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大規模な災害に見舞われた県，市町村では，行政機能の喪失・停滞・混乱等により，被災状況の把握，
緊急対応をはじめとする初動対応に遅れが生じている．これは，膨大な防災業務に対し，自治体の人材不
足，経験不足，予算不足等により，十分に対応することができない状況によるケースが多い．
そこで，国，県等による市町村の迅速な初動対応の確保を支援するため，災害時の情報収集・整理・情
報発信に係る事務作業上の課題等を明らかにし，各種情報収集媒体の有効活用，収集データのGISによる
統合的管理・活用促進，Google Earth等のツールの防災業務支援及び地域への情報発信等への活用の可能
性等について検討を行い，防災業務システム及び執行体制の高度化の提案を行う．

Key Words : local government, integrative management, initial action on huge disaster, GIS

1. はじめに

にし，これら課題を解決するため，Twitter等によるリア
ルタイム被災地情報の収集，高解像度のパノラマ写真・
UAV（ラジコンヘリ）による写真撮影など各種情報収

東日本大震災，平成２３年台風１２号をはじめ，近年
災害に見舞われた県，市町村では，行政機能の喪失・停
滞・混乱等により，被災状況の把握，緊急対応をはじめ

集媒体の有効活用，収集データのGISによる統合的管
理・活用促進，Google Earth等のツールの防災業務支援

とする初動対応に遅れが生じている事例が少なくない．

及び地域への情報発信等への活用の可能性等について検

これは，ひとたび災害が発生した際に，初動対応の迅速

討を行うことにより，防災業務システム及び執行体制の

な遂行が求められる中，膨大な防災業務に対し，自治体

高度化の提案を行うものである．

の人材不足，経験不足，予算不足等により，十分に対応

2. 自治体職員数の減少

することができない状況によるケースが多い．
このような事態の発生等を背景に，国土交通省では，
緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を組織し，被災地

地方自治体は，組織の効率化，スリム化により職員数

の被災状況の把握，災害復旧等防災業務支援等のため職
員を派遣し，被災地を中心に支援が展開されてきたとこ

が削減されている．このため，職員数はピーク時の
81.0%まで減少している．

ろであるが，支援がなされる場合であっても，自治体で

また，部門別の構成を見ても，土木は15.3%と限られ

の情報の収集の遅れ，各種調査の準備に時間を要し，そ

た組織となっている．さらに，1,742市町村のうち，521

の結果，二次災害防止，緊急復旧等のオペレーションへ

の市町村では技師が不在である．

の円滑な移行，住民への的確な情報発信等が十分に対応

このため，大規模な災害の発生時には，技術的な判

できていない場合等の問題が発生している．

断・対応に支障を生じ，初動対応の遅れが危惧される状

そこで，TEC-FORCEをはじめとする国，県等の被

況にある．

災地支援の防災業務の効率化，合理化を図り，市町村の

さらに，人口に対する職員の割合を見ると，昭和50年

迅速な初動対応の確保を支援するため，災害時の情報収

代には人口40人に対して職員1人であったものが，近年

集・整理・情報発信に係る事務作業上の課題等を明らか

では45人に1人の割合となっている．行政ニーズが多様
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化し，業務が増加する中で減少傾向が続いており，災害
時の住民ニーズに対応することが難しい状況にあること

表-1 市町村における技師職員数

がうかがえる．

（一般行政部門職員）
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
全国

図-1 市町村の職員数の推移

図-2 人口1万人当たりの地方公務員数の推移

技師数
2802
525
627
954
398
356
774
691
716
722
2325
2248
4617
3641
986
471
483
373
273
760
655
1684
2259
816
449
1453
3493
2141
511
455
200
379
892
1608
847
190
263
560
363
2150
233
863
752
657
726
1309
720
51370

市町村数
179
40
33
35
25
35
59
44
26
35
63
54
62
33
30
15
19
17
27
77
42
35
54
29
19
26
43
41
39
30
19
19
27
23
19
24
17
20
34
60
20
21
45
18
26
43
41
1742

