
［書式１］ 
平成２２年３月３１日 

 
平成２１年度実施 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業 成果報告書 

 
実施団体名 

岐阜県岐阜市 

 
事業名称 

岐阜市地域防災 ICT利活用モデル構築事業 

 
１．事業実施概要 

防災情報システムの運用により、顕在化した課題の解決を主眼に置き、より効果的な防災システムの構

築を図る。具体的には 

① 膨大な情報を扱うシステムの為、システム上で円滑に情報を扱うだけでなく、関連業務においても

防災情報を迅速かつ適切に扱う仕組みを整備し、防災業務全般の高度化を図ります。 

② これまでの情報に加え、災害時要援護者台帳情報についてもシステムでの管理を行い、防災業

務の ICT化領域を拡大します。 

③ システムの操作性のみならず、業務全体の効率化・高度化並びに適正な情報管理を図るために

システム及び業務の改善を行います。 

④ 防災情報システムの改修に伴う防災情報共有システムの改修を行い、情報の収集が滞りなく可

能となる仕組みを実現します。 

の４点について実施しました。 
 



２．目標の進捗状況 
指標 目標値 結果の数値 達成状況 計測方法・出展等 

避難者登録

業務の効率

化 

 

本部連絡時

間短縮（ 19

年度比 1/2） 

防災訓練時データをも

とに正規化を行い、19

年度比 1/2 以内で完了

することが検証でき

た。 

○ 
実証実験による検

証を実施 

市民に注警

報情報をメ

ール配信 

メール登録

者数 2,500人 

3,513 人（3 月 15 日時

点） 
○ 

防災情報システム

で扱う情報から計

測 

避難場所の

認知度向上 

基礎調査に

基づき認知

率数値を設

定 

目標８５．９％に対し、

９５．７％を達成でき

た。 

○ 
実証実験による検

証を実施 

県への防災

情報報告時

間短縮 

報告業務の

作業時間半

減 

システムの活用により

これまで 2 日以上かか

っていた作業が 1 日以

内に短縮できた。 

○ 
システム実運用に

よる実施 

 

３．達成状況が△又は×の場合はその理由 
   特に無し 



＜委託業務説明書＞ 
１ 平成２１年度事業実施において明らかとなった課題 

平成２１年度は実運用も２年目に入った事で、防災情報及び関連情報の更なる利活用の可能性や利

用者のシステム習熟による業務の高度化など、防災情報システムが本市の防災業務に浸透した事によ

る事業開始時からは想定出来なかった改善点がでてきました。 

これらの課題に対し、平成２１年度の実施事業として課題解決を検討、実施する事により本市の防

災業務の高度化及び災害発生時おける市民の安心・安全の確保に寄与する事ができると考えます。 

 

①－ⅰ 被害情報の複写による登録作業の効率化 

  平成１９年度の事業実施において、システムによる被害情報の収集・管理・共有が可能となり、

平成２０年度の事業実施においては、局地的及び大規模な災害を想定して一括入力や位置情報の登

録が可能となりました。システムの高度化に合わせ、登録担当者のシステムに対する習熟も進み登

録作業に一定の標準化が図られてきた為に、システム側が標準化に対応した形になる事で登録作業

の更なる効率化が期待できる。 

  平成２１年度実施事業により、類似した入力済みの被害情報を複写する事が可能となり、被害情

報の収集・管理・共有を迅速化する仕組みを構築することができます。 

 

①－ⅱ 被害情報の一括印刷による管理作業の迅速化 

平成１９年度の事業実施において、システムによる被害情報の収集・管理・共有が可能となり、

平成２０年度の事業実施においては、得に重点的に被害情報の収集系の高度化に注力しました。そ

のため多くの被害情報を迅速にシステム上で扱う事は可能だが、報告業務などの被害情報のアウト

プットを活用する業務において膨大な被害情報を扱う事がボトルネックとなっています。 

平成２１年度実施事業により、登録された個別帳票を検索条件により一括で出力する事可能とな

り、被害情報の収集・管理・共有だけでなく、活動依頼や報告についても迅速化する仕組みを構築

することができます。 

 

②－ⅰ 災害時要援護者台帳管理業務での防災情報システムの活用 

これまでの実施事業において、被害情報や避難所情報などの防災情報についてはシステムでの管

理を行う事で災害時及び平常時の活動において迅速かつ効率的な対応を可能としてきたが、平成２

０年度より新たに作成した災害時要援護者台帳については紙ベースの管理を行っている為に更新

作業に時間を要していました。 

平成２１年度実施事業により、災害時要援護者台帳についてもシステム上の管理が可能となり、

高齢者や障がい者、要介護者などの要援護者に対して今まで以上に迅速で手厚い対応が可能な仕組

みを構築することができます。 

 

