有を図ることにした（Usuda et al.，2017）。 
EMIS は、入力された避難所情報をデータとして外部

に出力することができたため、当初はデータA とデータ

B を単純に突合すれば、地図化できると想定した。そこ

で、避難所名称をキーとしてデータの突合作業を行った

が、ある程度のところまではうまく突合できたものの、

いくつかのデータに関しては統合することができなかっ

た。データを突合できなかった理由としては、避難所名

称の表記に揺らぎがあったこと、データの突合の際に全

角と半角の文字列が別なものと認識されたことなどが挙

げられる。4 月 17 日時点のデータ B とデータ A を避難

所名称のみで突合すると、データ B が 251 件に対して、

突合できたデータは 133 件と約半分程度に留まった。そ

のため、避難所名称をもとに突合されたデータをもとに、

うまくいかなかった部分の情報に関しては、人海戦術で

手作業によるすり合わせを実施した。実際にデータA と

データB が突合でき、地図化された情報を提供・共有で

きたのは 4 月 17 日であった。 
（２）第 2期：熊本県提供避難所情報と第 1期データの

突合（4/19-） 

熊本県が集約したデータ C は、4 月 19 日夜に入手し

た。県データは、政令指定都市である熊本市以外の市町

村の避難所の情報が集約されており、更新頻度は 1 日 1
回であった。避難所・避難所データの収集方法は、熊本

県から各市町村へ電話ヒアリングによるものである。そ

の後、一部 FAX 等での収集に移行している。 県から提
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供された際のファイル形式はエクセル形式であったが、

紙面に印刷することを前提とした紙面のデザイン性を優

先したファイルであった。19 日に入手したデータには、

市町村名、避難所名、既存施設名、電話番号、避難所定

員、避難所利用者数（概数）、食事・水等のみの利用（概

数）、担当者 の各項目が設定されていた。 
県データの特徴は次の通りであった。 
① 各自治体から収集したデータである。 
② 指定避難所以外の情報が掲載されている。 
③ 避難所名称が地域の呼称と地図などに表記され

