第2章

災害復興の
「新潟モデル」
を目指した
取り組みの現状と今後

市川

彰

2004 年 10 月 23 日の新潟県中越大震災の発生より、いわゆる災害の「応
急対応期」から「復旧期」を経て、
「復興期」に入り、まさに復興への取り
組みが本格化している。また、中越大震災以降も、全国各地で震度 3 以上 5
弱程度のレベルの地震が発生したことを知らせるテレビの地震速報をよく目
にする。その意味でも、中越大震災で浮き彫りになった防災上の課題とそれ
に対する適切な対応策を新潟から他の自治体にフィードバックするという流
れは大きな意味があると考える。
では、実際に「新潟県が目指す災害復興とは何なのか？」について、ま
ず、現在までに新潟県が策定した復興ビジョンや計画などから整理する。次
に、災害復興の「新潟モデル」の方向性を整理した上で、現在までに県ホー
ムページ上で実際に新規に行われた取り組みなどを紹介し、最後に、第 2 部
第4章で述べたように従来十分ではなかった被災地向けの情報発信について、
いかに多チャンネルで発信できるか、またそれを有効に連携させるためにど
のように IT を活用できるかについて、考察を加えてみたい。
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2.1

災害復興の
「新潟モデル」
を目指す
新潟県の取り組み状況

新潟県では、住居と生産基盤が密接不可分である中山間集落の復興、５年
後、10 年後を見すえた災害に強いまち作りなど、将来に向かって有益なも
のを創り出せるような「新潟モデル」の復興を推進することとした。その基
本ビジョンとして 2005 年 3 月に「新潟県中越大震災 復興ビジョン」を取り
まとめ、さらに同年 8 月に同ビジョン及び被災市町村復興計画の骨子などを
踏まえ、市町村支援や広域的な観点から県が取り組む施策や事業をまとめた
「新潟県中越大震災復興計画」を策定した。これに基づき、今後重点的な復
興への取り組みが行われることになるが、これに関する 2006 年度の主要取
り組み事項については、2006 年 2 月 15 日に発表された「平成 18 年度新潟県
当初予算の概要」で明らかになっている。
以下、
「ビジョン」
「計画」
「予算」を中心に公開されている県の取り組み状
況と復興への指向性に関して、災害情報の収集・発信・共有や災害弱者支援
の観点から重要と思われるものを中心に抜粋し、整理する。
●新潟県中越大震災

復興ビジョン（2005 年 3 月策定）の概要

1. 基本コンセプト
⑴

次世代への発展的継承ビジョン
・阪神・淡路大震災と新潟県中越大震災を対極として、それぞれの教訓
は広く国民の教訓としなければならない

⑵

キーワード「持続可能性」と「防災・安全」
・地震、水害、豪雪を通じ、防災の重要性を痛感
・予防（prevention）が重要なことはいうまでもないが、災害を完全に防
ぐことはできない
・一定の災害を前提とした上での緊急対応（quick response）、避災
（avoidance）、減災（mitigation）、復旧（restoration）
、回復（recovery）、
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復興（revival、reconstruction）等、長い時間軸の中での一連の対応の
総体を安全確保と考えなければならない
⑶

新潟の有する資源の最大活用

2. 10 年後；2014 年の二つの記録
【記録 1】10 年後に出してはならない記録
【記録 2】10 年後に出すことを目指す記録（復興で目指す地域イメージ）

3. 復興の基本方向−新潟県防災・安全立県宣言−
⑴ 中越大震災復興の理念と成果の全県展開
○新潟県中越大震災にかかる震災復興ビジョン策定懇話会は、新潟県の
持続的発展を促し、日本全国への情報発信として「新潟県防災・安全
立県宣言」を提案する
○「記録２」を残すべく、これを復興ビジョンとして掲げる。地域イメー
ジ、基本方針とタイムスケジュールは次のようなものである
【地域イメージ】
・最素朴と最新鋭が絶妙に組み合わさり、都市・川・棚田・山が一
体となって光り輝く中越
【基本方針】
①情報公開による win-win（お互いにいい）復興
②中山間地の段階的復興と魅力を活かした新産業の計画的生み出し
③産業の持続的発展のための条件整備
④安全・安心な市民自治の確立
⑤市民の安全にかかわる新しい学問・研究の開拓
⑥他地域・全国・他国への貢献
【タイムスケジュール】
①初期 3 年 ……滑走・離陸期
②中期 4 〜 6 年 上昇期
③7 年以降 ……快調飛行期
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⑵

民間活力の最大限の動員による震災復興
○復興に関しては、民間活力を積極的に導入し自立的発展を促進する
必要とされる公共財に関しては、
PPP（Public and Private Partnership：
地域に求められる新しい公共サービスの構築に際しては、多様なセク
ター（行政、企業、学校・学術団体、市民や NPO など）の協力と連携
によって行われるべきというもの）を導入し地域財としての維持発展
を図る。行政は可能な部分のアウトソーシングを積極的に進め、自ら
はエージェント機能の精緻化を図る。また、可能なかぎり地域資本の
成果を積極的に取り入れ、地域への還元を図る。
また、NPO 等の市民活動団体との連携を図り、適切な役割分担のう
えで、地域社会に根ざした活動を定着させる。

⑶

復興施策への指針

【土地利用と社会資本】
・耐震性と災害時の自立電源・情報通信の確保に万全を期した公共建築
物（行政庁舎、学校、体育館、医療・福祉施設等）の再整備
【産業、商業、工業（民間活力重視）】
・震災アーカイブスやミュージアムの整備と被災地へのサテライト配備
・新潟発防災・安全産業と首都圏災害も視野に入れたバックアップ（防
災・安全・環境）関連産業の創出
○例：防災情報 GIS（Geographic Information System：地理情報シス
テム）利用、救出ロボット、災害医療設備・機器、分散型電源（コ
ジェネ、自然エネルギー、燃料電池等）、耐震補強等、データセン
ター、バックオフィス等の誘致、創業
【防災、保健・医療・福祉、コミュニティ】
・地域防災計画の検証と住民自治防災安全計画の作成
○地域防災計画の今回の地震における検証、見直しと共助の充実を図
るために、小学校区を基礎単位として住民が自ら作成し実施する住
民自治防災安全計画の作成
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○自治体ごとの災害直後の危機管理、特にライフライン復活・人命救
助を行うための情報収集策を定める。
・災害医療対策の確立と心身の健康作りの整備
○新潟県災害医療システムを構築し、平時の救命救急医療体制と災害
医療拠点の整備を行う。そのためには、二次医療圏の拡大・広域化
により、医療機能の特化と連携が必須である。県内の災害拠点病院
を統括する機能をもつ災害医療センターを設置する。
・地域内相互ケア体制の整備
○水害や震災で「災害弱者」であることが改めて明らかとなった高齢
者・障害者の生活環境・身体状況について、日常的に情報を収集し、
災害時にきめ細かい自助・共助・公助が可能となるようにする。
○高齢者や障害者に関し、自立と介護を考慮した住宅、集まりやすい
建物や場、移動保障のハードとソフトの条件、食の供給システム等
を整備し、地域内の交流、ケアの体制を整備する。
・コア･コミュニティとサテライト・コミュニティの構築
○日常生活の中で培われ、根付いた町内会等の小さなユニット単位の
サテライト・コミュニティと、それらをいくつかの小学校区でまと
めたコア・コミュニティを設計し、コアとサテライトによるハブ・
アンド・スポーク型のコミュニティを構築する。
各コア・コミュニティと各自治体とは定期的に情報交換を行い、高
齢者や障害者に関するコミュニティ情報の把握を各自治体で行う。
○コミュニティにおいて、政策合意組織と事業執行組織とは別に編成
し、その機動性を担保する。
【防災・安全に関する学問・研究（官民連携）
】
・市民安全大学の開設
○今回の地震を機に、自然災害のみならず、人為災害、社会病理、政
治・経済秩序の維持も含む、防災、安全、危機管理、リスクを対象
とする防災・安全に関する総合的教育研究機関を創設する。対象
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は学生のみならず政治、行政、企業の実務者、地域リーダー、市民
等も含め幅広く設定する。
・地方災害総合研究センターの設置
○中越大震災の記録と教訓を残すとともに、中越地方、新潟県さらに
は全国の地方都市、山間部、豪雪地帯における災害の記録、復旧・
復興事例に関する総合研究センターを設置する。

