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地域 SNS全国フォーラム in姫路 

 

分科会１Ｂ 

 

『災害時にＳＮＳが機能するには 

－ＩＣＴは情報の空白域を埋められたか？』 
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プロフィール 

 

コーディネータ 

後藤 真太郎（ごとう しんたろう） 

三菱総合研究所研究員、金沢工業大学助教授を経て、立正大学地球環境科学部

環境システム学科教授。専門は、環境管理情報学。ジオインフォマチックスに

よる空間情報社会の形成。ナホトカ重油事故以来、災害情報後方支援の研究に

従事。SNS x GISを使って空間情報社会の醸成、オホーツク沿岸都市紋別を拠点

にサハリンからの油流出事故に備える組織を構築。東日本大震災では災害に対

しては、GIS や SNS やソーシャルメディアを駆使して災害情報後方支援を行い、

内閣府の緊急マッピングチームの一員として岩手、宮城、福島県の約 70,000世

帯の津波流出家屋調査を行い罹災証明書の早期作成した他、大船渡、気仙沼の

漂着油回収作業を自治体と協働してボランティアを集め実施した。 

関連：あついぞホッと com：http://kumacom.jp/ 

 

パネリスト 

岡村 卓治（おかむら たかはる） 

姫路市危機管理室長。1956年（昭和 31年）姫路市生、姫路市在住。 

昭和 53年姫路市消防士拝命、以来、消防・救急・救助業務や予防業務、消防総

務業務の担当や、市行政部門への出向も経験し、平成 17年に姫路市消防局防災

課長、平成 19 年に姫路市消防局総務課長、平成 21 年に姫路市消防局次長、平

成 23年 4月より現職。 

 

早瀬 公夫（はやせ きみお） 

掛川タクシー代表取締役。掛川市職員として静岡県出向を含め情報政策を 26年

間担当。平成 18 年のｅ-じゃん掛川の開設に関わる。公共施設間をつなぐネッ

トワーク整備、地域ＩＴ講習、住民基本台帳カードの多目的利用推進を担当。

平成 15年「全国自治体 善政競争・平成関ヶ原合戦（ＺＥＮＳＥＩ・バトル）

にて『掛川市は「良質な情報の受発信基地となれ」』で参戦「平成の関ヶ原合戦

功名賞」受賞?。平成 17 年３月の市町村合併ではコンピュータシステムの統合

を指揮。掛川商工会議所常議員、シニア情報生活アドバイザー、静岡県地域情

報化コーディネーター、静岡県ＩＣＴ利活用推進懇談会委員等を兼任。 



塩崎 泰雄（しおざき やすお） 

NPO法人桐生地域情報ネットワーク理事長。昭和27年群馬県桐生市生まれ。 

そのほか、（株）ＦＭ桐生・取締役、地域情報化アドバイザー（総務省）、関

東ICT推進NPO連絡協議会・幹事、NPO:KAIN P2Pコンソシアム・理事、桐生の文

化施設を考える会・事務局長、（社）桐生市歯科医師会・会長を務める。 

”情報化を通してひとづくり・まちづくりのお手伝い”をスローガンにNPO法人:

桐生地域情報ネットワークを設立し、地域情報化を実践。 

桐生市を中心に、地域SNS,Twitter,Facebook,Youtube,UstremなどICTツールと

コミュニティFM（FM桐生）を連動した『交流の場の醸成と運営』を実践しなが

ら、沢山の市民の人々と、子供たちに残せるまち桐生のまちづくりを活動する。

3.11依頼、地域SNSを連携した村つぎプロジェクトのキー局を担当し、現在も継

続して被災地の幼稚園、中学校との関係をつなぎ続けている。 

塩崎歯科医院三代目医院長。1952 年群馬県桐生市生まれ。ほかに日本補綴学会

認定医・指導医、桐生市歯科医師会会長を務める。平成 2年”情報化を通して、

まちづくり・ひとづくりのお手伝い”をスローガンに NPO 法人桐生地域情報ネ

ットワークを設立し理事長に就任、平成 7年”みんなで作る FM桐生”を目指し

てコミュニティ FM（株-FM桐生）の設立に参画、取締役に就任、平成 9年より 総

務省地域情報化アドバイザー、平成 8 年より桐生市歯科医師会会長に就任、現

在に至る。 

 