る公式名称が混在している。 
④ 住所表記の記載開始箇所が郵便番号、自治体名称、

大字など記述に揺らぎがある。 
⑤ データセル内に不自然なスペース、半角等が混入

し、セルの結合も行われている。 
本データは、市町村が収集した最新の避難所情報であ

り有意な情報である。しかしながら、GIS データとして

扱うには、地名に関する情報の記述揺らぎの補正、住所

情報の取得による緯度・経度の付与が必要であった。 
データC をGIS データとして取り扱うために、第 1 期

で取り組んでいたデータA とデータB（以下、第 1 期デ

ータ）とデータCに掲載される避難所名との突合を行い、

県データを反映したGIS データファイルを作成すること

とした。 
第 1 期データには、次に示す問題があった。 
① 施設名称の古いものがあった。 
② 緯度経度は付与されているが、文字情報として記

載される住所は市町村名称または大字までしかな

いものがあった。 
③ 通し番号（避難所 ID）が付与されていない。 
上記の課題が挙がった理由として、第 1 期データの基と

したデータA 自体の課題が挙げられる。データA は、平

成 24 年に公開されたデータであり、自治体の公共施設名

は、国土数値情報の整備後に制定された名称であること

や、正式な建物名称を国土数値情報では登録していたも

のの、データC の避難所名は建物の通称（「○○公民館」

を「○○コミュニティーセンター」といった表記など）

や略称（コミュニティーセンター→コミセン）になって

いるなどの事例があった。 
作業を行う上で、第 1 期データには総務省自治体コー 

ドと自治体ごとの数字 3 桁の通し番号を付与した。本 ID
を以降、国土数値 ID（国土数値＋EMIS の避難所 ID）と

呼称する。 
データ C と第 1 期データとの突合は次の手順で実施し

た。 
a）データ C に避難所 ID（県 ID）（アルファベット+3 桁

数字）の付与 

データC の避難所 ID をアルファベット+3 桁数字にし

た理由は、数字が先頭だとエクセル上の文字列変換等で

エラーが発生しやすかったためである。避難所 ID を付け

るためには、情報のトリミングが必要なため、付与の前

段階で次の作業を行った。 
① 施設名称フィールドに存在する先頭の「スペース」

除去 
② 住所を市町村名称以降の文字列に修正 
③ 全角英数字を半角英数字に変換 
例えば、益城町役場の住所は、作業前の住所情報が「（全

角スペース）宮園７０２」という記載であったが、作業

後は「熊本県上益城郡益城町宮園 702」と、全角スペース

のトリミング、住所表記の修正、全角数字の半角変換を

行った。エクセルのデータ修正、除去作業を実施後、県

データに記載された各市町村名称と市区町村単位に付与

される総務ードで市町村を特定できるようした。これは、

市町村名称が同じ場合があり、避難所情報の取り違えを

防ぐため、避難所 ID である自治体コードを付与したもの

である。 
b）自治体ごとに第 1期データを突合 

総務省自治体コードを付与した自治体ごとに、コード

別にフィルタリングを行い、施設名称、住所で第 1 期デ

ータとの突合作業を行う。これは、同一の名称が複数の

自治体に存在するため、間違えた箇所にデータを配置す

ることを防ぐためである。 
突合後、通し番号を次の通りに付与した。突合の手順

は次の通りである。 
①  データC に国土数値 ID を付与 
② 第 1 期データに県避難所 ID を付与 
②  ①、②データで足りない住所を補完 
上記の手順で第1期データとデータCで突合できなか

った箇所のうち、住所情報が分からない避難所の情報検

索を行った。完成したデータは、項目数が多く、視認に

は向かない情報群であったが、GIS 上での解析に利用可

能なデータとなったため、避難所情報を対策本部会議向

けに地図を作成するなどの解析作業が可能となった。 
c）避難所施設の住所調査 

データ C と第 1 期データが突合しなかった避難所は、

類似名称の施設を自治体ごとに第 1 期データを視認した

上で結合した。また、第 1 期データになく、データC に

ある避難所については、県独自データとして追加した。

作業は以下の通りに実施した。 
① 第 1 期データに避難所の掲載があり、データC に

ない施設の場合 
第 1 期データのXY 座標から住所を絞り、データ

C に近似の建物名称や避難所名称を特定した。一

致化したデータ C に県避難所 ID とは別に国土数

値 ID を記載し、データの突合を行った。 
② データ C に掲載され、データ A に掲載がない施

設の場合 
データC 独自の避難所として抽出し、住所と緯度
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経度を人力で一斉に検索、入力した。 
これらの作業は追加データの修正を含め約 2 日間を要