●新潟県中越大震災復興計画（2005 年 8 月策定）の概要
新潟県中越大震災復興ビジョンに示された基本的な方向付けに沿って、被
災者の声を踏まえながら、被災した市町村において復興に向けた計画作りを
進めており、こうした市町村の取り組みを支援するとともに、広域的な観点
を加え、被災地の一日も早い復旧・復興と、震災をばねとした本県の発展を
成し遂げるため、「新潟県中越大震災復興計画」を策定。

1. 計画の位置付け
・すべての被災者が 2006 年 10 月までに生活再建の見通しを立てられるた
めの施策に重点を置いた第一次計画

2. 復興施策の柱「災害に強い県づくり」の概要
⑴

防災体制の強化
①

地域防災体制の再構築

【施策の方向】
・今回の震災発生時における情報把握に関する住民、県、市町村そ
れぞれの問題点、住民の避難の安全確保の課題及び避難所や食料
物資等被災者救援のあり方について、学識経験者や市民代表を交
えた検証委員会で検討、課題整理した上で、2005 年度中に県地域
防災計画を全面的に見直す。
・県の危機管理体制を充実、強化するため、全庁における危機管理
体制の見直しを行うとともに、県の災害対応の中核となる「危機
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管理防災センター（仮称）」を整備する。
・地域防災力向上のため、地域コミュニティにおける自主防災組織
の結成及びその活動を支援する。また、震災の経験を踏まえて、
県民の防災意識を高めるため、一般市民を対象とした防災学習や
防災関係者の専門研修を推進する。
【基本事業】
○県地域防災計画の全面見直し
○県の危機管理体制の充実強化
・災害対策本部体制の見直し
・危機管理防災センター（仮称）の整備
○自主防災組織の支援
○防災関係講座の開設
②

災害医療対策の確立
【施策の方向】
・災害発生時に備え、平時から被災地に対する医療支援活動の調整
機能の強化・災害拠点病院の施設・設備の充実・医療関係機関と
の連携強化、災害派遣医療チームの整備等を進め、より迅速に災
害時の医療救護活動が提供できるよう体制整備する。また、災害
発生時の医療救護活動に必要となる医療資機材を備蓄、配備する。
【基本事業】
○災害拠点病院の整備
○被災地に対する医療支援活動の調整・連携機能の強化
・広域災害・救急医療情報システムの整備
（医療機関、消防、行政等の機関をコンピュータネットワークで結
び、救急、災害時医療に必要な情報の収集・提供）
・災害時医療救護活動マニュアルの見直し
○災害派遣医療チーム（DMAT）の整備
○医療資機材の備蓄、配備
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③

災害救援ボランティア活動の支援

【施策の方向】
・災害発生時に円滑なボランティア活動が実施されるよう、平常時
からの人材育成や活動マニュアルの整備、ボランティア団体との
ネットワーク化などを図るため、関係団体及び県などによる活動
組織「新潟県災害救援ボランティア活動連絡会」を設置し、ボラ
ンティア活動を支援する。また、NPO 法人に対し、地域と連携し
て実施する災害復旧活動や今後の災害等に備えた活動基盤の整備
を支援する。
【基本事業】
○災害救援ボランティア活動の支援
・新潟県災害救援ボランティア活動連絡会の設置
（内容：コーディネータ研修等実施、活動マニュアル整備、災害
救援ボランティアネットワーク構築、県外との災害情報受発信）
・公益信託にいがた NPO サポートファンド助成事業
④

災害情報の入手困難者への支援

【施策の方向】
・災害時において、特に情報入手に困難を伴う視覚聴覚障害者の安
全確保を図るため、災害情報提供手段の確保に努める。
・言葉の問題や災害に関する知識不足のため、災害弱者の立場にあ
る在住外国人が、地震等の災害発生に備えて安心して暮らせるよ
うに、在住外国人に対して防災情報を提供する取り組みを推進す
る。
【基本事業】
○視聴覚障害者に対する情報支援
・障害児・者日常生活用具（緊急通報装置、ファクシミリ等）給
付費補助事業
・手話通訳者等派遣事業
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○在住外国人への支援
・在住外国人向け防災情報の提供体制の整備等の検討を行う「在
住外国人支援検討ネットワーク会議」の実施
⑵

防災基盤の強化

②

自然の猛威に備えた防災施設の整備と強化
【施策の方向】
・豪雨や地震後多発する恐れのある土砂災害等、今後の自然の猛威
に備えた防災事業を着実に推進するとともに、堤防等の点検・強
化対策に取り組む。
・また、被害を軽減し、住民の生命を守るため、ハザードマップの
作成等、土砂災害や河川に関する防災情報の提供や伝達手段の充
実を図る。
・被災地の復旧・復興に向けて、あるいは将来起こり得る地盤災害
の防止・軽減対策の基礎資料として活用できるよう、ボーリング
データ等の地盤情報を一元的に集約し、インターネットを経由し
て配信する地盤情報システムの構築を目指す。
【基本事業】
○災害時及び平常時における防災情報の充実
・雨量、土砂災害、河川の水位等の防災情報のインターネット等
による提供等、土砂災害や河川に関する情報提供・伝達手段の
充実
・土砂災害警戒区域、浸水想定区域等の計画的な指定、土砂災害
ハザードマップや洪水ハザードマップの作成等、警戒避難体制
構築のための支援
○インターネットを使用した地盤情報システムの構築

