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災害管理業務の業務・システム最適化計画（案）
2005 年（平成 17 年）12 月 28 日
2010 年（平成 22 年）８月 31 日改定
各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定
第１ 業務・システムの概要
我が国の国土は、地震、津波などの自然災害の発生しやすい自
然条件下に位置しているとともに、社会・産業の高度化に伴う大
規模な事故による被害（事故災害）の発生にも対応することがで
きるよう、防災対策の一層の充実強化が求められている。
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、
防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必
要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画
の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財
政金融措置その他必要な災害対策について、総合的かつ計画的な
防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共
の福祉の確保を図っていく必要がある。
なかでも、防災対策にとって、情報は、平常時から的確に災害
に備えるためにも、災害時に状況に即応した緊急対応や復旧等を
行うためにも、最も基礎となるものである。
最適化計画が対象とする災害管理業務は、災害（風水害・地震・
火山等）における情報の収集、確認、及び集約並びに対策の実施
に関わる情報の共有とする。
以上を踏まえ、災害管理業務の最適化に当たっては、情報収集・
伝達の省力化、限られた資材・人材の有効活用により、防災関係
機関の災害対応能力の強化を図り、人命の救助・救急、医療、消
火等の災害対策活動を効果的に実施することを基本理念とする。
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災害管理業務の業務・システム最適化計画
2005 年（平成 17 年）12 月 28 日
各府省 CIO 連絡会議決定

第１ 業務・システムの概要
我が国の国土は、地震、津波などの自然災害の発生しやすい自
然条件下に位置しているとともに、社会・産業の高度化に伴う大
規模な事故による被害（事故災害）の発生にも対応することがで
きるよう、防災対策の一層の充実強化が求められている。
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、
防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必
要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画
の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財
政金融措置その他必要な災害対策について、総合的かつ計画的な
防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共
の福祉の確保を図っていく必要がある。
なかでも、防災対策にとって、情報は、平常時から的確に災害
に備えるためにも、災害時に状況に即応した緊急対応や復旧等を
行うためにも、最も基礎となるものである。
最適化計画が対象とする災害管理業務は、災害（風水害・地震・
火山等）における情報の収集、確認、及び集約ならびに対策の実
施に関わる情報の共有とする。
以上を実現することで、情報収集・伝達の省力化、限られた資
材・人材の有効活用により、防災関係機関の災害対応能力の強化
を図り、人命の救助・救急、医療、消火等の災害対策活動を効果
的に実施する。

第２ 最適化の実施内容
中央防災会議では、防災活動における情報の重要性や、情報技
術（ＩＴ）の急速な進展等を踏まえ、「防災情報の共有化に関す
る専門調査会」を設置し、平成 14 年 10 月より 12 回にわたり審
議を重ねた。審議では、政府が緊急に推進すべき防災情報システ
ムの整備戦略の検討に重点をおき、平成 15 年３月に「防災情報シ
ステム整備の基本方針（以下「基本方針」という。）」を、政府
として幅広く防災情報を共有するシステムの整備を体系的に推進
する戦略として取りまとめ、中央防災会議にて決定した。
基本方針においては、「防災情報共有プラットフォーム」（以
下「プラットフォーム」という。）を構築することにより、
・防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報の形式の標準化
・国、地方公共団体等の各機関の情報を共通のシステムに集約
・セキュリティに関する対応も含め円滑な運用のためのルールの
策定
を行い、これを前提としたシステムの整備を国・地方公共団体等
が計画的に進めることとされた。
内閣府は、プラットフォームによる防災情報の共有化を図るた
め、関係省庁の協力を得て、次に掲げる最適化を実施する。
本最適化の実施により、年間約 2.6 億円（試算値）の運用経費
を要することとなるが、その一方で、防災関係機関の情報を共通
の地図に集約すること等の情報共有が可能となり、防災関係機関
間等における情報伝達の時間を０に近づけることが可能となる。
例えば、地震発生直後に揺れの大きかった地域の地形等の情報を
各機関が直ちに閲覧出来るようにすること等により、現地の災害
対策活動への的確な指示、他の災害対策の追加的な実施が可能と
なる。
なお、プラットフォームの構築に当たっては、学識経験者及び
関係省庁からなる防災情報共有プラットフォーム検討会（座長：
岡部篤行 東京大学教授）や、関係省庁との検討・調整の場である
防災情報共有ＷＧにおいて検討を行い、その検討結果を踏まえた
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第２ 最適化の実施内容
中央防災会議では、防災活動における情報の重要性や、情報技
術（ＩＴ）の急速な進展等を踏まえ、「防災情報の共有化に関す
る専門調査会」を設置し、平成 14 年 10 月より 12 回にわたり審
議を重ねた。審議では、政府が緊急に推進すべき防災情報システ
ムの整備戦略の検討に重点をおき、平成 15 年３月に「防災情報シ
ステム整備の基本方針（以下「基本方針」という。）」を、政府
として幅広く防災情報を共有するシステムの整備を体系的に推進
する戦略としてとりまとめ、中央防災会議にて決定した。
基本方針においては、「防災情報共有プラットフォーム」（以
下「プラットフォーム」という。）を構築することにより、
・防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報の形式の標準化
・国、地方公共団体等の各機関の情報を共通のシステムに集約
・セキュリティに関する対応も含め円滑な運用のためのルールの
策定
を行い、これを前提としたシステムの整備を国・地方公共団体等
が計画的に進めることとしている。
これを踏まえ、内閣府は、関係省庁の協力を得て、プラットフ
ォームの構築による防災情報の共有化を図ることとし、次に掲げ
る災害管理業務の業務・システムの最適化を実施する。
本最適化の実施により、プラットフォームに年間約０．５億円
（試算値、運用開始時）の運用経費を要することとなる。一方、
災害対策活動は、災害時に業務処理が極端に増加するという業務
の特殊性を考慮して、防災関係機関の情報を共通の地図に集約す
ること等の情報共有を可能とするプラットフォームを構築するこ
とによって、防災関係機関間等における情報伝達の時間を０に近
づけることとする。例えば、地震発生直後に揺れの大きかった地
域の地形等の情報を各機関が直ちに閲覧出来るようにすること等
により、現地の災害対策活動への的確な指示、他の災害対策の追
加的な実施が可能となる。
プラットフォームは、平成１７年度までに構築し、平成１８年
度から運用及び機能の拡張を行う。なお、プラットフォームの構