干川 剛史（ほしかわ つよし） 

大妻女子大学・教授。群馬県前橋市出身。慶應義塾大学大学院社会学研究科修

了。阪神・淡路大震災から情報ボランティアを実践する。徳島大学助教授を経

て、現在、大妻女子大学教授、日本災害情報学会理事。情報通信技術を活用し

て東日本大震災の被災地支援と「灰干しプロジェクト」に携わる。 

著書（単著）として、公共圏の社会学（2001 年、法律文化社）、公共圏とデジ

タル・ネットワーキング（2003 年、法律文化社）、デジタル・ネットワーキン

グの社会学（2006 年、晃洋書房）、災害とデジタル・ネットワーキング（2007

年、青山社）、現代社会と社会学（2008年、同友館）、情報化とデジタル・ネッ

トワーキングの展開（2009年、晃洋書房） 

【ホームページ】 

・干川剛史の『社会と情報』ホームページ 

(http://homepage3.nifty.com/thoshikawa/hoshikawaHP/2index.html) 

・平成23年東日本大震災(http://jpgis.jp/group.php?gid=10033) 

・平成23年霧島連山新燃岳火山災害(http://jpgis.jp/user.php?uid=1005) 

・三宅島サポーターズ SNS(http://jpgis.jp/index.php?gid=10021) 



吉田 等明（よしだ ひとあき） 

岩手大学准教授。岩手大学 CIO 補佐官、岩手大学情報セキュリティアドバイザ

ー、盛岡市情報化基本計画懇話会委員など。地域で情報を活用したコミュニテ

ィを多数立ち上げ、ボランティア的な活動を展開、盛岡市や岩手県の情報化に

委員として係わり、地域情報化に取り組む。主な論文に、「開かれたオンライン

コミュニティ」Computer & Education vol.16, pp.20-27 2004.、「地域連携に

基づくブロードバンドを活用した多地点間遠隔授業」Computer & Education 

vol.16, pp.28-32, 2004.など。 

（順不同） 



『災害時にＳＮＳが機能するには 

－ＩＣＴは情報の空白域を埋められたか？』 

立正大学地球環境科学部 

環境システム学科 

後藤真太郎 

議論していただきたい内容 

 

■ 東日本大震災で阪神淡路大震災直後の提言*がどれだけ達成されたか？ 

阪神淡路大震災直後の提言* 改善 課題 

災害直後の「安全情報」を提供する

体制の整備  

○ 緊急時の情報と復興期の情報の連携  

災害時の「安否情報」のシステムの

確立  

○ 民間が主体 

行政との関わり 

被害の状況を的確に把握するため

の情報収集能力の強化  

◎ 情報が重複 ・利用者とのブリッジ不足  

情報格差の解消  

緊急避難生活を支援するための情

報ネットワーク構築  

△ 避難所の情報格差  

情報通信インフラの早期復旧**  

震災の記録・経験・教訓をマルチメ

ディアで記録し活用  

◎ 民間が主体  

*情報の空白を埋める: 兵庫ニューメディア推進協議会編（1996）  

**複合的広域的災害であるため手が回らない  

 

■東日本大震災前後の地域 SNS利用の相互比較 

 



・災害時に、コミュニティ構造に変化が生じ、それぞれのコミュニティで災害に対する 

態度（支援・対策）などが異なる。  

・災害支援において、コミュニティごとに適切なタスクの割り振りができるなどの可能性  

  → 平時の備えが災害時に有効に働く  

－「イベント・地域交流」（一般市民の交流を指向するコミュニティ）→ 支援受け 

入れのマネジメント  

－ 災害時の共助の意識（災害ユートピア）を平時に持続させるモチベーションに 

つなげる  

－ モチベーション向上のトリガ―として情報（場所など）の見える化効果が認めら 

れる  

 

