
危機管理部とくしまゼロ作戦課 

災害情報の確実な伝達・共有プロジェクト 

⑨ 



プロジェクトの位置づけと目標 

重点戦略 “防災・減災体制”を実現する 

プロジェクトの目標（ＫＧＩ） 

大規模災害における災害対応機関の間での確実な情報
共有及び県民への迅速な情報提供による「減災」の実現
（平成３０年度までの目標） 

参加機関から見た利便性 

有用な災害時共有情報の提供数 

災害時における確実な通信環境の確保 

普段使いできる使い易いシステム整備 
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災害情報の確実な伝達・共有プロジェクト概要 



プロジェクト推進体制図 
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プロジェクトリーダー 
  

堀田泰司(とくしまゼロ作戦課)     

協働事業の該当 なし 

補佐: 戎 弘人(危機管理政策課) 
     横山浩二(とくしまゼロ作戦課) 

安心とくしまサイト 
災害時情報共有システム 

システム開発・運用 
 

サイトブリッジ（株） 
テック情報（株） 

 

 G空間プロジェクト 
 

徳島大学・文理大学・ 
   ＮＴＴデータ四国・     
 サイトブリッジ (株) 
 
 
  
 

防災行政無線整備 
 

三菱電機・三笠電機共同
企業体 
 
 
 
  
 

管理責任者 
  

プロジェクト:  坂東課長 
アーキテクチャー: 坂東課長  

 ＩＣＴアーキテクチャー責任者： 情報システム課 山住専門幹 



プロジェクトの成果の評価指標 

差別化 
OSSによる変化への対応の容易さ (経済性) 
参加機関にとって有用な災害時共有情報の提供数 

参加機関にとってサクサク感がある等の使い易さ 

参加機関にとって普段使いのできるシステム 

継続性 
関係機関に災害情報を半永久的に提供できるシステムと体制(スキル、
組織)の構築 

システムの無停止稼働率 

横展開 
OSSの公開による全国展開 (Joruri 、SHIRASAGIブランド) 

システム参加機関・設置局による総合評価 
システム参加機関・設置局数 

以上全てを考慮しオンリーワン/ナンバーワンを達成 
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(注*: 専門調査会による設定) 

* 

KPI 

・ 
① 
② 
・ 
 
 
 

③ 
 

④ 
 
 
・ 
 
 

⑤ 
- 



ＫＰＩ その1 

② 平均応答時間 
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 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

情報発信提供数 (情
報) 

12 15 18 21 25 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

平均応答時間 (秒) 3 3 3 3 3 

① 参加機関及び県民にとって有用な災害時共有情報の提供数 

1200 1000 700 400 140 
システム登録が可能な
数 (機関) 

40000 35000 30000 － － 
すだちくんメール登録
者 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

③ 最新情報を半永久的に提供できるシステムと体制(組織、県民) 



ＫＰＩ その2 
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 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

防災行政無線（停電時
稼働時間） 

6時間～ 6時間～ 72時間～ 72時間～ 72時間～ 

災害情報共有システム
（ｼｽﾃﾑ運用環境） 

クラウド 
ｵﾝﾌﾟﾚﾐｽ 

クラウド 
クラウド 

クラウド 
クラウド 

クラウド 
クラウド 

クラウド 
クラウド 

④ システムの無停止稼働 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

防災行政無線 - - 
無線70 
衛星69 

無線70 
衛星69 

無線70 
衛星69 

災害情報共有システム 140 400 700 1000 1200 

⑤ システム参加機関・設置局数 



実施スケジュール（平成２７年度） 

 平成26年度 

平成27年度 

２８年度 ２９年度 ３０年度 

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 

マイルストーン 

        

総合情報通信ネット

ワーク再整備 

        

災害時情報共有シス
テム機能強化 

        

G空間プロジェクト  
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◆2８.3 
 OSS公開 

◆29.4 
 運用開始 

発注 工事施工 運用 

発注・
構築 

システム構築・運用 関係機関の講習・運用 

発注・
構築 

システム構築 運用 



平成２７年度におけるプロジェクトの取組内容 

２７年度の取組内容 

総合情報通信ネットワーク再整備 
• 整備後17年が経過し老朽化した総合情報通信ネットワーク（県防

災行政無線）を再整備し、災害発生時の確実な通信を確保する。 

安心とくしまネットワーク基盤構築業務 
• すだちくんメールの認証基盤の構築、メール配信システムの再構

築を行い、使い易いシステムを構築する。 

G空間プロジェクト 

• Lアラートとカーナビゲーションの連携による避難情報等の発信に

ついて、実証試験を行い検証する。 

２７年度予算（千円） 

総合情報通信ネットワーク再整備        3,１５５,１６0千円 

災害時情報共有システム機能強化事業      ２0,000千円 

G空間プロジェクト                       50,000千円                             
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進捗状況・課題   As of 平成28年２月２３日 

進捗状況 

  防災行政無線再整備工事は、平成２６年１０月２１日に本契
約を締結し、施工中。 

  すだちくんメールを平成２７年11月4日に、更新。ガラケーで

の利用、登録手順の大幅な簡素化などを、また、すだちくん
SNSの運用を1月29日から開始した。 

■課題 

  ・防災行政無線 

   特になし 

  ・災害情報共有システム・G空間プロジェクト 

   入力操作性の向上、GIS上で表示される情報の閲覧のし

やすさ向上。 

   アクセス集中等、高負荷時の処理能力確保 
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平成２８年度における取組予定 

２８年度の取組予定 
総合情報通信ネットワーク 

• 再整備後システムの運用 

災害時情報共有システム・G空間プロジェクト全県展開 

• システムの安定運用、利用機関拡大 

• 刷新後のすだちくんメールの県民への周知及び利用者の拡大 

• G空間情報活用、すだちくんメール機能強化、広域支援体制構築、
システムのOSバージョンアップなどの基盤強化を実施 

２８年度予算（千円） 
総合情報通信ネットワーク運用 

• 算定中 

災害時情報共有システム運用（戦略的災害医療推進） 

• １４，０８５（共有システム運用）※H27年度予算額 

• ５０，０００（共有システムOS更新等基盤強化） 
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案件種別 

「vs東京」案件として                （ □該当あり・ ☑該当なし） 

 

「オンリーワン」案件として        （ ☑該当あり・□該当なし） 

該当ありの場合の理由 

 災害時情報共有基盤の構築・運用 
• オープンソース（Joruri）を活用し、防災分野だけでなく医療、保健、

福祉、環境など全方位をカバー、連携するGIS災害情報共有基

盤として、オープンソース化 

 

「ナンバーワン」案件として       （□該当あり・ ☑該当なし） 
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参考情報URL等 

なし 
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