③

公共施設の耐震性強化
【施策の方向】
・県の施設が地震発生時の拠点機能を発揮できるよう、耐震診断結
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果に基づき計画的な耐震改修と非常用電源等の設備強化に努める
とともに、災害時の情報交換と指揮系統の確保を図るため、県庁
舎等における情報通信機能の強化を図る｡
・被災した県立学校施設の早期回復を図るとともに、災害時におけ
る児童生徒の安全確保と付近住民の避難所とするため、県立学校
施設の耐震改修・耐震補強を実施する｡
【基本事業】
○非常用電源設備の充実強化
・非常電源整備事業（2005 年度中に各総合庁舎に整備）
○防災行政無線の充実
・防災行政無線移動系更新事業（移動系設備更新のための調査、
災害情報サポートカー導入、機器更新）
○県立学校施設の耐震性強化
⑥

災害に対応できる情報通信基盤の整備

【施策の方向】
・情報通信基盤の地域格差を是正し、非常時においても情報の受発
信が確保できるよう、情報通信基盤の着実な整備を支援する
・活力と個性ある村作りを推進するため、ケーブルテレビ等の情報
基盤の整備を支援する。
【基本事業】
○情報通信格差の是正支援
・移動通信用鉄塔施設整備事業
・民法テレビ放送難視聴解消施設整備事業
・にいがたブロードバンド環境整備事業
○農業経営の活性化等に資するケーブルテレビ等の整備支援
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● 2006 年度新潟県当初予算案の概要（2006 年 2 月 15 日公表）
上記「ビジョン」
「計画」を踏まえ、2006 年度においては、特に「防災立県
の確立」に関して次の観点から以下のような事業の実施が予定される。
・日頃から家庭や企業、地域等における防災意識の醸成・防災力の向上を
図るため、ハード・ソフト両面での支援を展開する。
・災害時における危機管理体制を強化するための諸施策を講ずる。
【おもな事業】
①

ハード・ソフト両面での防災力の向上
○克雪すまい作り支援事業（今回の豪雪に対応し、要援護世帯への支
援拡充）
○耐震すまい作り支援事業（耐震診断への支援）
○ハザードマップ作成・周知支援事業（市町村のハザードマップ作成
支援）

②

危機管理体制の強化
○危機管理防災センター（仮称）建設（建物・システムの設計）
○地域基幹病院整備補助事業（災害拠点病院ヘリポート整備）
○地域防災力向上事業（自主防災組織の組織化・孤立集落への支援等）
○住宅再建共済制度検討事業（共済制度の導入検討）

●地域防災計画の全面見直しに関して（2006 年 2 月 18 日現在）
県防災会議（会長・泉田裕彦知事）の幹事会（2 月 17 日開催）で、中越大
震災や 7・13 水害の教訓を踏まえて大幅改定する「地域防災計画」の素案提
示。
「震災対策編」
「風水害対策編」
「原子力対策編」の三編構成。現計画より、震
災対策で 20 項目、風水害対策で 28 項目を増やした。
【改正ポイント】
①

自助、共助、公助の役割分担と責任の明確化
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・自助：防災知識の普及、建物の耐震化の推進、発災から 3 日分の備蓄
・共助：自主防災組織の結成促進
・公助：職員研修や訓練、防災拠点の耐震化、非常電源や通信の整備
等
②

対応力が弱い被災自治体への支援強化

③

孤立が予想される集落の防災力向上

④

避難・誘導体制の整備、避難生活の環境改善

⑤

食糧・物資供給体制の強化と質の向上

【今後のスケジュール】
・2 月 20 日から市町村等に意見照会
・3 月中旬から県民の意見を募集するパブリック・コメント実施
・2006 年度から新計画に沿った県防災施策推進予定

2.2

新潟県ホームページにおける最近の取り組み状況

第 2 部第 4 章で述べたように、復興向けにレイアウト変更などを行って、
現在も新潟県ホームページから新潟県中越大震災の情報を発信しているが、
その後、新たに取り組んだ事項で、すでにサイト上で展開している取り組み
のおもなものは以下のとおりである。
●防災情報のポータルサイトの常設
新潟県が発信している情報だけではなく災害や気象に関する情報を可能な
範囲で集約し、地震や風水害などの緊急情報などもここから確認できるよう
防災情報のポータルサイトを常設とした。
今後は、交通機関や電気・ガス・水道等のライフライン企業などと調整を
しながら、関連する情報をタイムリーかつリアルタイムで配信できるよう
「防災みえ」などを参考にしながら、サイトの質の向上に取り組む必要があ
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画面 3.2.1

新潟県トップページにおけるリアルタイム天気概況表示

る。
また、これらの情報のうち、携帯サイトに移植可能なものについては、あ
わせて検討を行う必要がある。
●道路・河川・砂防に関するリアルタイム情報の配信
これらの情報は大規模災害時だけでなく局地的な豪雨・豪雪等においても
住民が現在の自宅周辺などの状況を確認し、必要な行動をとるための有効な
判断材料となり得る。そのためにも、同時アクセスが集中した場合にも適切
な情報が継続して表示されるようシステム構築には十分な配慮が必要であ
る。
・道路情報：県内全域の降積雪、道路雨量をリアルタイム表示
・河川情報：県内の水位、雨量、ダム、気象情報をリアルタイム表示
・土砂災害情報：県内の降雨状況、土砂災害危険箇所情報をリアルタイム
表示

●新潟県トップページにおけるリアルタイム天気概況表示
画面 3.2.1 のように新潟県内の直近の天気状況を簡単なアイコン形式でリ
アルタイム表示するとともに、その周辺（ウェブサイトを見るときに一番目
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画面 3.2.2 新潟県ツールバー

に入りやすい「左上部」
）に「防災」
「緊急」等、県民のニーズの情報を集約
表示した。
●「新潟県ツールバー」の導入
高齢者、障害者がすぐに気象情報や防災情報を確認でき、かつこれらの人
たちがウェブサイト上から情報収集することを容易にするためのアクセシビ
リティ機能を持った「新潟県ツールバー」を、一般ユーザー向けに配信を開
始した。
このツールバーをインストールして、ブラウザ（Internet Explorer または

Mozilla Firefox）上で画面 3.2.2 のようにツールバーとして常駐させておく
と、避難するほどではない小さな揺れの地震や外の激しい雨の際に、ツール
バー上の防災情報をクリックすることで状況を確認できる。また、県の担当
部署が当該災害等に関する緊急情報を発令した場合に、このツールバー上に
表示することによって、当該情報に誘導することができる。
また、利用者は当該情報ページから情報を収集する場合に、付属のアクセ
シビリティ機能により文字拡大、ルビ、音声読み上げ等の機能を利用して容
易に情報収集を行うことが可能になる。
なお、このツールバーのアクセシビリティ機能は、他の同種アプリケー
ションと違い、新潟県のサイトだけでなく、すべてのサイトで機能を利用で
きることもポイントである。
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2.3

今後の被災者向け災害情報の発信に向けた
被災者ニーズと媒体の整理

実際に、
「中越大震災」
「7・13 水害」という大きな被害をもたらした災害
に際して、行政サイドから県のホームページで災害情報を発信するという業
務に従事する機会を得たが、普段庁内において行政情報化を声高に訴える筆
者にしても、災害時に情報を扱う（収集、発信、共有）ことの難しさと災害
情報伝達の「確かさ」という点に関して、インターネットの不確かさを痛感
した。
それと同時に「被災者が欲しい情報を確実に届ける」ことが、ことホーム
ページに関してはできなかったという大きな反省点がある。
これらの点から、被災者に向けた多チャンネルでの災害情報伝達とそれを
効率化するための IT の活用の可能性について考察する。

