
徳島県災害時情報共有
システムについて

徳島県保健福祉部医療政策課

医療戦略推進室



広域大規模災害の課題

・広域で同時多発する災害のため、

・被害状況の把握が困難
・関係機関内部の情報伝達が困難
・関係機関への情報提供が困難
・（情報がないため）災害対応が困難

→ 情報の収集・伝達・共有が図れないこ
とに加え、（人的・物的）対応リソース
が不足して初期対応に大きな支障が出る



災害時対応における情報の重要性

・災害時は、平常時の需給バランスが崩れ、

「極度の需要増加」と

「極度の供給リソース減少」が発生。

・このギャップを埋めるためには、

情報管理が不可欠。

・情報不足により需給のアンバランス以上

の混乱・被害が発生（例：欲しいところ

に欲しいものが届かない）。



情報の活用例

・宅急便事業を行うA社：サービスを開始し
た時から25年間で荷物の取扱量が10の４
乗オーダーで増加
・最初は単純な宅急便だけだったが、冷凍
便や時間配達などサービスが細分化
・業務量を考えると10の５乗にはなってい
るが、人員やトラックは10のオーダーで
しか増えていない。
・輸送リソース＋情報管理により実現！



NCO(Network Centric 

Operation)とは？

・高次の情報ネットワークによって情報を

伝達・共有することで意思決定を迅速化

するとともに戦力運用を効率的に行うこ

とが目的

・米軍にて順次導入が進んでいる。



従来の運用
(Platform Centric Operation)



・センサー機能、意思決定機能、攻撃機能を

ネットワークで連接して戦闘力を増大する

NCO(Network Centric Operation)



NCOの災害への応用

・高次の情報ネットワークによって情報を

伝達・共有することで意思決定を迅速化

するとともに災害対応を効率的に行うこ

とが目的

・圧倒的に多い需要に効率的に応えるため

にも必要



・県・市町村、ライフライン
事業者、マスコミ等の間で、
災害情報の共有を円滑に行う
ため、各担当職員が有する携
帯電話等を入力端末とした発
生源入力システムとして構築

サーバ入力

各市町村から携帯電話で入力

県や各市町村は、パソコン、携帯電話から入力さ
れた情報を同じように確認することが可能

災害時情報共有システム



○システム参加者
災害時に情報共有を行う関係者
・行政（県、市町村、警察本部、各消防本部、自

衛隊）
・ライフライン事業者（四国電力、水道事業者）
・医療機関（県内の全１１４病院）※9月11日〜
・マスコミ

○情報共有の環境等
・入力及び閲覧は、インターネット経由で、携帯
電話又はPCから行う。

・入力及び閲覧権限を有する者の認証は、個人単
位で行うこととし、認証基盤としてはYahoo！
JAPAN IDを活用する（※「すだちくんメー
ル」サービスとして、提供している個人認証と
共通化）



災害時情報共有システム

（利用端末）

○携帯電話又はＰＣ（後述のクラウド利用により機

種依存を排除）

（サービス）

○ID，パスワードにより個人を識別できるクラウド

サービス（大手ネット事業者の認証基盤を活用）

○自動集計を前提とした「随時報告」により，「定

時報告」では困難だった，迅速な情報共有を実現

○同一基盤上での情報共有により，各組織間，組織

内各階層での自律的な災害対応を目指す。



災害時情報共有システム

（稼働環境）
○クラウドサービスと自前サーバ（オンプレミス）
により遠隔地間での完全二重化を実現
○遠隔地での広域負荷分散を実現
（共有情報）
○医療機関の被災状況，自治体の庁舎被害，体制情報，
避難情報，避難所開設情報，個別被災箇所情報など
○外部システム連携により，道路通行規制，河川水位，
ダム水位，雨量
○これらの情報を地図上に重ね合わせて表示，共有
するとともに，一覧表示や時系列表示にも対応



○入力端末の考え方

大規模地震災害（南海地震）の初動時においては、

停電に加え、庁舎内のパソコン等も机等と共に飛散

することが予想されるため、基本的に携帯電話から

の入力を想定。※ある程度、災害対応体制が確立さ

れてくると、パソコン等による入力に移行

○情報共有の考え方

様々な情報は、同時に収集されるわけではなく、断片

的に災害対策本部等に集積。従来、情報収集は、各関係

団体に、時間を決めて情報を整理・報告を依頼。

このシステムでは、断片的な情報（もちろん全てでは

なく、取捨選択されたうえで）を随時入力。



・従来、「○時現在」として人間がまとめていた情
報は、システムにより「○時現在」の情報として切
り出す。これにより、取りまとめ業務の軽減を図
る。

・また、従来の報告業務では、同じ情報について、
様々な部署から関係団体に対して、報告依頼を
行っていたが、これらの報告業務についても、シ
ステムへの入力により代替することを基本とする。
これにより、市町村－県民局－県庁といった情報
の流れから、発生源（市町村の各部署）で入力し
た情報を市町村の災害対策本部、県民局、県庁が
同時に確認・共有することができる体制を目指す
（図参照）。