③－ⅰ 年度更新作業の明確化 

平成２０年度の事業実施において、防災基礎情報の中で特に情報量かつ年度毎の更新作業の発生

頻度が高い、利用者情報・部課情報・防災組織情報についてＣＳＶ入力が可能となったが、実際に



年度更新作業を行うとなると基礎情報の基となる本市の情報も複数混在するため作業者及び作業

手順により出来上がる情報の情報量などに差が生じてしまいました。 

平成２１年度実施事業により、基となる情報及び作成手順が明確になり、統一的な防災基礎情報

の年度更新が行える仕組みを構築することができます。 

 

③－ⅱ 防災システムのセキュリティ対策 

これまでの実施事業において、システム及び運用については十分なセキュリティ対策を実装、実

施してきたが、機微情報である災害時要援護者台帳を新たに扱う為に必要に応じて特定情報をシス

テム上から一切削除すると言う対応も必要となりました。 

平成２１年度実施事業により、災害時要援護者台帳情報については他の防災情報と異なる情報管

理の概念を検討し、一切の情報削除が可能となり、安心して災害時要援護者台帳を扱う仕組みを構

築することができます。 

 

④－ⅰ 防災情報システムおよび防災情報共有システムの連携 

これまでの実施事業において、防災情報システムと防災情報共有システムについては連携を行い、

情報の収集を実施してきたが、今後も両システム間の連携を円滑に行う必要がある。 

平成２１年度実施事業により、これまで同様、両システムの連携を行い、スムーズな情報収集が

滞りなく可能となるような仕組みを構築することができます。 
 
２ 自律的・継続的運営の見込み 

本モデル事業終了後も本市において継続的に運営していく。 

また、情報通信システムの維持管理経費については、平成 21 年度維持管理経費についてはモデル

事業の経費にて負担とし、モデル事業終了後の平成 22 年度より負担主体を本市にて負担します。 

 
３ 今後の展開方針 
（１） 防災業務高度化に向けた更なる取り組み 

平成１９年度からの取り組みにより、防災業務と防災情報システムとの間に介在するギャップが

防災業務の改善、防災システムの拡張、システム利用者の習熟により緩和され、本市の防災業務に

ICT が浸透する事ができた。 

しかし、今後も取り巻く状況変化などによりギャップは存在するため、平常時のシステム操作訓

練や運用訓練は当然のことながら、システムの機能と操作性を向上させると共に、業務の見直しに

伴うシステムの機能追加・拡張を行い、防災業務の高度化を継続的に推進していく。検討フローは

以下の通りである。 



 

 

防災情報システムに具備している訓練モードにより平常時より防災情報システムの操作に慣れ

つつ、防災業務への定着化を図ると共に、別途構築している電子マニュアルへ操作フロー並びに業

務フローの見直しを随時行っていく。この PDCA サイクルを循環させることで防災業務の更なる高

度化を推進していく。 

 

（２） 地域情報プラットフォームに準拠したデータ定義書の展開 

本モデルを構築することによって、防災情報共有システムによって市に設置する防災情報システ

ムと岐阜県総合防災情報システムとの連携モデルを構築し、GtoG を対象とした防災情報の共有・

連携モデルを実現。実現内容を「防災情報共有システムデータ定義書」として取りまとめた。この

データ定義書を（財）全国地域情報化推進協会（APPLIC）へ提供し、APPLIC を通じて標準仕様と

して全国の自治体への普及展開を図っていく。 

普及展開にあたっては、平成 20年度より本市も防災 WG の委員（副主査）として WG活動に参加

し、APPLIC と連携し普及展開方法を検討しているところです。また、昨年度は浜松市で開催され

た全国地域情報化推進セミナー2008in 浜松にパネリストとして参加し、モデルシステムの紹介や

運用上の課題紹介の実施に加え、地域 ICT 未来フェスタ in 徳島へ本モデルシステムを出展し、モ

デルシステムを他自治体の方に直に見ていただく取り組みを実施した。これらの普及展開を今後も

継続して注力する事で、全国の自治体における防災システムの調達においてこの標準仕様に基づく

システム開発を促進させ、全国の防災情報システム間で相互に連携するための仕組みづくりに寄与

していく。 



＜実施体制説明書＞ 
１ 実施体制 

「岐阜市 ICT利活用による安全・安心確保推進協議会」の構成団体は以下の通りである。 

 

NO 協議会構成団体名 

1 国立大学法人岐阜大学 

2 岐阜県知事直轄危機管理部門防災課 

3 岐阜県総合企画部情報企画課 

4 岐阜中警察署警備課 

5 岐阜中警察署生活安全課 

6 西日本電信電話株式会社 岐阜支店 

7 中部電力株式会社 岐阜営業所 

8 東邦ガス株式会社 導管部北部センター北部導管課 

9 岐阜市医師会 

10 岐阜市消防協会 

11 岐阜市水防協会 

12 岐阜市自主防災組織連絡協議会 

13 岐阜市社会福祉協議会 

14 特定非営利活動法人教育の IT化をサポートする会 

15 特定非営利活動法人ふれあいネット 

16 〔祭〕GIFU 百人衆 

17 岐阜市教育委員会事務局社会教育課 

18 岐阜市都市建設部公園整備課 

19 岐阜市基盤整備部基盤整備政策課 

20 岐阜市基盤整備部水防対策課 

21 岐阜市市民参画部市民協働推進課 

 