2.3.1 ターゲットユーザー
災害情報を発信する際の対象となるターゲットユーザーは、大まかに整理
すると被災地外、被災地内で図表 3.2.1 のようになる。被災地内のターゲッ
トユーザーと被災地外のターゲットユーザーの情報ニーズには明らかに違い
があり、パソコンから県のホームページへ大量にアクセスをしたユーザーは
後者の被災地外のターゲットユーザーである。
また、被災地内、外のターゲットユーザーとそれぞれの情報ニーズを大別
すると図表 3.2.2 のようになる。
さらに被災地のターゲットユーザーとその情報ニーズについて、震災後、
実際に行われた被災者アンケートの結果からもう少しクリアにしてみる。
●被災者アンケートから見る情報ニーズ
①

日本人被災者アンケート
地震発生後、比較的時間の経過の少ない 2004 年 12 月 18 日（土）に

被災地の長岡市、小千谷市、十日町市の住人に対して行われた次のアン
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図表 3.2.1 災害情報のターゲットユーザー

世界

被災地の心配をする、支援を希望する人
被災外国人の親族・知人・派遣元企業

日本

被災地の心配をする、支援を希望する人

被災者
被災者の
親族・知人

被災地事業者と
取引関係のある企業

高齢者

外国人

障害者

企業・個人事業主

ケート調査結果から被災者の情報ニーズなどを確認できる。
［被災者アンケート調査概要］
・調査名：災害とメディアに関する調査
・実施主体：在京民放ラジオ広報担当連絡会
・実施日：2004 年 12 月 18 日（土）
・調査場所：長岡市、小千谷市、十日町市
・調査方法：対面によるアンケート調査
やはり、図表 3.2.3 のとおり発災直後と一定時間経過後の情報ニーズ
には変化があることが伺える。発災直後は、
「喫緊に迫る生命の危険を
回避するために必要な情報」に対するニーズが高いのに対して、発生か
ら 1 週間ほどでは「避難生活、生活の維持・立て直しに必要な情報」に
対するニーズが高くなっていることがわかる。
［本震発生直後のニーズが高い情報］
・今回の地震についての震源地や規模など（77%）
・身内や友人・知人の安否や居所（66%）
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図表 3.2.2 災害情報のターゲットユーザーと情報ニーズ
ターゲットユーザー
●被災地内
家族
企業・事業主
会社員
高齢者
障害者
外国人
病人、怪我人
学生
観光客、出張中の会社員
●被災地外
被災地に家族・親族がいる人
被災地に取引先企業がある企業
被災外国人の家族・親族（海外）
被災地支援希望（義援金）
同（援助物資）
同（ボランティア）
周辺地へ近日訪問予定の人

大まかな情報ニーズ
家族全員の安否、安全な避難・生活
従業員安否、施設被害、営業取引（※集団安否の問題）
会社被害、今後の対応
独居老人の安否、安全・安心な避難・生活
障害者の安否、安全・安心な避難・生活
安否、理解し行動できる情報、安全・安心な避難・生活
近隣病院、救急病院等の受け入れ状況
学校（休校・被害）
、受験
避難所の場所、交通情報（※地理不案内の問題）
家族・親族の安否、被害・避難状況、今後の災害の動向
被災企業の状況
家族・親族の安否、被害・避難状況
義援金の振込先（※詐欺注意）
必要な援助物資詳細、送り先
（※効率的な援助物資の調達の問題）
ボランティア本部連絡先、ボランティア受け入れ詳細、注
意事項
訪問先（会社、観光地等）の状況（※風評被害等の問題）

・今後の余震の可能性やその規模など（63%）
・自分の住む地域にどんな被害が起こっているのかについて（51%）
・自分や自分の家族が避難すべきかどうかという情報（47%）
［本震発生後 1 週間ほど］
・道路・通信・電気・ガス・水道などのライフラインに関する情報
（73%）
・今後の余震の可能性やその規模など（72%）
・避難所や仮設住宅対策など、今後の生活に関する行政などの対応に
ついて（52%）
このアンケート結果から、被災地における発災直後の情報ニーズを一
つの世帯を中心に整理すると、図表 3.2.4 のようになる。
②

外国人被災者アンケート
被災地には日本人だけでなく多くの外国人も生活をしていた。2004

年 11 月 11 日修正版の新潟県中越地震災害援助法適用市町村外国人登録
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図表 3.2.3 欲しいと思う情報内容
（N：全体＝ 211）
地震発生直後

（%）
100

発生〜１週間

80
60
40
20
その他

津波の有無について

避難所や仮設住宅対策など︑
今後の生活に関する行政等の対応について

自宅︑学校︑職場などの具体的な情報

市町村や消防の応急措置の内容や
指示︑連絡

水や医薬品︑寝具など日用品の入手方法

道路・通信・電気・ガス・水道などの
ライフラインに関する情報

自分や自分の家族が避難すべきか
どうかという情報

自分の住む地域にどんな被害が
起こっているのか

今後の余震の可能性やその規模など

身内や友人・知人の安否や居所

今回の地震についての震源地や規模など

0

出所：在京民放ラジオ広報担当連絡会、「災害とメディアに関する調査」速報

100

者一覧によると、総計 1 万 4,483 人の外国人がおり、中には生まれては

80

じめて経験する大地の揺れにテロかと驚いた人も少なくなかったそう

60
だ。

40 国別では、中国が最も多く 4,643 人で、以下フィリピン 2,665 人、韓
国・朝鮮 2,409 人、ブラジル 1,436 人の順に多い。防災対策を考える場
20

合に、都道府県内または市区町村内にどの国の人がどれだけ居住・労働

0

しているかを把握しておくことは重要なポイントと考えられる。

2005 年 2 月に長岡市及び財団法人長岡市国際交流協会が公表した次
の「新潟県中越大震災

在住外国人アンケート調査」から情報ニーズを

確認することができる。やはり、外国人についても、日本人に対するア
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図表 3.2.4 震災直後の情報ニーズ

本人
（職務として）

→
←
→
→
→

会社員
会社員
企業研修外国人
取引先
ライフライン

社員の安否確認、行動指示
安否回答
安否確認、避難指示（外国語）
被災状況連絡、対応確認
事業用ライフラインの被害状況、復旧目処

本人
（父として）

→
→

被災地内家族
姉

安否確認、避難指示
安否確認、行動指示（らくらくホンへメール）

家族
長女
家族
妻
長男、二女

→
→
→
→
→

家族
家族

相互安否確認
安否確認（通話の輻輳、通話規制により困難）
災害・被害状況、避難指示、余震等の見通し
電気、ガス、水道等の被害、復旧状況
学校の被害状況、今後の授業、受験関係等