した。 
（３）第 3期：熊本市を含む避難所情報の集約（4/21-） 

熊本市の避難所・避難者データ（データD）は、4 月 21
日に熊本県健康福祉政策課を通じて入手した。入手後、

データ D に避難所 ID を付与し、第 1 期データとの突合

を開始したが、指定避難所の名称の変化がわずかであっ

たため、突合はほぼ苦労なく行うことができた。データ

D の概略は次の通りであった。 
① データ全体の構造は指定避難所と指定外を分けて

記載されており、指定外避難所数が多かった。 
② 政令指定都市のため、区ごとに情報が分割されて

いた。中央区、東区、南区の 3 区の避難所データ

には、住所の記載がなかった。北区、西区の 2 区

は避難所の住所記載があった。 
第2期データに統合したデータDを統合したものを第

3 期データ（図-3）とし、これをベースに 8 月 31 日まで、

避難所・避難者データの更新を実施した。 
 

５．避難所・避難者データ集約を踏まえた課題 
3 章の避難所・避難者データの収集でも言及したよう

に、熊本県庁各課をはじめ、様々な機関が個別の形式で

避難所・避難者情報の収集にあたっていた。仮に収集す

る機関が全く別であったとしても、実際に収集される情

報は同じ避難所情報であり、お互いが収集した情報が統

合されて共有されれば、効率的に状況把握を行うことが

可能となる。しかし、本稿でも述べたように、各機関が

収集した避難所情報はそれぞれの目的に応じて、個別に

収集フォーマットが準備されており、情報の統合が困難

なかたちでの収集が行われていたといえる。 
各機関で収集されている情報を集約し共有を図るため

には、情報を入手する際のフォーマットを統一すること

が望ましい。だが現実として、集められた避難所・避難

者データは、すべてエクセルファイルで整理されていた

が、表の形式や避難所名称などは非統一な状態であった。

また、各部署で収集された避難所情報は各部署が必要と

する情報のみを集めた状態であり、情報の粒度も異なる

ため、単純にエクセル上で統合処理をすることが難しか

った。しかし、災害対応中に軌道に乗り始めた仕組みを

変えることは、現場の職員の対応を混乱させる恐れがあ

り、非常に困難であった。そこで、各部署ですでに行わ

れている現状の避難所情報収集の仕組みを崩すことなく、

避難所・避難者データを 1 つのデータベースに統合する

かたちで、集約された避難所情報を関係部署へと提供す

ることを検討した。各部署で収集された避難所・避難者

データが統合された形で組織内に共有されれば、状況認

識の統一の実現や応急期における避難所・避難者への対

応を効率的に行うことが可能となる。  
浦川ら（2008）は、2007 年新潟県中越沖地震における

新潟県災害対策本部での事例から、避難所情報の地図作

成において、ベースとなるデータの情報処理要件として、

①一意の ID が付与されていること、②情報を入力する際

の型が統制されていること、③新しく位置情報を作成す

る場合は変換するための情報（住所等）が適切な形式で

記述されていることを挙げている。 
筆者らも、まずは①一意の ID が付与されていることに

倣い、データA の避難場所データをベースに作成したデ

ータベースを用いて、避難所 ID を付与するとともに、各

部署で使われているフォーマットに避難所 ID を付与す

ることで、それぞれのフォーマットで収集された情報も

1 つのデータベースに統合できるようにした。これによ

り、各部署における情報収集に混乱をきたすことなく、

避難所・避難者データの集約が行えるようになった。こ

のことから、避難所 ID を付与することで、各機関が収集

した情報を統合して共有することが可能となり、状況認

図-3 筆者らが作成した避難者データベース（第3 期データ）の一例 （2016 年5 月1 日時点） 

災害情報　No.17-2  2019174



識のための情報提供を効率的に行うことができた。 
②情報を入力する際の型を統制することについては、

各部署で使用されている避難所情報を集約するフォーマ

ットに対して避難所 ID を付与した際、避難所情報を入力

する行と避難所 ID が付与された行が崩れないようにす

ることを依頼した。例えば、途中の行に新たな避難所を

挿入する場合に、行全体を繰り下げなかった場合は、こ

れまで紐づけてきた避難所名称と避難所 ID が分離する

ことになり、その後の集約・統合に影響が生じる可能性

があった。また、情報の収集が進むにつれて、既存の列

を変更する場合や新たな列を追加する場合がある。その

際には、列の変更や追加を実施した旨を連絡してもらい、

混乱が生じないような対応を行うことで、継続的な集約

が行えるようにした。 
そして、③新しく位置情報を作成する場合は変換する

ための情報（住所等）が適切な形式で記述されているこ

とについては、住所の記載がある自治体とない自治体が

あり、それぞれに対して対応を行った。ただし、データ

A をもとに、避難所名称から統合できる避難所に対して

は、住所からではなく、データAの位置情報を活用した。

しかし、熊本地震では行政による指定を受けていない指