不在市町村
13
18
3
2
12
12
31
17
8
20
17
12
11
5
4
3
8
5
12
52
25
12
13
11
2
1
1
10
12
12
8
7
6
6
3
10
7
3
15
24
12
2
24
1
0
6
23
521

※技師数：農林水産技師，建築技師，土木技師の合計
※一般行政：教育，消防，公営企業等を含まない
図-3 地方自治体職員の部門別構成

※都道府県の職員数を含まない
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3. 災害発生時の対応状況

表-3 台風第12号災害における那智勝浦町の初動対応

近年の災害の発生時における初動対応状況について記

9月2日（金）
4:15
4:45

述する．
平成23年9月の台風第12号による紀伊半島南部の豪雨

10:00
13:00

災害は，死者・行方不明者98名におよぶ災害となった．
雨量が1,800mmを記録し，広い範囲にわたり土砂災害が

16:30
17:15

多発した．山腹崩壊による河道閉塞が各地で発生し，大
規模な5箇所については，土砂災害防止法に基づき，国

21:00

が調査・対策工事を実施している．
那智勝浦町，十津川村の初動対応に関する記録を示す．
これによると，災害の進行とともに避難所が次々の設
置されている．この対応には職員があたっており，避難

21:50
22:00
9月3日（土）
9:25
11:25
11:35

所の運営が業務の中で大きな比重を占めているため，被
災箇所に関する情報の収集や伝達が十分に行えない状況
が生じている．

13:40

十津川村への聞き取り調査では，避難所の開設等に人
手を取られるため，地域の被災状況などの情報収集は，
消防団員に頼る状況となっている．また，中山間部では，
電話線が被災すると固定電話が通じなるほか，携帯電話

13:55
14:20
16:15

の基地局をつなぐ通信線も不通となるため，早い時期か
ら携帯電話が使用できなくなっている．
また，非常体制に入ってからは，職員の6割しか参集

17:15

することが出来きず，また，参集した職員の3割が消防
団員を兼務していたため，人員の不足により役場の業務

17:30

が困難な状況であった．

18:00

表-2 台風第12号災害における十津川村の初動対応
9月2日の主な状況
2:20
3:34
6:00
10時頃
12:35
23:07
9月3日の主な状況
午前
9:58
13:25
15:40
18:50
23:40
9月4日の主な状況
0:00
1:42
2:16
未明
7:50
10:15

18:15
18:30

国道168号等雨量規制通行止め
大雨警報
災害対策本部設置
約1,400軒で停電発生
土砂災害警戒情報発令
国道168号上野地土砂崩れ

19:00
19:30
20:30

固定，携帯電話が各所で不通
上湯川で人的被害発生（1棟）
自主避難呼びかけ（防災無線）
この台風初の避難勧告発令（出谷殿井地区）
野尻で人的被害発生（住宅2棟）
役場の電話全て不通

21:20
22:30
23:05
9月4日（日）
1:45

村長から知事への報告と自衛隊要請
国道168号 折立橋落橋
役場内TV・インターネット等情報不通
長殿発電所・住宅2棟被災
重里大畑瀞越流で避難勧告
大塔町河道閉塞で避難指示