上で、平成１７年度に構築し、平成１８年度から運用及び機能拡
張を実施している。
また、プラットフォームについては、平成２２年度に内閣府で
別途運用している「地震防災情報システム」及び「人工衛星等を
活用した被害早期把握システム」と統合し、バックアップシステ
ムを構築することにより、「総合防災情報システム」として、一
体的な運用・管理を行う（プラットフォームに対する最適化実施
事項については、総合防災情報システム運用開始後は、同システ
ムに対して行うこととする。）。これにより、各システムを個々
に更改し、バックアップシステムを構築して運用する場合と比べ
て、年間約 0.5 億円の経費削減が見込まれる。

築においては、学識経験者及び関係省庁からなる防災情報共有プ
ラットフォーム検討会（座長：岡部篤行 東京大学教授）、関係省
庁との検討・調整の場である防災情報共有ＷＧを設置して検討を
おこなっている。

１

１ 横断的に共有化すべき情報の整理
国の責務たる防災業務の遂行において、複数の中央省庁におい
て、共通して必要とされる情報について、プラットフォームに搭
載する候補となる防災情報を以下のとおり整理した。
これにより、単なる報告のための情報ではなく、防災関係機関
が災害対応を迅速かつ的確に実施するため横断的に必要となる情
報を明らかにした。

横断的に共有化すべき情報の整理
国の責務たる防災業務の遂行において、複数の中央省庁におい
て、共通して必要とされる情報について、プラットフォームに搭
載する防災情報を以下のとおり整理した。
これにより、単なる報告のための情報ではなく、防災関係機関
が災害対応を迅速かつ的確に実施するため横断的に必要となる情
報を明らかにした。

（１）大規模災害時の省庁間の調整業務に必要な情報
（１）大規模災害時の省庁間の調整業務に必要な情報
大規模災害（東海地震など）時に、政府の対策本部などで、
大規模災害（東海地震など）時に、政府の対策本部などで、
中央省庁を横断的な調整や計画策定が行われる、以下の業務に
中央省庁を横断的な調整や計画策定が行われる、以下の業務に
おいて必要とされる情報。
おいて必要とされる情報。
・広域にわたる医療活動
・救助等の応援部隊の派遣活動
・広域にわたる医療活動
・救助等の応援部隊の派遣活動
・物資の調達活動
・交通確保・輸送活動
・物資の調達活動
・交通確保・輸送活動
（２）各省庁の独自業務において、共通して必要な情報
（２）各省庁の独自業務において、共通して必要な情報
各省庁がそれぞれの業務（応急対策～復旧復興・対策）の実
各省庁がそれぞれの業務（応急対策～復旧復興・対策）の実
施において必要とする、他省庁の所有情報のうち、多くの省庁
施において必要とする、他省庁の所有情報のうち、多くの省庁
で共通して必要とされる情報。
で共通して必要とされる情報。
・災害要因となる自然現象の状況（気象、地震、河川の状況な
・災害要因となる自然現象の状況（気象、地震、河川の状況な
ど）
ど）
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・交通状況（道路、空港、港湾）
・ライフラインの状況（被害情報、復旧の見通し）
・避難状況（避難場所、物資不足状況）
２