■SNSは空白域を埋められたか？ 

  

『地域 SNSは人と人・人と地域の空白域を埋める』 

 

■災害時の情報共有に向けて- 災害時の共同性の平時の地域情報の共有へ  - 

 

✓ 緊急時に作られた情報の目的別提供  

✓ 時空間的に変化する情報の見える化  

✓ 新規参加者への配慮  

✓ 平時に利用できる工夫 中間支援組織？  

  

時間的・場所的な制約を超えた 情報交流空間が必要 → 地域 SNS の役割 

 

他のソーシャルメディアとの違いは？ 



姫路市危機管理室

平成24年6月1日1



①

② ③

⑤
④

⑦

⑥

①大原断層
②土万断層
③安富断層
④暮坂峠断層
⑤琵琶甲断層
⑥三木断層
⑦草谷断層

山崎活断層
山崎断層帯

発生確率 今後30年以内で最大５％





内閣府中央防災会議 東南海・南海地震等に関する専門調査会評価



山崎断層の被害（姫路市）

マグニチュード７．７ 震度６弱～６強の揺れ
を想定

発生確率～今後３０年以内で最大５％～

（季節・冬 時間・夕方）

建 物

木造全壊 26,864棟

火災による焼失 2,936棟

避難者数 95,835人

負傷者 10,449人

死 者 1,495人



・市川洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
平成１８年３月に流域の各家庭へ配布

・揖保川・夢前川・大津茂川

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

平成19年3月に流域の家庭へ配布

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

・天川・八家川洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

・津波・高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

平成20年3月に流域及び沿岸域の各家庭へ配布

6



浸水が想定される範囲・浸水深

次へ↓

浸水深が5.0m以上の区域

浸水深が2.0m～5.0m未満の区域

浸水深が1.0m～2.0m未満の区域

浸水深が0.5m～1.0m未満の区域

浸水深が0.5m未満の区域

がけ崩れの危険のある区域

土石流の危険のある区域

地すべりの危険のある区域

凡　　　例

7



気 象 の 状 況

降雨
・９/２～９/4 合計301.5㎜
・時間最大雨量 79㎜(4日0時から1時)

警報
・大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報
・土砂災害警戒情報

風
・最大瞬間風速 19.2ｍ/ｓ（2日）

8
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用語の説明

はん濫危険水位
・洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫
の起こる可能性のある水位。

避難判断水位
・河川が氾濫する可能性がある場合に、住民が避難
を開始すべき水位。

・水防団が出動等をする水位
・そろそろ河川の氾濫に注意した方がよい水位。

はん濫注意水位

12



用語の説明

・避難に時間のかかる人は、避難開始
・通常の避難行動ができる人は避難準備

避難準備情報（要援護者避難）

避難勧告
・人的被害の発生危険が明らかに高まった状況
・すべての住民は避難を開始

避難指示
・人的被害の発生危険が非常に高い状況
・すべての住民は避難行動を完了
・避難していない住民は、直ちに避難

13



終

ありがとうございました。
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「安心安全を目指して
地域ＳＮＳ ｅ-じゃん掛川」