2:12
3:15
4:30
6:00
9:00
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大雨洪水警報発令
和歌山管区気象台発表の大雨洪水警報発令を
受け、総務課・住民課では警戒体制を確立す
るとともに、町内に一斉放送を実施
色川大野保郷会館開設
福祉健康センターを自主避難用の避難場所と
して開設
庁舎内放送で町職員に自宅待機を要請
各出張所（宇久井出張所、色川出張所、下里
出張所）の担当職員は職場待機
町職員が万清楼前から渡ノ島間の道路冠水状
況の現場確認を実施
土砂災害警戒情報発令
町職員が万清楼前から渡ノ島聞の道路冠水状
況の現場確認を実施
色川地区全域が停電
福祉健康センター避難所を閉鎖
色川地区の停電については、口色川、樫原以
外は復旧
太田川南大居で水位が3.5mを越えたため、太
田地区に注意喚起の放送を実施
小匠ダム第1樋門閉鎖
県道那智勝浦本宮線（中ノ川付近）が道路冠
水のため通行止め
天満中村、川関中村地区（65世帯99人）に避
難勧告発令
那智川で、氾濫注意水位を超えたため、那智
中学校を避難所として開設
防災情報お知らせサービスを実施
中ノ川、南大居、中里、圧、下和田地区
（383世帯797人）に避難勧告発令
太田小学校を避難所として開設
県道那智勝浦古座川線の南平野付近で道路が
えぐれているとの連絡有り
那智勝浦町災害対策本部を役場2階大会議室
に設置（切り替え）
下里小学校を避難所として開設
八尺鏡野地区（89世帯196人）に避難勧告発
令
市屋会館を避難所として開設
市屋地区（101世帯197人）に避難勧告発令
下里中学校を避難所として開設
中ノ川、南大居、中里、庄、下和田、八尺鏡
野、下里地区（ 1 ,21 9
世帯2,641人）に避難指示発令
井関保育所・那智の郷コミュニティセンター
を避難所として開設
教育センターを避難所として開設
市野々小学校を避難所として開設
小匠ダム非常放流開始

天満中村、川関中村地区（65世帯99人）に避
難指示発令
井関保育所の避難者を市野々小学校へ退避さ
せた後閉鎖
井関、八反田地区（298世帯633人）に避難指
示発令
町内の電話が不通
浦神保育所を避難所として開設
浦神保育所を閉鎖
県知事に自衛隊派遣要請
警察、自衛隊、消防・消防団による那智川流
域の救助・安否確認・捜索活動
遺体8体発見

平成24年8月13日・14日に発生した滋賀県大津市から
京都府宇治市にかけての局地的な豪雨でも，外部だけで
なく内部との情報交換等に手を取られ，防災業務の負担
になったとの記録がある．
このように，大規模な災害時における被災自治体では，
初動対応として被災状況の把握，被災施設への応急対応
などが十分に行えない状況にあり，TEC-FORCEなどの
国や県等の支援が非常に重要であることが分かった．

図-4 オルソ画像の貼り付け例

4．防災ＧＩＳの検討
愛媛大学防災情報研究センターで検討を進めている防
災 GIS について記述する．
(1) 概要
愛媛県内におけるＧＩＳ化が可能なデータを整備，充
実を図ることにより，防災ＧＩＳの構築を進め，構築し
た防災ＧＩＳをもとに，その活用に向けて，データの保
管，情報提供等におけるリスクを想定し，情報セキュリ
ティ対策及び安全な情報発信方法等についても検討を行
っている．さらに，ＧＩＳデータの更新，充実を行って
いくための枠組みについて，コスト，継続性，汎用性等
に留意し検討を行っっている．
(2) 防災GISの作成

図-5 土地利用等の貼り付け例

防災ＧＩＳの構築に際し，ＧＩＳ化や情報提供の可能
性を探るため，肱川流域における現時点で防災上活用可

さらに，県，肱川流域市町等が保有する水害予測情報，

能なデータを KML に変換して，Google Earth で共有でき

土砂災害，津波浸水域予測情報についてＫＭＬ表示によ

る防災 GIS を構築した．

るＧＩＳ化を行った．なお，津波浸水域予測情報に関し
ては３Ｄによる可視化に関する作業も行っている．

a) 各種防災関係情報のＧＩＳ化
防災ＧＩＳの構築にあたり必要となる基本的な地図情

b) 防災ＧＩＳの作成方法

報等として，地質図，地形データ(地理院基盤地図），

防災ＧＩＳの作成方法については，まず，その基盤地

地すべり地形分布図（防災科研），オルソ画像（大洲市

図として，Google Earth のほか，地理院の基盤地図情報，

肱川周辺），国土数値情報（土地利用，土地分類など）

25000 分の１段彩図，国土交通省大洲河川国道事務所の

について，ＫＭＬ表示を可能とするよう貼り付け等の作

オルソ画像などを使用した．これら基盤地図上に，肱川

業を実施している．

流域（大洲市，伊予市，西予市）を対象に，産総研地質
図，国土数値情報土地利用図・同水系図，東大出版会に
よる活断層図，防災科学技術研究所による地すべり地形
分布図，愛媛県による地すべり危険度マップ，崩壊危険
度マップ，土石流危険度マップ，内閣府による 2012 年
8 月末の南海トラフ巨大地震による津波浸水予想域など
の情報をＫＭＬ表示できるように加工，処理した．
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図-9 Ehime 防災アーカイブ（仮称）の表示例