ライフライン
学校

ンケート結果と同様の情報に対するニーズを読み取ることができる。
［被災者アンケート調査概要］
・調査名：新潟県中越大震災

在住外国人アンケート調査

・実施主体：長岡市、財団法人長岡市国際交流協会
・調査期間：2004 年 12 月 28 日〜 2005 年 1 月 28 日
・調査対象：長岡市在住の 18 歳以上の外国人登録者
・調査方法：郵送配布、郵送回収
・回収結果：配布数

1,655 件、回答数 280 件、回収率 16.9%

［Q：どんな情報が必要だったか］
・今後の余震の可能性、予報の情報

64 人

・避難、安全確保について

40 人

・生活に関する情報（ライフライン、交通、支援等）

29 人

・発生した地震の震源、震度、被害状況

24 人

2.3.2 情報の発信主体
災害情報の収集、発信の両側面においては、情報自体を直接保有し発信で
きる主体が、タイムリーかつ継続的に情報を発信し、これを直接的に共有す
ることが重要である。これがうまく機能すれば、救援物資などのミスマッチ
や各種情報のタイムロスによる陳腐化は、ゼロにはならないとしても最低限
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図表 3.2.5 災害関連情報の発信主体とその内容

国

主体
（横断的防災、災害ポータルサ
イト）
気象庁、気象台
地方整備局（国土交通省）
総合通信局（総務省）

都道府県
市町村
警察
道路事業者（日本道路公団等）
電気、ガス、水道、下水道事業者
ライフ
ライン
電気通信
（固定・携帯等）
事業者
公共
鉄道、バス、航空、船舶事業者
交通機関
日本赤十字社
労働局、ハローワーク
農政局
国
経済産業局
その他省庁及び出先機関
NPO、ボランティア団体
国際交流協会（県、市町村）
医師会、病院協会
各種団体 宅建協会等住宅関係
動物愛護協会
観光協会
公衆浴場協会
新聞社（全国紙、地方紙）
報道放送 テレビ局（NHK、民放等）
機関
ラジオ局（AM、FM、短波）
インターネット系ニュースサイト

内容
（総合情報、常設）
災害情報、速報
社会基盤被害
情報通信基盤被害
災害関連総合情報
避難勧告ほか、災害関連総合情報（地域密着型）
交通規制、死傷者
被害・復旧状況、道路交通情報、注意喚起
被害・復旧状況、注意喚起、特例措置、支援措置、
相談窓口
被害・復旧状況、疎通・輻輳状況
運行（運航）
・運休状況、被害状況、復旧見通し、
臨時便
災害救助活動、ボランティア、義援金、災害拠点病院
労働関係相談、求人・求職情報、特例措置
農業被害状況、支援情報、注意喚起
企業被害状況、事業者支援
所管する災害関連情報
災害ボランティア関連情報
被災外国人向け情報
医療、病院関連情報
住宅関連情報
被災動物関連情報
被災地及び周辺の観光関連情報
入浴サービス情報
記者などの取材、他の機関から提供された情報をも
とに編集された災害情報、災害報道
※コミュニティ FM は地域密着型情報主体

に抑えることができる。ただし、報道・放送機関の発信する情報は「報道」
としての特性を有しており、他の機関が発信する「情報」と同列に扱えない
部分が大きく、ニュースバリューの低下とともに急激にその発信量も減少す
る傾向にある。
では、災害時にどんな情報が、どこで適切にコントロールされ発信される
べきなのであろうか。
大まかに整理すると図表 3.2.5 のようになる。
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2.3.3 多チャンネルによる効果的情報伝達の前提となる各種広報媒体
災害情報の確実な被災者への伝達を図る上では、当然、各種広報媒体の特
性を生かした方法が必要になる。そして、これをベースに各媒体間での情報
の共有・流通を促進する手法を考え、今後の災害時広報の効率的な多チャン
ネル配信の展開が望まれる。
●中越大震災における被災者の媒体の利用状況
前述の在京民放ラジオ広報担当連絡会が被災者向けに行ったアンケート調
査の「メディア接触状況」
（ただし、地震発生直後については、「新聞」
「雑誌」
「チラシ」
「市町村広報紙」
「避難所にある掲示板」という印刷媒体は調査項目
から割愛されている）では、図表 3.2.6 のとおり地震発生直後も発生から 1
週間のトータルも圧倒的に「ラジオ」が多く、直後の 71.6% に対して発生
から 1 週間のトータルは 90.0% とさらに増加しており、他のメディアに比べ
て圧倒的に情報収集の手段として活用されていたことがわかる。
中越地区では高齢者・農業従事者が多く農作業時などをはじめ日常的にラ
ジオに接していること、今回の避難形態で車中泊が多くカーラジオから情報
収集がなされていたことなどが、さらにラジオへの接触状況を高くしていた
と考えられる。
また、
「インターネット」については、避難でインターネットが使える状
況ではなかったことから、地震発生直後の利用は 0% である。ただ、一般的
に携帯電話のインターネット機能の利用率がまだ低いことを考えると、地震
発生後に 1.4%、発生から 1 週間で 6.2% が接触していることには注意すべき
であり、今後の災害時にはさらにこの傾向が強くなることが想像できる。
●災害時に利用される各種広報媒体
上記のように災害時に利用される広報媒体は、大きく図表 3.2.7 の三つに
大別することができる。

第2章

災害復興の「新潟モデル」を目指した取り組みの現状と今後

1 6 9

図表 3.2.6 メディア接触状況
最初に接触

（%）
100

1週間トータル

90.0

80
60

71.6
56.9

57.8

40
20

7.6

7.1

6.2

8.1
0

11.4
5.2

その他

1.4

インターネット

0

携帯電話の
情報サービス

0

避難所にある
掲示板

1.4

市や町の広報紙

0 1.9

市・町の防災無線

0 0.9

スピーカーでの
お知らせ

3.8

チラシ

0

雑誌

0

新聞

ラジオ

テレビ

0

19.9

15.6

出所：在京民放ラジオ広報担当連絡会、「災害とメディアに関する調査」

●各広報媒体の特性
それぞれの媒体には図表 3.2.8 のとおり媒体ごとの特性があり、紙媒体の
場合は書かれた内容以上でも以下でもないが、利用者がそれを直接読むこと
から情報が直接伝播するため、流言などのデマは少ない（ただし情報自体の
真偽という面はあるが）
、また媒体入手後は読み手が情報収集の選択権を持
つため、必要に応じて確認できる。
新聞については、被災地での各戸配布が再開されると情報収集の有効な手
段になるが、
「報道」の要素が強いため、一定期間経過後も継続して必要な
被災者向け生活情報が配信されることは、特に全国紙においては難しい。
避難所掲示板のお知らせについては、最も確実かつ速く情報が掲示される
が、今回のような車中泊、テント泊の避難者や避難所生活に不安を抱えて自
宅などで生活を送る障害者などには届かないということや避難所にいる視聴
覚障害者への情報伝達に問題点がある。この点、川口町や旧越路町（現長岡
市）で行われた各戸配布の市町村災害広報紙はこの問題を解決することがで
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図表 3.2.7 災害時に利用される広報媒体
紙（活字）媒体

