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地域防災計画支援システム構築を通した地域防災計画の策定プロセスの提案
―千葉県市川市での試みー
Proposal for Disaster Mitigation and Response Planning Processes at Municipality Level
through Developping Planning Support System: A Case in Ichikawa City
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We introduce a planning project for the earthquake damage assessment and disaster mitigation and response
planning in Ichikawa City, Chiba Prefecture. The purpose of the project is to describe detail plans and to
develop a planning support system including the damage assessment system. The features of this project are
that workshop whose participants are officers of the municipality and lifeline participating companies, which
is, in the previous project which done from 1992 to 1997, evaluated to be effective to promote them
understanding characteristics of city from the viewpoint of disaster mitigation
Keywords : Earthquake Damage Assessment, Disaster Mitigation plan of a Municipality, GIS, Planning
Support System，Workshop in Municipality
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１．本取り組みの背景と目的

本取り組みでは，システム開発を通じた，防災に対する理

阪神淡路大震災後，地域防災計画の全国的な見直しがほぼ

解と取り組み意識の向上，システムを活用した即地的な被害

終了し，二回目の見直しが各地で進められようとしている．

想定の実施，被害想定に基づくアクションプランの策定，シ

この間，政令指定都市を中心に新しい技術を導入した先進的

ステム活用による平時の連携体制づくりを行う．

な取り組みが試みられてきたが，中規模自治体では財政規模

なお，本取り組みは，拙著 1)の平成２年から７年の市川市

が大きくないため政令指定都市ほどは防災体制の整備が進ん

の取り組み，及び，拙著 2)の防災計画支援システムに関する

でいない．また，すべての自治体に共通する課題として，震

研究の続編と位置づけられる．

災後時間が経過するにつれ行政内部でも防災意識と取り組み
が共有されないことが実感されること，また，実行性のある
地域防災計画の策定が期待されている中，地震被害想定を計
画づくりにきめ細かなに反映させる有効な手法が確立されて

２．地域防災計画支援システムの概念
本章では，本取り組みのキーとなる「地域防災計画システ
ム」の概要について述べる．
地域防災計画支援システムの目的は，より適した防災計画

いないことが指摘されている．
現在，市川市では，以上の問題認識に基づいて「地域防災

の実現ために地震被害想定を具体の対策により詳細に反映さ

計画支援システム構築事業」（平成 14 年度〜16 年度）が取

せること，より着実に防災体制の整備を進めるために行政内

り組まれている．本稿では，この取り組みを紹介する．

部で情報と取り組みを共有化することである．システムは，

市川市のこの取り組みの特徴は，実務と研究を並行して行

「地震被害想定機能」と「計画策定支援機能」で構成される

っていることである．実務上の目的としては，古くなった地

GIS をベースとしたシステムであり，この二つの機能が連動

震被害想定の見直し，その被害想定に基づいた防災アクショ

して稼動するものである（図１）．

ンプラン（項目別詳細計画）の策定,防災アクションプランを

機能としては，被害想定の計算プログラムを評価関数とし

円滑に推進する関連部局・機関の連携体制づくりであり，ま

て用いた事前計画の代替案評価（図２），想定地震のほかに

た,研究上の目的としては，被害想定を計画に直接的に結びつ

起こりうる被害状況に即した応急対応計画の柔軟性の確保と

ける手法の確立である．

計画の評価（図３），地震被害想定によって描出される被害

本取り組みでは，こうした目的を達成するために「地域防

状況の分かりやすい情報提供及び対策資源に関する情報デー

災計画支援システム」を，職員の防災に対する理解と取り組

タベースの提供である．いずれの機能も，計画策定者の思考

み意識の向上と，関連部局・機関の連携（認識と情報の共

とシステムからの情報提供を繰り返し行うことによって事前

有）に資するツールとして，また，被害想定を計画に直接的

の計画や対策の最適化を図る．
文献 2),3)では，計画支援の例として，「防災都市づくり計

に結びつけるツールとして位置づけている．
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画」と「避難所開設及び閉鎖計画」の計画支援機能を示した． を地域防災計画の改定に十分反映したとは言えないことが課
しかし，こうした例示が現場のニーズに即しているか，或い