定外避難所が全体の 6 割近く開設されたことも特徴とし

て挙げられる。これらの情報は、データベースのもとに

なっているデータAの中に避難所データ自体が存在しな

いため、自ら位置情報を付与する必要があった。近年、

GIS におけるアドレスマッチング技術の向上により、住

所情報の表記が非統一であっても位置情報を推定するこ

とができることもある。ただし、正確な住所情報が記載

されていると、それだけ位置情報を正確に特定すること

が可能になる。そこで、住所情報のある自治体の避難所

情報に対しては、正式な住所名となるよう、「熊本県○○

市○○町 xxx-xx」という表記に修正し、避難所 ID と紐づ

けて管理した。住所情報のない自治体の避難所情報に対

しては、避難所名称をもとに住所を検索し、その住所を

避難所名称と紐づけることで位置情報を新たに作成でき

るようにした。しかし、それでも実際には、指定外避難

所に関しては名称から住所や位置を特定することができ

ず、熊本県庁の職員と確認して、修正した箇所も多数存

在した。 
最後に、新しい課題として情報の集約における情報項

目の設定を挙げる。各機関が収集した情報を集約して統

合する際に、各機関の目的に応じた情報のみを収集した

だけでは、状況認識の統一を図るために必要な情報を集

約できたとは言い難い。そのため、情報を収集する際に、

必要最小限の情報項目は何であるかをあらかじめ決めて

おく必要がある。必要最低限の情報を必ず集約すること

により、迅速かつ正確な情報共有が図られることになる。

熊本地震の経験からは、図-1 のように避難所情報を GIS
を用いて地図化するという目的においては、１）避難所

名称、２）正確な住所、３）避難者数の 3 つが最低限必

要な情報であったと言える。Ise et.al (2017)では、熊本地

震においてSIP4Dを用いて避難所情報を含めた各種災害

情報をどう集約し、災害対策本部等で利活用したかにつ

いて整理しているが、当時、紙媒体の地図の他に、Web-
GIS でも情報を提供し、各種情報をパソコンなどから閲

覧できるように整備した。避難所名称の付与がないと、

「○○避難所に行きたい」などという時に、場所の検索

ができないため、必須であった。また住所については、

住所データが町名までなどで終わっていると、代表地点

でのプロットとなり正確な場所を示すことができず、避

難所支援に行く方々が使用する場合に不具合があった。

また正確に書かれていたとしても、その指し示す範囲が

広域である場合があるため、避難所の位置が緯度経度で

整理されていると、GIS を用いて地図化する際には良い。 
避難者数については、図-1 のようにシンボルの大きさで

各避難所の避難者数を示すことで、状況を一目で把握す

る地図にするために不可欠な情報である。なお前述した

3 項目は、図-1 に示すような避難所情報の地図化におい

て最低限必要な情報であり、避難所の広さやトイレ等の

設備有無などを示す地図化ニーズには対応できない。3
項目以外にも情報収集主体が必要に応じて、項目を設定

する必要がある事を付記しておく。 
 また理想としては、各県で整備されている防災情報シ

ステムに避難所・避難者データが集約され、GIS データ

として避難所情報（避難所名称、住所、緯度経度、避難

者数等）を出力できる機能が具備されていることである。

この機能があると、ここまで示した避難所・避難者デー

タ集約の手順を省略することができ、より迅速に避難所

に関する情報共有が可能になる。筆者らが、熊本地震以

降に情報集約支援活動に入った大阪府（大阪府北部地震，

2018）、広島県、岡山県（平成 30 年 7 月豪雨，2018）の

各県においては、県防災情報システムに入力された避難

所情報が、GIS データとして出力する機能が具備されて

いた。今後各県の防災情報システムにおいて、避難所情

報をはじめとした情報がGIS データ等で出力、共有でき

る状況が推進されることが望まれる。 
 
５．おわりに 
本稿では、平成 28 年熊本地震にて実施した避難所・避

難者データの収集・集約の状況とその課題について、整

理を行った。 
 避難所・避難者データは、熊本地震においては、各機

関の支援部隊の派遣計画や物資の配布計画、医療活動、

避難所への視察、避難所の閉鎖計画の立案などにおいて、

幅広く使用された（Ise et.al ,2017）。しかしながら、県の

担当部署による避難所・避難者データの集約、GIS デー

タ化する作業に時間がかかった。県が集約した避難所・

避難者データを、筆者らが地図化し各機関へ提供するま
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で、発災から 5 日程度かかっている。活用目的から考え

ても、本データは発災直後より、迅速に収集・集約・利

活用できるよう整備すべきもので、そのためには平常時

からの準備が求められる。今回は、国土数値情報やEMIS
の避難所情報も第 1 期の段階で活用したが、本来は被害

報に集約される行政の情報を正データとして活用するの

が望ましい。 
 避難所情報の地図化にあたっての平常時からの準備と