掛川タクシー代表取締役社長

掛川市地域情報政策補佐官

早瀬 公夫



経歴
掛川タクシー 代表取締役

掛川市地域情報政策補佐官

掛川市観光協会理事 掛川商工会議所常議員兼観光業部会副部会長

昭和54年、掛川市役所入庁、システムエンジニアとしてＯＡシステム開発に従事。

平成３年 静岡県情報管理課勤務時に静岡県総合情報ネットワークの構築を担当。

平成４年 掛川市情報管理課勤務 平成８年５月落成の新庁舎建設のＯＡ部門を担当

公共施設間をつなぐネットワーク整備や地域ＩＴ講習を担当

平成17年３月の市町村合併ではコンピュータシステムの統合を指揮。

平成17年 掛川市ＩＴ政策課課長補佐

住民基本台帳カードの多目的利用や地域ＳＮＳｅ-じゃん掛川を企画推進
。

平成20年 ３月31日にて掛川市役所退職 家庭の事情で掛川タクシー（株）へ

平成13年、総務省「住民へのＩＴ機会の提供等のあり方に関する検討委員会」委員

平成18年より ニューメディア開発協会公認シニア情報生活アドバイザー

平成19年より 静岡県地域情報化コーディネーター

平成22年６月 掛川市地域情報政策補佐官

平成23年より 静岡県ＩＣＴ利活用推進懇談会委員



面積
総面積265.63平方キロメートル
平成２４年３月末日現在
住民登録人口 １１５，１６８人
世帯数 ３９，４０６世帯
外国人登録人口 ４，０３８人

旧掛川市のとき、昭和５４年に全国に先
駆けて生涯学習都市宣言を行う。
市民募金３０億円を柱に新幹線掛川駅を
建設、
次いで東名高速道路掛川インターも設置
今年は、ＮＨＫためしてガッテンで掛川
市のお茶の食生活が話題。

掛川市の概要



(1）市民総代会システム
市民総代会システムは、旧掛川

市で昭和５４年に始まり、現在25
地区で行われる「地区集会」と年
１回の「中央集会」がある。議事
録の「市長交流控帖」はホーム
ページに公開。

(2）地域生涯学習センター
掛川市の生涯学習運動を進める

地域拠点として、昭和56年から整
備。
現在、市内には概ね小学校区単

位に26の地域生涯学習センターが
設置されています。
運営の中心的担い手は、地域住

民で、地域の住民で運営され、地
域住民が集って学習をしたり、コ
ミュニケーションを深めたり、地
域の特色を生かし様々な専門部活
動が行われている。

掛川市の地域コミュニティ活動

掛川市は明治の大合併、昭和の大合併、平成の大合併を経て誕
生した、地方の小都市。比較的まだ地域コミュニティがしっか
りしている。

掛川市の２大コミュニティ施策



「ｅ－じゃん掛川」導入へ
地区集会、中央集会は１年に１度なので、仕事や用事があり参加した
くてもできないため、電子地区集会が開けないか？
地域の電子交流会ができないか？ 平成14年から検討

（平成1８年1月）
千代田地域ＳＮＳ(ちよっピー)に掛川観光情報「来て、見て掛川」･
「掛川市ＩＴサポーターだより」を開設し実験。

(平成18年11月3日)
ｅ-コミュニティ形成支援事業実証実験に参加 ｅ－じゃん掛川開始

平成18年11月３日運用開始
現在の登録数 約3,120

目指したところ
生涯学習を手助けするｅ－コミュニティ
安心安全をサポートするｅ－コミュニティ
今まで市政に参加しにくかった方の市政参加



静岡県の防災訓練

９月１日と12月第１日曜日は市民(県民)総出の訓練



静岡県の防災訓練 お年寄りも中高生も企業も参加します
ｅ-じゃん掛川も発足当初から参加しています。
平成18年12月の防災訓練
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=10101&grpcd=104686&o=&l=20



2011年12月４日静岡県地域防災訓練



2011年12月４日静岡県地域防災訓練



2011年12月４日静岡県地域防災訓練



事前の準備、事後の検証

e-じゃん交流コミュニティー内
で「e-じゃん掛川防災訓練」の
検証アンケートを行いました。
http://e-jan.kakegawa-
net.jp/modules/enquete/enquet
e_view.phtml?id=513351&grpcd=
102652&o=&l=20

１０日あまりで１１０を超える
アンケートが集まり、意見を書
いていただいた方も４７件あり、
関心の高さがうかがえました。

初めてｅ-じゃん掛川上の防災訓練に参加する方もいるので、
１２月４日の防災訓練の前に１１月２８日から１２月２日まで練習
のトピックをたてて、１２月４日の本番の訓練に臨みました。



平成19年６月１日(金)震度４の地震
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=104056&grpcd=104686&o=&l=20

平成19年９月１日(土)防災訓練
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=122277&grpcd=104686&o=&l=20