電波・映像媒体
電子媒体

・新聞
・避難所掲示板のお知らせ文書
・市町村などの災害広報紙（各戸配布など）
・パンフレット、リーフレット、手引きなど
・テレビ
・ラジオ（AM、FM、短波、文字放送）
・無線（防災行政、アマチュア）
・ホームページ
・ブログ
・掲示板
・電子メール
・メールマガジン

きるが、広報紙作成と各戸配布の体制の確保が重要で、大規模市町村で同じ
ような手法をとることは難しい。また、文字情報のために視覚障害者が確認
できないことなどの、単独の手法としての問題点も性質的に抱えている。
電波、映像媒体は多くの被災者に対し一斉に情報を発信でき、速報性があ
る。テレビについては、文字、映像、音声を駆使して情報を伝達することが
できるため有効なツールであるが、地震発生直後には被災者は利用が難し
い。また、数百人が避難する避難所にある数台のテレビで多くの被災者が情
報を収集することも難しい。これに対してラジオ、特に AM ラジオは受信範
囲が広く、ラジオ自体も被災者が携帯して移動できるため、被災者の情報収
集のツールとしては、図表 3.2.6 のメディア接触状況を見てもわかるとおり
最も重要な手法といえる。しかし、AM ラジオはカバーエリアが広いがゆえ
に、一定期間継続して災害情報のみを発信することが難しい。この点では、
逆に、出力などの関係でカバーエリアは限定されるが、FM ながおかのよう
なコミュニティ FM からの災害情報は非常に重要であるといえる。ただ、コ
ミュニティ FM を災害時に活用するためには、事前の協定などにより情報収
集方法を含めた体制作りや財政支援の取り決めが必要になる。
市町村の防災行政無線がしっかりしていること、これは特に大切である。
緊急情報を一斉かつ強制的に相手に伝達できる手法であり、特に避難準備情
報、避難指示・勧告等では効果を発揮できる。柏崎市のように各戸に受信機
があれば、地震発生後も逐次情報を防災無線を通じて市民に伝達することが
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図表 3.2.8 各種広報媒体とその特性
媒体
紙（活字）媒体

特性（※は発信上の注意点）
情報の蓄積性（ユーザーに情報収集の選択権）
内容の確実性（活字情報の直接伝播）
※情報の理解しやすさへの工夫必要
新聞
速報性、広域性
※ニュースバリューがなくなると情報が激減する
避難所掲示板のお知らせ
速報性、情報の届きやすさ
※正確な情報の伝達、最新情報への更新、わかりやすい掲示板
のレイアウト、車中泊・テント泊の避難者に届かない、障害
者に届きにくい
市町村災害広報紙
内容の確実性（行政の発信情報）
電波、映像媒体
速報性、情報の届きやすさ、イメージの伝わりやすさ、広域性
※情報が一過性（避難者はずっと媒体を聞き（見）続けられな
い）
ラジオ
情報の届きやすさ、場所を問わず入手できる携帯性、速報性
※ AM は不感地域が少ない、コミュニティ FM は地域密着型情報
提供に適している、乾電池が電源
テレビ
メディアミックスによりわかりやすい
※被災者向け情報より被災地報道になりがち、一定期間経過後
情報激減
無線（行政、アマチュア） 速報性、一斉配信性
※特にアマチュア無線は通信設備被害の影響が少ない
電子媒体
・情報の速報性とユーザーへのダイレクトな発信
・地球規模への情報発信（海外からの安否確認）
・音声、映像の利用可
・ハイパーリンク機能（災害情報サイトへの誘導、モバイルイ
ンターネットの TEL リンク）
・双方向性
・情報量の制限がない（少ない）
※通信規制、回線の途絶等により現状では絶対的通信手段とな
らない、個人情報の適正管理必要（特に安否情報）
※情報の受け手限定（機器のバリア、操作のバリア）。ユーザー
がいつでも好きなときに情報入手可
ホームページ、ブログ
・情報の蓄積性
・発信、更新の容易性（ブログ）
※発信時期、情報の内容等により表示の仕方に工夫必要

できる。今回は、あまり活用事例がおもてに出てこなかったが、アマチュア
無線も、活用の仕方次第では被害の深刻な地域の情報収集、伝達、共有の
キーになることができるのではないかと考える。市町村は、防災行政無線だ
けではなく、高出力のトランシーバーなどのアマチュア無線に対応できる無
線機を用意しておき、事前から地域のアマチュア無線の団体との連携につい
ての取り決めなどを行っておくことが重要である。
電子媒体については、発信した時点でアクセス可能であれば、情報の速報
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性が担保されると同時に、情報がサーバなどに蓄積されるため被災者が自分
の都合に合わせて情報を収集できる特性を合わせ持っている。しかし、大規
模災害の場合に被災者はパソコンを持って避難することは少なく、また電話
回線もダウンまたは輻輳していることから、パソコンのホームページに情報
を発信しても、こと被災者向けの情報については、直接伝達できる可能性は
少ない。しかし、今回の震災のときのように、パケット通信について各キャ
リアの通信規制がかからない場合、一部基地局のように地盤災害による直接
的被害などを除き、今後今回の震災を教訓に基地局の電源のバックアップが
再整備されれば、携帯電話の電子メール及びインターネット機能に対する情
報発信、収集のためのニーズは高まると考えられる。
ただ、このような精密機械の利用に関しては、高齢者・障害者に対してデ
ジタルデバイドが発生することが多いため、それらに対する配慮も同時に検
討される必要がある。ブログに関しては、最近その情報発信の手軽さから急
激に利用者が増えており、中越大震災においても NPO などで積極的に活用
された。しかし、ブログのシステムが基本的に動的な CMS であり、行政機
関が災害情報発信に利用する場合は、トラフィックの急激な増加と内部から
の短時間での大量の情報発信作業で、内と外からの膨大な負荷が発生して
ウェブサーバが正常に作動せず、ユーザーに対して適正な表示が担保できな
くなる危険性があることを認識し、必要な対策を講じておく必要がある。
電子メール、特に携帯電話の電子メール機能は、中越大震災でも安否確認
において多く利用されているが、情報発信に関しても基礎自治体である市町
村などが住民の手挙げ方式（事前登録制）での災害情報、避難勧告などの緊
急情報の携帯アドレスへの配信サービスを行うことは有効であり、さらにそ
こから行政機関の携帯サイト内にある災害情報に誘導することが可能にな
る。これについては、電子メールと同様のプッシュ型の情報配信手法とし
て、最近注目されつつある RSS の活用方法も検討することが望ましい。
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2.4