題として明らかになった．検討時間が十分取れなかったこと

は現場において十分な実効性を持っているかについては十分

や，人事異動によって地震被害想定と地域防災計画の改定に

な検証がなされておらず，今後の課題として残された．

参加した職員が入れ替わってしまったことも一因ではあった
が，それ以上に，具体的な問題の認識や計画の詳細化に必要

３．市川市の経験「庁内ワークショップ」

な情報と考え方が足りなかったことが主要な要因であった．

市川市は，本取り組みに先立ち，平成２年および平成４年
〜平成７年の計５ヵ年にわたり地震被害想定調査が学識経験
者注

1）の参加を得て行い，それに引き続き地域防災計画の改

計画の代替
案の作成

訂を行った．

評価

計画案決定

この取り組みでは，①地震被害想定を防災行政で活用する
FeedBack

ためには行政職員の地震被害想定に対する理解を深め，②職
員の防災業務に対する当事者意識を向上させる必要があると
の問題意識にたち，これを解決する方法として「庁内ワーク

図２ 事前計画の計画策定フロー

ショップ」という方法を採った．
庁内ワークショップには，庁内の主だった部課 注２）の職員

起こりうる被害
状況の想定

とライフライン機関の職員が参加し，通算５年の間に約 20

現状の災害対
応計画の分析

現状の問題
点の理解

回開催された．ワークショップでは，庁内職員及び関係機関
職員に地震被害想定を周知することを目的とした地震被害想

FeedBack

定手法と結果の読み取り方についての勉強会，また，地域防
災計画の改訂作業においては，現行計画の問題点を抽出し，

図３ 災害対応計画の分析フロー

問題を共有することを目的とした，災害時の行動，情報の流

４．現在の取り組み

れの整理を中心に行われた．
この一連のワークショップの結果，①職員の地震被害想定

本取り組みは，地震被害想定の見直し，その被害想定に基

に対する認識が向上し，②災害時の部課間の連携体制の重要

づいた防災アクションプラン（項目別詳細計画）の策定，防

性が再認識され，③防災計画の策定，及び，防災業務に対す

災アクションプランを円滑に推進する関連部局・機関の連携

る当事者意識が向上した．庁内ワークショップという手法は

体制づくりを目的として企画された．なお，防災アクション

職員教育という側面では有効であった１)．

プランとして取り上げる計画項目としては，被災後の空地の

その一方で，①具体的な計画上の問題の解決や詳細な計画
の策定にまで議論が進まなかったこと，②地震被害想定結果

想定地震の
諸元設定

(a)実際の地震
動
（気象庁）

利用計画，水や物資の備蓄・配給計画，防災拠点整備計画，
避難所開設計画などを想定している．

（Ａ）汎用ソフトに出力・
画面表示・
印刷

入力地震データ
ベース

(ⅰ)入力地
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図１ 「地域防災計画策定支援システム」の機能フロー
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⑤計画案決定
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本取り組みでは，先行プロジェクトの成果をふまえ，庁内

とすればどのように情報を表現すればよいか，変換する必要

ワークショップを軸に作業をすすめることとし，さらに「地

があるか，或いは，具体化する必要があるかどうか，また新

域防災計画支援システム」を庁内ワークショップと連携させ

たに追加すべき想定項目があるかどうかなどを広く議論する．

ながら同時並行で構築することとした（図４）．

また，施設情報など計画検討に必要なデータについても議論

ワークショップの形態は先行プロジェクトと同様，庁内の

する．このワークショップでは，被害想定結果の提示と併せ

関係部課の職員と関係機関（ライフライン企業）の職員，学

て想定手法の解説を加えることにより，地震被害想定手法に

識経験者をメンバーとし，コーディネーターを防災担当課と

対する理解や想定結果が含む不確定性について認識を高める．

コンサルタントが務めることとした注３）．

地震被害想定結果が計画につながりにくい要因の一つとして，

本プロジェクトの進行は計５段階で予定している．現在，

工学的に算定される被害想定の計算結果と計画策定の現場の

第２段階にさしかかったところである．今後の２年半で最終

ニーズとの間にギャップ が存在する可能性があることからこ

段階まで到達する予定である．

の段階の成果は本質的な改善に向けての重要なポイントとな

第一段階としては，地震被害想定調査の準備として庁内ワ

る．

ークショップの参加メンバーを対象としたヒアリングを通し

第３段階では，第２段階の成果である計画に必要な情報を

て必要データの収集を行った．このデータの収集の作業は，

システム上に整備し，ワークショップの場で提示する．ワー

ワークショップ参加メンバーにとっては災害対応業務に対す

クショップでは，そこから得られる情報を材料に防災アクシ

る当事者意識を再認識する機会となるとともに，地震被害想

ョンプラン（計画項目別詳細計画）の具体的な検討を行う．

定に対する関心を高めるきっかけとなることを期待している． この検討では，計画の最適化，効率化に着目する．例えば，
第２段階では，一般的な地震被害想定システムを構築し，