図-6 土砂災害危険箇所等の表示例

b) 情報発信プラットフォームでの防災上必要となる一
般情報との重ね合わせ
これらのシステムに，防災上必要となる一般情報とし
て，肱川流域の大洲市，伊予市，西予市の各市町管内の
防災関連施設（避難所，一時避難所，国県市町の機関，
消防署，警察署，基幹病院など）の位置情報について，
市町の防災ホームページやタウンページなどから住所を
検索，収集し，ＫＭＬ表示できるように加工処理した．

図-7 津波浸水域の表示例
(3) 構築した防災ＧＩＳの活用に向けて
a) 情報発信プラットフォームの試作
これまで整備してきたＧＩＳ化されたデータを総合し，
情報発信できるシステムとして，「四国 GIS 防災データ
ベース」，「Ehime 防災アーカイブ（仮称）」を試作し
た．
図-10 一般情報の重ね合わせ表示例

図-8 四国 GIS 防災データベースの表示例
5

図-11 ＧＩＳの留意点等の表示例

図-12 基盤地図情報との重ね合わせ表示例
このように，GIS を活用した防災情報の収集・整理は，
分散した情報を一括して閲覧することが可能であり，災
害時の対応を効率的に実施することが可能となる．
また，ここで示した Google Earth のような誰もが安価
に利用できるシステムを基盤に利用することで，利用者
を特定することなく広く情報を共有することが出来る．
さらに，Google Earth は汎用性の高いことから，特殊
な情報の加工などは出来ないが，操作が容易なことから
誰でも利用することが可能であると言う特徴を有してい
る．
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5. 効率的な情報収集手段の検討
気象庁のデータによると 8 月 25 日の 10 時 00 分から
11 時 30 分にかけて大阪市と東部大阪及び北大阪の南部