２ 各主体の役割 
No 名  称 役  割 

1 国立大学法人岐阜大学 

数々の災害現場を現地調査して豊富な情報を蓄積

し、市民の安全安心確保のための様々な対応策等

のあり方について指導を行う。 

2 
岐阜県知事直轄危機管理部門防災課 

岐阜県総合企画部情報企画課 

本市と防災情報共有が必要であり、防災事業への

ICT 利活用に関して技術的な事項について意見を

述べる 

3 
岐阜中警察署警備課 

岐阜中警察署生活安全課 

避難者救援に必要な情報提供・管理のあり方につ

いて意見を述べる 

4 

西日本電信電話株式会社 岐阜支店 

中部電力株式会社 岐阜営業所 

東邦ガス株式会社 導管部北部センター

北部導管課 

顧客情報や地理情報等を保有し、かつ市民の安

全・安心確保のための電気・ガス・通信の復旧・

確保と供給に関して手段を講じるライフライン企

業として、行政や企業相互と必要な情報交換・情

報提供のあり方を検討する。 

5 
岐阜市医師会 

岐阜市社会福祉協議会 

避難者救援に必要な情報提供・管理のあり方につ

いて意見を述べる 

6 
岐阜市消防協会 

岐阜市水防協会 

地域防災の担い手として、避難者救援に必要な情

報提供・管理のあり方について意見を述べる 

7 

岐阜市自主防災組織連絡協議会 

特定非営利活動法人教育の IT化をサポー

トする会 

特定非営利活動法人ふれあいネット 

〔祭〕GIFU 百人衆 

市民目線で事業のあり方について意見を述べる 

8 

岐阜市教育委員会事務局社会教育課 

岐阜市都市建設部公園整備課 

岐阜市基盤整備部基盤整備政策課 

岐阜市基盤整備部水防対策課 

岐阜市市民参画部市民協働推進課 

岐阜市都市防災部以外の部局として、市の防災業務

のあり方について意見を述べる 

 

 
 



事業実施進行表 

実施内容 
 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

H22 

1月 

 

2月 

 

3月 

協議会等開

催 
       △     △ 

システム構

成の検討・決

定 

            

システム構

築に係る再

委託先決定 

            

システム設

計 
            

システム拡

張 

 

            

実証実験に

よる検証 
            

報告書作成             

 
 
その他 
本事業により構築したウェブサイト又は本事業を掲載したウェブサイト 
[１] http://www.city.gifu.lg.jp/c/40121838/40121838.html 

［岐阜市都市防災部都市防災政策課ホームページ］ 
 



［書式２］ 
平成２２年３月３１日 

平成２１年度実施 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業 システム設計書 
 

実施団体名：岐阜県岐阜市 
事業名称：岐阜市地域防災 ICT利活用モデル構築事業 

 
１ 概要 

防災情報システムの運用により、顕在化した課題の解決を主眼に置き、より効果的な防災システム

の構築を図る。具体的には 

①膨大な情報を扱うシステムの為、システム上で円滑に情報を扱うだけでなく、関連業務において

も防災情報を迅速かつ適切に扱う仕組みを整備し、防災業務全般の高度化を図ります。 

  ②これまでの情報に加え、災害時要援護者台帳情報についてもシステムでの管理を行い、防災

業務の ICT化領域を拡大します。 

③システムの操作性のみならず、業務全体の効率化・高度化並びに適正な情報管理を図るため

にシステム及び業務の改善を行います。 

④防災情報システムの改修に伴う防災情報共有システムの改修を行い、情報の収集が滞りなく

可能となる仕組みを実現します。 

の４点について実施しました。 
２ 運用結果 

平成２１年度の運用結果は、防災システムが業務に浸透した事で防災情報及び関連情報の更な

る利活用の可能性や利用者のシステム習熟による業務の高度化など、システム利用者の観点から

発生した課題を検討、解決する事で「防災情報システムの機能拡張」を実施した。 
３ 課題・改修の必要性 

平成１９年度からの取り組みにより、防災業務と防災情報システムとの間に介在するギャップ

が防災業務の改善、防災システムの拡張、システム利用者の習熟により緩和され、本市の防災業

務に ICT が浸透する事ができた。 
システム構築においては一定の成果が上げられた為、防災システムはいざと言うときに活用す

るシステムなので、今後はシステム利用者の継続的な習熟に特に注力していく。 
４ その他 

平成 21 年度の事業実施においても、これまでに引き続き「岐阜市ＩＣＴ利活用による安全・

安心確保推進協議会」において審議を行い、本事業の検討の深堀を行った。 

平成２０年度より引き続き防災 WGの委員（副主査）として WG活動に参加し、APPLICと連携

して地域情報プラットフォームに準拠したデータ定義書の普及展開方法の検討及び展示会など

への出展による積極的な普及活動を実施した。 

また、平成２１年度の岐阜市総合防災訓練においても実際の災害を想定し、防災システムを活

用して実施した。 

概 要 
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