今後の災害時広報のあり方と IT ツールの活用

前述の図表 3.2.1 で整理した災害情報のターゲットユーザー、その中でも
特に災害弱者といわれる高齢者、障害者、外国人を含む被災者に対して、情
報の空白期をできるだけ少なくし、
「喫緊に迫る生命の危険を回避するため
に必要な情報」
「安否情報」や以降の「避難生活、生活の維持・立て直しに必
要な情報」など非常にニーズの高い情報を災害時広報として早期に発信、伝
達するためには、前段としての①情報収集力の強化、②各組織内、組織間の
災害情報共有の促進（災害関連人材データベースを含む）、③収集した情報の整理
及び適切な判断、指示を再構築すること、が必要である。
さらに、そこから被災者向けにタイムリーかつ確実に伝達するために、今
回概括的に整理した各媒体の特性を長所、短所を見極めながら有効に活用
し、基本となる確実な情報伝達手段を芯線としながら、多チャンネルで災害
情報を発信することにより、さらに太いケーブルになるように情報発信を効
果的に行っていく必要がある。そして、その際に各種技術の発達により可能
になった IT の手法を上手に組み入れていくことが、さらに多チャンネル発
信を効率的に行うことに寄与することになる。
最後に、この観点からいくつかの IT ツールを使った手法について検討事
項を提示し、本章を終わることとしたい。

2.4.1 安否確認
前述のアンケート結果でもわかるように、発災直後の被災者にとって最も
ニーズの高い情報は、まぎれもなく「家族・親族等の安否」である。
実際の被災地内における安否確認の方法については、固定・携帯電話での
確認ができない場合、自動車や自分の足で直接の確認行動をとるケースが圧
倒的に多いが、これを補完する重要な手法として各種安否確認システムの活
用が重要である。基礎自治体である市町村は職員のマンパワーの上でも厳し
く、全村避難を余儀なくされた山古志村などの特殊な例を除けば、一定箇所
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に住民が集団で避難をすることは難しく、住民全員の安否確認をすぐに行っ
たり、継続的に把握し続けるのは困難である。
このことから、事前に家族間で安否確認システムの利用方法について決め
ておき、何かあれば家族全員がそこで情報の登録・確認を行うようにしてお
くことは大事である。
このためにも、住民も災害発生時にどのシステムがどこに立ち上がるのか
を確認し、システム運用側も告知、啓発活動を行うことが重要である。
現在稼働する各種安否確認システムについて、災害弱者である高齢者、障
害者、外国人等の活用を含めて考えると、筆者は IAA システムの考え方が
好ましいと考える。これは、IAA システムが他のシステムに比べ、①分散型
データベースを持っていて、大規模災害発生時にも稼働が可能であること、
②多種多様な安否登録機能を持っており、登録に関しては IT 機器ゆえのデ
ジタルデバイドを極力少なくすることができること、などの点で、優れてい
る部分があるからである。
そして、今後次に掲げるような部分についての検討、改良がなされて図表

3.2.9 に示すような運用が行われれば「場」としての安否確認システムはよ
り有効なものになる。
①安否確認システムの認知度の向上
・防災訓練での利用、平時からの体験利用のためのシステム常設
・パンフレット、防災ポータルサイトでの啓発
②ワンストップでの情報の確認
・各システム（i モード、au、ボーダフォン各災害伝言板等）間のデータ互
換性の確保
・互換性がない場合、緊急時であるにもかかわらず、あちらこちらの避難
所を探すようにそれぞれのシステムを確認する必要がある
③被災外国人やその家族、知人のための多言語化
・英語圏以外の人の登録・確認への対応
④高齢者、障害者、外国人等の災害時の情報弱者に配慮した多様な登録方法
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図表 3.2.9 今後の安否確認システムのイメージ
登 録

①入口の明確化！認知度アップ！

確 認
国内

PC版（日本語）
国外

各種安否確認システム

国の防災ポータル

IAAシステム

PC版（多言語）

②ワンストップ！
データ共有！

iモード
災害伝言板等

③外国人の安否対応！

⑤登録、確認時
にメール配信！

携帯版

携帯

分散型データベース
電話
（プッシュホン）
ファックス

無

線

衛星携帯電話
④多様な登録方法提供！

リスク、負荷分散！

の確保
・あらかじめ用意した紙の専用登録用紙に記入（場合によっては、ボラン
ティアなどによる代理入力）
・プッシュホンを利用した登録
※現在はすでにこの他に次の登録方法が開発、実装されている。
・PDA 赤外線通信によるオフライン登録機能
・避難所や災害対策本部での CSV 形式での入力を兼ね備えたパルク（まと
め）登録機能
・電話網被災時に備えた「無線による通信」への対応
⑤登録または確認時のメール配信機能
・安否情報を登録または確認した際に、その旨を指定したアドレスにメー
ル配信する
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⑥企業、団体の安否確認システムとしての利用
・個人情報保護法との整理の問題があるが、企業団体の名簿データベース
などとの連携活用
・個人登録の際に特定のキーワードを入力することにより企業が社員の安
否を確認できる
⑦固定、携帯電話及びインターネット回線途絶時の登録方法の検討
・衛星携帯電話やアマチュア無線を利用した登録方式
⑧膨大な個人情報の適切な管理
・個人情報の取扱いやセキュリティポリシーに関する規定の明文化、公開
・個人情報の漏洩に配慮したシステム構成
⑨システム起動時の基準の明確化
・システム起動対象となる災害の種類、規模等の明確化
・運用体制の明確化
⑩オプションとしての被災者間の生活情報を共有・交換するための「場」と
しての災害掲示板の併設

2.4.2 災害情報の配信における XML の活用
日本における XML（eXtensible Markup Language） 関連の普及啓発、アプリ
ケーション開発及びシステム構築の推進、並びに XML ボキャブラリーの標
準化を支援する非営利団体である XML コンソーシアムが 2004 年 2 月に公開
した「観光情報ウェブサービス実証プロジェクト成果資料」から、このシス
テムの基本思想が「災害情報 XML」に転用できる。これにより、前に整理
した災害情報の各発信主体が情報をタイムリーに発信することができ、災害
情報の配信において効率化される部分があると考える。
図表 3.2.10 のようなシステムが持つ次のような特徴は、まさに災害情報
のあり方にマッチングしているといえないだろうか。
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図表 3.2.10 災害情報 XML による情報連携
Ａ市町村

自治体サイト

B 市町村

組み込み

C県

D 電気事業者

組み込み

情報登録

ニュースサイト

災害情報 XML
Ｅ交通事業者
組み込み
F 通信事業者

他の情報ツール、
紙媒体の情報源

G 地域整備局

【システムの特徴】
・情報伝達の即時性：情報発信元から各災害ポータルサイトへ、災害ポー
タルサイトから利用者へ、リアルタイムに配信される
・情報の連鎖：一回の情報配信で、不特定多数の利用者に提供される
・目的の多様性：同一の災害情報が、複数の利用目的の異なる情報サイト
でそれぞれの切り口で利用される
・端末の多様性：同一の情報が、複数の異なる形式の端末で利用される
（例：PC サイト、携帯サイト、地上デジタル放送、文字放送、電光掲示板等）

・サイトの独立性：接続相手システムのプラットフォーム、固有の技術的
な属性に依存しない
・情報発信者はエクセル（VBA）などの活用によりウェブに関する特別な
知識を有しなくとも情報を発信することができる
この仕組みを活用し、XSLT スタイルシートにより整形することにより、
「防災みえ」のような動的な災害ポータルサイトが比較的安価かつ容易に構
築できないかと考える。
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また、この XML データを抜き出して、紙媒体、たとえば災害広報紙の原
稿用電子データに転用することにより、多少の効率化が可能ではないだろう
か。