(1) Twitterの活用
市街地における局地的な豪雨による被害は，20〜30

を中心に非常に激しい雨が降った．

分を単位として短時間で被害が生じるため，被害の状況
を把握することは難しい．

気象庁によると，アメダスでは降り始めの 25 日 0 時

しかし，近年の情報端末の発達と Twitter などのコミ

から 16 時までの総雨量は，豊中で 148.0 ミリ，枚方で

ュニケーションツールが発達したことにより，リアルタ

112.5 ミリ，大阪市中央区で 88.5 ミリを観測した．また，

イムで情報を共有することが可能となっている．

豊中で 10 時 43 分までの 1 時間に 66.0 ミリ，大阪市中央

ここでは，その例を示す．

区で 11 時 3 分までの 1 時間に 49.0 ミリを観測し，大阪
市中央区では 10 時 55 分までの 10 分間に 27.5 ミリの降

8 月 25 日午前 11 時ごろ，前線に伴う局地的な豪雨に

水量を観測し観測史上 1 位の値を更新した．雨量強度に

より，梅田周辺の繁華街が浸水被害を受けた．

換算すると 165mm/h となり，下水の排水能力をはるか
に上回っている．

（ニュース記事）
大雨:大阪・梅田で冠水 営業中の店舗に雨水流入
毎日新聞 2013 年 08 月 25 日 21 時 14 分
（最終更新 08 月 25 日 22 時 14 分）
西日本は２
５日，前線が
南下して大気
の状態が不安
定になり，各
地で記録的な
大雨となっ
た．
西日本の警
察本部などに
よると，この
雨で島根県江
津市と広島県
三次市を結ぶ
大阪・梅田が広範囲に冠水し，すね
ＪＲ三江線因
まで水につかって歩く男性（右奥が
原駅（島根県
阪急・梅田駅）
川本町）の近
くでは橋脚が流された．三江線は全線不通で復旧の見通
しは立っていない．
大阪府などでも床上・床下浸水の被害が出て，大阪市
北区の阪急梅田駅周辺では冠水し，営業中の店舗に水が
流れ込んだ．
同駅東側のショッピングモール「ＥＳＴ」では午前１
１時のオープン直後に大量の雨水が流入，直後に全店舗
を閉鎖した．午後２時４５分から一部の店舗で営業を再
開したが，被害がひどい店舗はその後も後片付けに追わ
れた．ファッションブランド店の女性店長（２５）は
「あっという間に足首付近まで水が上がり，床に陳列し
ていた靴などをよける間もなかった．段ボールに入れて
いた在庫の服も全部水につかって大変な損害だ」と話し
た．［以下省略］
図-13 浸水被害を伝える記事

図-14 気象レーダ（8 月 25 日 10 時 50 分）
このため，梅田周辺の繁華街が浸水被害を受けた．
この様子をいち早く伝えたのが，Twitter によるつぶや
きであり，浸水被害の発生をリアルタイムで伝えている．
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図-15 アメダス時系列グラフ（降水量） 期間：8 月 25 日 3 時〜15 時（大阪観測所）

（ツイッターの例）

藤田聡@satoshitachi
フォローする
梅 田 が 川 に な っ て た そ の
pic.twitter.com/9Lk5Y5vZSf

はっちー@tsakai19701
フォローする
大阪地下鉄谷町線東梅田駅改札すぐ，一部冠水してい
ます．交通局の方ご苦労様です，ご利用の方はご注意
を． pic.twitter.com/tFFymkYliJ

2

返信 リツイート お気に入りに登録 2013.08.25 11:03
図-16 被害を伝える Twitter（11 時 03 分）

返信 リツイート お気に入りに登録 2013.08.25 11:15
図-17 被害を伝える Twitter（11 時 15 分）
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り，特殊な訓練を受けなくても比較的容易に操縦するこ
このように，11 時直前の降雨により発生した浸水被

とが可能となっている．この無人ヘリコプタは電動とな

害を 10 分〜20 分後の 11 時 10 分ごろには画像付きで情

っており，車載の電源から充電することが可能であり，

報発信がなされており，これらの情報を被災情報に取り

燃料の心配をする必要がない特徴を持っている．

込むことは非常に有効な手段となる．
オープンなシステムである Google Earth は，Twitter 等
の SNS との親和性も高いことから，即時性の高い情報
収集の手段として非常に有効であると言える．
(2) ラジコン・ヘリ（UAV）の活用
平成 23 年台風第 12 号災害では，深層崩壊による大規
模な山腹斜面の崩壊が発生し，崩壊土砂による谷川の堰
止湖が発生した．堰止湖は降雨による増水で水位が上昇
し，越流が生じると堆積土砂の流出が起こり，最悪には
土石流となって下流域を襲うことから，国による対応が
開始された．
これらの山腹崩壊などは非常に巨大で，現地では一望
することが困難な状況であり，写真撮影では複数枚の写

図-20 ラジコンヘリ（UAV）の例

真を角度を変えて撮影し，後でつなぎ合わせて 1 枚にす
る必要があり，手間もかかり出来栄えも十分と言い難い．

図-18 栗平地区のつなぎ写真

図-21 ラジコンヘリ（UAV）の例（拡大）

図-19 栗平地区のパノラマ（合成）写真
ここでは，撮影機材のパノラマ撮影機能を活用し，広
大な被災地の記録を的確に行うことを提案したい．
また，このような広大な範囲を写真撮影するには，上
空から撮影することが有効である．有人航空機での撮影
では準備や費用の面で負担が大きいが，ラジコン・ヘリ
コプタの 1 種である，複数枚のプロペラを持つマルチコ
プタが普及しつつあり，これらの無人航空機（UAV）
による被災箇所の撮影が有効である．山間部の狭小な場
所でも垂直離着陸が可能であり，複数枚のプロペラによ
る安定飛行が可能である．最近では，飛行コントローラ
に GPS や 3D ジャイロなどのセンサーが組み込まれてお
9