しては、各県において、市町村より指定避難所情報を収

集した上で、指定避難所情報一覧に緯度経度を付与した

形で整備することが挙げられる。災害時には、各避難所

の避難者数等を県が集約し、国に報告することとなって

おり、多くの県で平時より県内の避難所一覧を作成して

いる。これに緯度経度を事前に付与しておくことで、よ

り迅速な地図化が見込まれる。また更に迅速化するため

には、防災情報システムにおけるGIS データでの出力機

能の整備及び、市町村担当者も含めた防災情報システム

使用方法の習熟などの準備があるとよい。前述したよう

に、県で整備している防災情報システムに各市町村が避

難所情報を直接打ち込むことで、県全域の避難所情報を

GIS データで出力できるようにシステムを整備している

ところもある。このような場合、熊本地震の事例であげ

ているような、県が市町村に直接電話で避難者数を、避

難所毎に逐一確認するという手間がなくなり、県職員・

市町村職員双方にとって、電話応対の必要が少なくなる

などのメリットがある。また、避難所情報の地図化につ

いても、更に迅速に各災害対応機関に提供できるように

なる。災害時には、市町村担当者が防災情報システムの

利用方法を習熟し活用されることが理想であるが、伊勢

ら（2015）でも指摘されるように、「災害時には忙しくて

入力できない」「いざというときに操作方法がわからない」

という課題があるほか、システムに避難所情報の出力機

能が無いなど現行システムの改修等が必要な場合も考え

られる。現行システムの活用等が現実的でない場合は、

本考察で述べたように避難所名称、正確な住所、避難者

数、可能であれば緯度経度を、県の担当部署が、発災直

後より迅速に集約、整理できるフローの確立が望まれる。 
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ABSTRACT 
 

A devastating earthquake hit large area of Kyushu region, especially in Kumamoto prefecture.  Its foreshock 
and main shock had occurred in April 14th at 9:26 p.m. (Mw 6.5) and in April 16th at 1:25 a.m. (Mw 7.3), respectively. 
NIED officiated as one of the main organizations connecting earthquake disaster managers and the disaster-stricken 
areas by offering the required information after integrating various disaster information into GIS data. Within this 
support, shelters and evacuees data were the most requested map information for many of the disaster recovery 
organizations. The data format of shelters and evacuees data offered from several organizations were varied, thus it 
often required otiose time to grab the content of information. To solve this problem, NIED integrated all sorts of 
shelters’ data offered from various organizations (e.g. Kumamoto prefecture and city, Emergency Medical Information 
System, National land numerical information) and offered them as the map information. The aims of this paper are to 
marshal the processes and the situations of data integration for shelters and refugees and their usage, and to discuss 
the better ways for the arrangements of shelters and refugees’ data not only for the disaster response but also as the 
information for daily use. 
 

Keywords：Kumamoto earthquake, Shelters and evacuees data , GIS, Disaster Information Sharing 
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