費用対効果の観点からの計画評価の必要性や，被害発生の不

算定結果をワークショップで提示する．ワークショップでは， 確定性を考慮したときの計画の柔軟性の評価等に関して議論
算定結果を眺めつつ，自分の部課に割り当てられている対応

する．議論の成果として，システム側に準備すべき計画支援

業務の視点から，計画検討を行うときに必要となる情報につ

機能の絞り込みとその目標を得る．計画支援機能としては，

いて，既存の地震被害想定の算定項目にこだわらずに広く議

例えば，文献 2)で例示した，最大避難距離を制約条件とした

論する．職員の現場感覚に基づいて，既存の想定項目が計画

避難所の過不足の極小化を行うプログラム等が想定される．

情報として利用し得るかどうかを検証し，もし利用しにくい

第４段階では，計画支援項目に対応する計画支援サブシス
庁内ワークショップ

防災計画支援システムの構築

１

データの提供

１

２

地震被害想定の提示
想定手法の説明

２

防災業務と応急対応の
当事者意識の醸成

一般的な被害想定システ
ムの構築

対策立案に必要な情報の要求

想定結果の翻訳
防災業務のための資源
に関するデータ整備

地震被害想定に対する
理解の促進

３

対策に必要な情報の提供

３

計画検討に必要な支援項目の提示

計画支援機能の整備
４

計画策定支援機能の提供

５．防災計画支援システムの
日常的運用体制の確立

防災アクションプラン（項目
別詳細計画）の立案
↓

４

支援システムの活用による
防災アクションプランの立案

防災情報及び各部課の防
災への取り組みの共有化

市民への公開

地震被害想定の見直し

地域防災計画の改訂
項目別詳細計画の立案

図４

防災計画支援システム構築と庁内ワークショップの連関
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部課間の連携体制の確立
防災計画の適時性，合理性の向上

防災計画支援技術の確立

想定結果の表現方法の
改善
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テムをシステムに組み込む．ワークショップでは計画支援機
能を実際に活用して防災アクションプランの策定を行う．こ
の間，システムの改善とプランの策定を繰り返すことにより，
システムの有用性の改善と計画の具体化をあわせて本取り組
みの実務的な目的を達成する．
最後の第５段階は，日常的にこの計画支援システムを運用
する体制を確立し，関係部課間でシステムを共有することに
よって平常時の防災関連情報の共有化と防災業務の取り組み
の共有化を図ろうとする段階である．運用体制が確立されれ
ば，地震被害想定の定期的な見直し，またそれに伴う計画の
見直しをシステムをベースとして行う環境が整うことが期待
図５ 建物被害計算結果： 全市対象で評価単位は街区

される．

５．まとめ
本稿では現在進行中の市川市の取り組みを紹介した．この
取り組みは，「地域防災計画支援システム」を地震被害想定
と計画づくりをつなぐツールとして，また行政内部の連携と
職員教育のツールとして位置づけ，これを「庁内ワークショ
ップ」を連携させて構築することによって，防災行政の現場
に以下の効果をもたらし，
(1) 災害に対する認識や課題の共有化の促進と定着
(2) システム活用による能動的な取り組みの連携（日常業務
における活用とのリンク）

図６

延焼シミュレーションの結果（６時間後）

その結果として，防災業務の効率化，即ち，個別プロジェ
クトの多目的化と部課間の相互連携によるコストダウンを実
現しようとするものである．
今回の取り組みは，特に，財源や人材が限られた中規模自
治体においては有意義な取り組みと考えている．中規模自治
体は大都市圏ないに広く存在していることから，社会全体で
見れば，今回の取り組みの成果がでれば，防災行政の最前線
における防災力強化が期待できると考えている．
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