6. 最終に
本研究では，大規模な災害時における自治体における
現状と課題について整理した．さらに，被災自治体の支
援に資する防災GISの構築について紹介した．
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第 ２ ０ １ ２ 災害時における行政機関の防災業務システム等の高度化に
−０１号
関する研究
東日本大震災，平成２３年台風１２号をは
じめ，近年災害に見舞われた県，市町村では，
行政機能の喪失・停滞・混乱等により，被災
状況の把握，緊急対応をはじめとする初動対
応に遅れが生じている事例が少なくない．こ
れは，ひとたび災害が発生した際に，初動対
応の迅速な遂行が求められる中，膨大な防災
業務に対し，自治体の人材不足，経験不足，
予算不足等により，十分に対応することがで
きない状況によるケースが多い．
このような事態の発生等を背景に，国土交
通省では，緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）
を組織し，被災地の被災状況の把握，災害復
旧等防災業務支援等のため職員を派遣し，被
災地を中心に支援が展開されてきたところで
あるが，支援がなされる場合であっても，自
治体での情報の収集の遅れ，各種調査の準備
に時間を要し，その結果，二次災害防止，緊
急復旧等のオペレーションへの円滑な移行，
住民への的確な情報発信等が十分に対応でき
ていない場合等の問題が発生している．
そこで，TEC-FORCEをはじめとする国，県等
の被災地支援の防災業務の効率化，合理化を
図り，市町村の迅速な初動対応の確保を支援
するため，災害時の情報収集・整理・情報発
信に係る事務作業上の課題等を明らかにし，
これら課題を解決するため，Twitter等による
リアルタイム被災地情報の収集，高解像度の
パノラマ写真・UAV（ラジコンヘリ）による写
真撮影など各種情報収集媒体の有効活用，収
集データのGISによる統合的管理・活用促進，
Google Earth等のツールの防災業務支援及び
地域への情報発信等への活用の可能性等につ
いて検討を行うことにより，防災業務システ
ム及び執行体制の高度化の提案を行った．
地方自治体における災害発生時の課題につ
いて，大規模な災害時における被災自治体で
は，初動対応として被災状況の把握，被災施
設への応急対応などが十分に行えない状況に
あり，TEC-FORCEなどの国や県等の支援が非常

研 究 者・所 属
愛媛大学
防災情報研究センター
竹田 正彦

に重要であることが分かった．
自治体の支援にあたって効率的な災害対応
を実施するための防災業務システムについ
て，GISを活用した防災情報の収集・整理は，
分散した情報を一括して閲覧することが可能
であり，災害時の対応を効率的に実施するこ
とが可能となることを示した．
また，ここで示したGoogle Earthのような
誰もが安価に利用できるシステムを基盤に利
用することで，利用者を特定することなく広
く情報を共有することができ，汎用性の高い
ことから，特殊な情報の加工などは出来ない
が，操作が容易なことから誰でも利用するこ
とが可能であると言う特徴を有していること
を示した．
さらに，オープンなシステムであるGoogle
Earthは，Twitter等のSNSとの親和性も高いこ
とから，即時性の高い情報収集の手段として
非常に有効であると言える．
また，大規模な被災箇所において広大な範
囲を写真撮影するには，上空から撮影するこ
とが有効である．有人航空機での撮影では準
備や費用の面で負担が大きいが，ラジコン・
ヘリコプタの一種である，複数枚のプロペラ
を持つマルチコプタが普及しつつあり，これ
らの無人航空機（UAV）による被災箇所の撮影
が有効である．山間部の狭小な場所でも垂直
離着陸が可能であり，複数枚のプロペラによ
る安定飛行が可能である．最近では，飛行コ
ントローラにGPSや3Dジャイロなどのセンサ
ーが組み込まれており，特殊な訓練を受けな
くても比較的容易に操縦することが可能とな
っている．また，この無人ヘリコプタは電動
となっており，車載の電源から充電すること
が可能であり，燃料の心配をする必要がない
特徴を持っていることを示した．
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