新規協定（H24年度）

「安心とくしまネットワーク2.0」システム概要

完全二重化により，どちらかに障害が発生しても問
題なく運用可能。

また，単なる二重化でなく，広域負荷分散を実現

災害時情報共有システム

県・市町村・警察・消防・

ライフライン事業者・

病院・福祉施設等＋国

医療とくしま安心とくしま

総合地図提供システム

（H25新規事業と連携）公開領域

関係者領域

キャッシュ提供Person Finder活用

サーバ環境

インターネット

庁内サーバ
クラウドサーバ

端末：PC，タブレット，スマートフォン，携帯電話等

認証：Yahoo！JAPAN IDで認証

機能：情報収集／共有，情報配信，閲覧（サイト）

※情報システム課の技術基盤を活用し安価に機能強化
H24年度連携，

H25年度運用開始

H24年度 各種既存システムと連携

H25.4正式運用

国とのシステム連携

県システム

全庁的な情報共有強化に
向け庁内組織立ち上げ

H24年度

○内閣府の総合防災情報システムとの連携を視野に意見
交換，実験実施（政策提言の成果）

○全庁的な情報共有を更に強化するため，庁内連絡組織
立ち上げ

H25年度

○庁内組織を活用した，共有関係部門の拡大

○県内関係団体への利用働きかけ

H26年度以降，
オープンソース化，
全国へ提供！

す
だ
ち
く
ん
メ
ー
ル

H25.4

Joruri版
運用開始



時間軸による対策の区分

・フェーズ１：発災期対応（発生～数時間）

・フェーズ２：超急性期対応（数～48時間）

・フェーズ３：急性期対応

（48時間～7日目）

・フェーズ４：亜急性期以降対応

（7日目～）



発災

時間軸による対策課題の区分

•時間により対応すべき課題は順次変わっていく。

急性期対応

医療救護 ➡ 医療支援
保健衛生活動

発災期対応

安否確認
参集情報収集
初動体制確立

超急性期対応

医療救護活動

亜急性期以降対応

避難所、在宅被災者等に
対する健康相談
災害関連死の防止、対策
中・長期的な心のケア

数
時
間

４
８
時
間

７
日
目



フェーズ１：発災期対応（発生～数時間）

（項目）

・個人の安否情報

・個人の参集可否

・医療機関等のライフライン状況



関係機関（マスコミ・行
政）と情報共有 ※メール
配信

発災

フェーズ１：発災期対応（発生～数時間）

安否情報・参集情報入力

ライフライン状況・対応体制入力

所属グループ内で
情報共有※Web

約
5

分

約
30

分

10
時
間

安
否
・
参
集
情
報
入
力
依
頼

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
情
報
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応
体
制
入
力
依
頼



「すだちくんメール」とは



「すだちくんメール」の仕組み①



「すだちくんメール」の仕組み②



• 初動における情報入力は、主
に携帯電話による入力を想定
しています。

• 各職員が携帯電話から相互に
安否・参集状況を確認できま
すので、参集する前に各個人
が果たすべき役割について、
認識を持つことができます。



「すだちくんメール」でできること



「すだちくんメール」連絡網の構築

社内で任意のメンバーを選択し、グループを作って、連絡
網としてご利用いただけます（管理者からの一斉配信）。

「開封確認」とコメント入力機能（100文字内）により、
グループ内の職員からのコメントを一覧で確認することが
できます。これにより、余分な取りまとめ等の作業を行う
ことなく、配信対象者の受信状況等が簡単に確認できます。



「すだちくんメール」連絡網画面イメージ

•各職員の方がコメント欄に入力した内容
が一覧の状態で表示されます。•開封確認時刻を表示



安否確認への直接アクセス

ようこそ、○○さん

安否・参集情報確認

グループ設定

ユーザー情報

お知らせメール

気象情報

メルマガ

ログアウト

災害IDが発行される（震度５以上の地震が発生した）
場合、動的に当該IDの入力画面にリンクされます。

携帯電話で、http://ourtokushima.jp/mobile/
にアクセス



29

医療機関の状況



フェーズ２：超急性期対応（数時間～48時間）

（項目）

・医療救護活動、検案・検死活動活動

フェーズ３：急性期対応（48時間〜７日目）

フェーズ４：亜急性期以降対応（7日目〜）

（項目）

・医療救護活動 ➡ 医療支援活動

・保健衛生活動

（項目）

・避難所、在宅被災者等に対する健康相談

・災害関連死の防止、対策 など



災害時情報共有システム



災害時情報共有システム



災害時情報共有システム



災害時情報共有システム



ＭＥＴＨＡＮＥ情報について

・M：自分のコールサイン （My Call-sign）

・E：正確な発災場所 （Exact Location）

・T：事故災害の種類 （Type of Incident）

・H：ハザード（危険物），現状と拡大の可能性（Hazards）

・A：現場への到達経路 （Access）

・N：傷病者数と重症度 （Number and Severity of 

casualties）

・E：緊急サービス機関 （Emergency Service）

METHANE情報とは，災害箇所単位で必要となる情報の頭
文字を取ったものです。



災害時情報共有システム



全体を概観するには、
地図表示と一覧表示との
二つの方法が選択できま
す。

地図表示の場合は、そ
れぞれの表示されている
アイコンをクリックする
と、個別の場所の詳細情
報（時刻・状況等）が表
示されます。



災害時情報共有システム



災害時情報共有システム



災害時情報共有システム



ご清聴ありがとうございました。