平成21年５月26日断水に伴う市民広報
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=254114&grpcd=104686&o=&l=20

平成21年８月11日(火)震度５の地震 次ページに詳細を
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=267749&grpcd=104686&o=&l=20

平成22年年９月14日(火)断水
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=364196&grpcd=104686&o=&l=20

今年「１月17日」の雪でもトピックができました
http://e-jan.kakegawa-

net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=521478&grpcd=104686&o=&l=20&o=&l=2

0

安心安全に関わるｅ－じゃん掛川の取り組み



平成年８月11日震度５の地震発生 災害モードに

８月11日地震前後のｱｸｾｽ数

パソコン 携帯電話
８月10日 46 ８月10日 12
８月11日 3,944 ８月11日 941
８月12日 384 ８月12日 22
８月13日 133 ８月13日 24

通常時のレイアウトから災害時
の情報をとりやすい災害モード
に変更し、「災害コミュニティ」
にてホームページに掲載された
内容や同報無線に流れた情報等
を総合的に提供。
JR東海やNEXCO中日本などの交
通機関へのリンクを貼り、利用
者への利便性を向上。

http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=267749&grpcd=104686&o=&l=20



2011年９月 台風１２号、１５号

台風12号災害状況報告
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=466308&grpcd=104686&o=&l=20

土砂災害警戒情報発令・避難勧告発令
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=466306&grpcd=104686&o=&l=20

台風15号による暴風警報
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=470894&grpcd=104686&o=&l=20

反省トピック
http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=471345&grpcd=104686&o=&l=20

http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=472870&grpcd=104686&o=&l=20

安心安全に関わるｅ－じゃん掛川の取り組み

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日

台風12号

パソコン ６６ ７０９ ３０３ ６６ ６８

携帯 ５ ２５８ １７ １ １

9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日

台風15号

パソコン ３３ １，３１２ ４３８ ７６ ５６

携帯 ３ ３０７ ５１ １３ ７

災害コミュニティ
へのアクセス数



http://e-jan.kakegawa-

net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=415002&grpcd=104686&o=&l=20

村つぎに参加
「学び応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～20年後の未来のために～」 ということで震
災で大きな被害を受けた岩手県に学用品を送る村つぎプロジェク
トに参加しました



安全・安心コミュニティ
犯罪・不審者情報及び防犯まちづくりに関する情報等の提供に関するコミュニティです。
行政関係で行っており、投稿者は行政、警察関係に限られています。

http://e-jan.kakegawa-net.jp/c.phtml?g=112956

東日本大震災支援掛川市民の会
平成23年3月11日午後発生した東日本大震災において発生した国難に、掛川市民が一
丸とな支援体制を築くために設立。

http://e-jan.kakegawa-net.jp/c.phtml?g=156976

災害ＶＣ掛川
掛川市の災害ボランティアコーディネーターのグループのコミュニティーです。

http://e-jan.kakegawa-net.jp/c.phtml?g=147274

公衆電話どこにある？

、災害でつながりやすい公衆電話が市内のどこにあるかの地図をつくりを行うコミュニ
ティです。

http://e-jan.kakegawa-net.jp/c.phtml?g=158675

その他の防災関係コミュニティー



地域SNSは行政がもっと利用すべき！

広報や
ホームページ
がより簡単に
情報が発信
できる

アンケート
が簡単にでき
集計も瞬時に

パブコメ以上
に市民からの
良質なご意見が

得られる

ホームページが
使えない人には
内容を集約した

「いいじゃん通信」
を発行

○目指せ登録者数４千人！！
(市民総代会の１地区となるように)

ｅ-じゃんステーション

○会員を増やすために



市民の幸せの拡大に向けて

• 早く安く便利効率を目指して

－テレビのようなＩＣＴを目指して

• 「繋がること」を常に意識

－情報の受発信が可能な市民が多い町を目指して

• 誰のためのＩＣＴか？
－市長やランキングのためではない

－市民の幸せが評価のポイント

• ＩＣＴ能力の向上で

－心豊かなスローライフ社会の実現を！