2.4.3 携帯電話の機能と RSS の活用
今後さらに、災害時に被災者の携帯電話に対する情報収集・伝達要求が高
まることが想定されることから、非常に簡単ではあるが、携帯電話の持つ
メールとインターネット及びウェブサイトの新しい情報を配信するテキスト
データファイルである RSS（Rich Site Summery）の仕組みを活用することで、
災害情報の配信とその後の新着情報等の確認ができないかについて、次のよ
うにして簡単な考察を行ってみた。
【簡易試験環境】
・試験用災害ポータルサイト：ブログ（TypePad1.6）
次の二つの理由から採用
① RSS に対応している
②モバイルに対応している
・災害メール配信：メーリングリスト（Free ML）を代用
・携帯電話：ドコモらくらくホン F672i（音声読み上げ対応）及び auW32H
・RSS リーダー：ニフティの RSS リーダーをモバイル設定で携帯対応に
して利用
以上の環境で次のようなことを試してみた。
●災害情報の携帯メール配信から携帯災害情報への誘導
次のような内容の災害メールを事前に登録してある 2 種類の携帯電話に

①

配信
［災害メール内容］
件名：災害速報
内容：2 月 3 日 15 時 30 分ごろ地震がありました。震源地は佐渡沖と推定
されます。
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おもな震度は次のとおり
震度 6 佐渡市
震度 5 新潟市
この災害対応に関する情報は随時次の携帯サイトからお知らせしま
すのでお気に入りに登録してください。

http://smileechigo.typepad.jp/pref/（仮想の県の災害ポータルの URL）
新潟県災害対策本部
②

ドコモらくらくホンで次の点について確認
・メールの受信の有無：適正に受信
・メールの音声読み上げの確認：適正に読み上げ
・メールからの災害ポータルのリンク：適正にリンク先のページを取得
し、リンク先のページの読み上げも行う
・お気に入りへの登録：登録作業問題なく完了

au の携帯電話で同様に確認

③

・メールの受信の有無：適正に受信
・メールの読み上げ：機能なし
・メールからの災害ポータルのリンク：適正にリンク先のページ取得し、
表示
・お気に入りへの登録：登録作業問題なく完了
ただし、次の点が問題点として確認された。
・ブログのタイプパッド側のモバイル対応の設定仕様の関係で、携帯電話
からサイトを表示した場合、外部リンクと TEL リンクが設定していて
も切られた形で表示され、そのページから先へのリンクをたどったり電
話をかけたりすることができない
・携帯で表示するため、やはりコンパクトな内容でないと読みづらく、表
示容量をオーバーしてしまう。１情報 16 字× 6 行で表示できる内容で
まとめられればベスト
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● RSS リーダーを使った携帯電話での新着情報の確認
ニフティの RSS リーダーに次の災害ポータルの RSS の URL を登録し、

①

最初にドコモらくらくホンのメールアドレス宛にモバイル設定を行った。
②

モバイル設定が完了した旨のメールがドコモらくらくホンに配信された
ため、その URL から i モードに ID とパスワードでログイン、RSS フィー
ドの一覧表示確認
同様に au でも操作、確認

③

［結果と問題点］
・ドコモらくらくホンでは、RSS のフィード一覧の最初の画面まではきち
んと表示、音声読み上げされたが、その後の個別情報は適正に展開でき
ない部分があった
・au では適正に表示、展開された
・携帯電話用の RSS リーダーが、まだ種類も少なく、適用できる機種も
限られている
・災害に関する RSS リーダーの有効利用を考える際に、RSS 対応の情報
発信サイトを整理し、OMPL（Outline Processor Markup Language）のデー
タ形式で階層化された URL 情報を扱えるようにすることも考えられる

2.5

最後に

このように、災害情報の発信の多チャンネル化について、いろいろな手法
を活用し確実に伝達することは必要であるが、災害情報は発信するための仕
組みだけが整えばきちっと伝わるものではなく、情報を確実に伝達・共有
し、それをもとに適切に対応し、可能な限りの減災を試みる人間系の社会シ
ステムが合わせて構築されなければ適正に稼働しない。
このため、すでに策定された「復興ビジョン」
「復興計画」を実効たらしめ
る具体的な社会システムの構築に、さらに歩を進めていかなければならな
い。
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2006 年度の人事異動に関連して、4 年間携わってきた新潟県ホームペー
ジのサイトマスター及び災害発生時の広報班の業務を後任にお願いし、少し
離れた視線でインターネットのことを考えることができるようになったなか
で、2006 年 3 月に内閣府から公表された「災害時要援護者の避難支援ガイ
ドライン（災害時要援護者の避難対策に関する検討会）」を具体的社会システムの
構築に向けた一つの有効な提言として拝見した。このガイドラインに関連し
ていくつか考える部分について述べて本章の終わりとしたい。
●災害時要援護者の中の「外国人」に関して
外国人に関しては、直接・間接に支援するための仕組みにおいて、「言語
（外国語）」の問題が大きくかかわってきており、かなり高度な会話能力を持っ

た人も必要になることから、人材確保・連携の点で、かなり広いエリアでの
連携が必要である。日本人同士と異なり、根差す文化・国民性の違いによっ
て誤解が生じ、避難生活において大きなストレスとなったことなどもあるこ
とから、当ガイドラインとは別に、外国人の避難支援ガイドラインとその具
体的システムが同様に検討されることが必要と感じた。
●多様な手段の活用による通信手段の確保
ガイドラインの「⑵多様な手段の活用による通信の確保」で下線により強
調表示されている「要援護者を支援するための専用の通信手段の構築やイン
ターネット（電子メール、携帯メール等）、災害用伝言ダイヤル「171」、災害用
伝言板サービス（携帯電話を使用した安否確認サービス）、衛星携帯電話、災害時
優先電話、公衆電話、簡易無線機等のさまざまな手段を活用すること」とあ
るが、基礎自治体の市区町村においては、
「不審者情報一斉メール配信」と
合わせて電子メール、携帯メールへの「避難準備情報等の発令・伝達メール
配信」などを避難支援のサービスツールとして検討すべきではないだろう
か。ただし、この際特に、視覚障害者が使う音声読み上げ対応の携帯電話で
その情報が的確に読み上げられ、正確に伝達されるような配慮、確認が、発
信者側で必要と考える。
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その際の一斉同報の配信内容のスタンスとして、前述した「携帯電話の機
能とプッシュ型インターネットサービスと RSS の活用」の要素も取り込む
ことは有効ではないだろうか。
●要援護者情報の収集・共有へ向けた取り組みに関連して
今回の中越大震災においても、各障害者団体に加入している障害者と未加
入または加入を拒否している障害者の間に安否確認や避難情報などにおい
て、さらにデバイドが発生し、確認などに時間を要していたことなども考え
ると、個人的にはガイドラインにある「関係機関共有方式」をベースにし、
手上げ、同意方式等の活用により通信手段に必要な電話番号やメールアドレ
スを確認していくことが現実的な対応と考える。
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