防災情報の形式の標準化
防災情報としては、①避難勧告発令市町村名、破堤箇所などの
災害発生時に報告されている災害情報、②雨量データや河川水位
データなどのシステム的に収集されている観測情報、③人口デー
タ、道路地図などの定期的に整備されている基礎情報があり、こ
れらの情報を共有の対象とし、標準化（プラットフォームに集約
するための定型化）等を以下に示すとおり実施し、防災情報の迅
速かつ正確な共有を図る。
これにより、現在、異なるシステムにあるデータを重ね合わせ、
付加価値のある情報を共有することが可能となり、迅速かつ的確
な意思決定が可能となる。

・交通状況（道路、空港、港湾）
・ライフラインの状況（被害情報、復旧の見通し）
・避難状況（避難場所、物資不足状況）
２ 防災情報の形式の標準化
防災情報としては、①避難勧告発令市町村名、破堤箇所などの
災害発生時に報告されている災害情報、②雨量データや河川水位
データなどのシステム的に収集されている観測情報、③人口デー
タ、道路地図などの定期的に整備されている基礎情報があり、こ
れらの情報を共有の対象とし、標準化（プラットフォームに集約
するための定型化）等を以下に示すとおり実施し、防災情報の迅
速かつ正確な共有を図る。
これにより、現在、異なるシステムにあるデータを重ね合わせ、
付加価値のある情報を共有することが可能となり、迅速かつ的確
な意思決定が可能となる。

（１）災害情報の標準化
（１）災害情報の標準化
災害情報については、現行では電話・ＦＡＸ及び電子メール
災害情報については、現行では電話・ＦＡＸ及び電子メール
による連絡が主流であるところ、ファイル読み込みによるデー
による連絡が主流であるところ、ファイル読み込みによるデー
タ取り込みが可能となるよう、電子化されていない情報につい
タ取り込みが可能となるよう、電子化されていない情報につい
ては電子化するとともに、現在の各省からの報告様式をもとに
ては電子化するとともに、現在の各省からの報告様式をもとに
して、各事項について電子報告様式を定める。
して、各事項について電子報告様式を定める。
これにより、現状、防災関係機関から送付される被害報告の
これにより、現状、防災関係機関から送付される被害報告の
様式が定形化され、報告する側とされる側の双方向の情報共有
様式が定形化され、報告する側とされる側の双方向の情報共有
の迅速化が図られる。
の迅速化が図られる。
以下の防災関係機関から報告されている内容について、平成
以下の防災関係機関から報告されている内容について必要な
検討を行い、課題を解決したものを対象に標準化を行う。
１７年度以降、必要な検討を行い、課題を解決したものを対象
に標準化を行う。
・防災活動に関わる施設の情報（例 空港、港湾の被害状況【国
・防災活動に関わる施設の情報（例 空港、港湾の被害状況【国
土交通省】）
土交通省】）
・住民の避難に関わる状況（平成２１年度済）
・住民の避難に関わる状況（例 避難勧告、避難人数【消防庁】）
・防災活動に関わる情報（例 部隊の展開情報、物資の輸送状
・防災活動に関わる情報（例 部隊の展開情報、物資の輸送状
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況【防衛省、警察庁、消防庁】）
・被害に関わる情報（例 ライフラインの被害状況【総務省、
厚生労働省、経済産業省】）
停電状況（平成１８年度済）、ガス供給停止状況（平成１８
年度済）、河川状況【国土交通省】（平成１９年度済）、人
的・建物被害情報【警察庁】（平成２０年度済）、被災可能
性箇所【内閣官房】（平成２０年度済）、電話回線状況【総
務省】（平成２０年度済）、人的・建物被害情報【消防庁】
（平成２１年度済）
・活動拠点に関わる情報（例 緊急輸送用臨時ヘリポート【国
土交通省】）
進出拠点・活動拠点情報【内閣府】（平成２０年度済）、広
域医療搬送拠点情報・広域物資拠点情報【内閣府】（平成２
１年度済）

況【警察庁、防衛庁、消防庁】）
・被害に関わる情報（例 ライフラインの被害状況【総務省、
厚生労働省、経済産業省】）

・活動拠点に関わる情報（例
土交通省】）

緊急輸送用臨時ヘリポート【国

（２）観測情報の標準化
（２）観測情報の標準化
現行ではシステムによって、システム構成やデータフォーマ
現行では、システムによって、システム構成やデータフォー
ットが異なっているため、接続サーバの設置、標準的な接続イ
マットが異なっているため、接続サーバの設置、標準的な接続
ンターフェース仕様の提示、既存システムとの個別インターフ
インターフェース仕様の提示、既存システムとの個別インター
ェースの整備を行い、オンライン接続によって観測情報をプラ
フェースの整備を行い、オンライン接続によって観測情報をプ
ットフォームに搭載することとする。
ラットフォームに搭載することとする。
これにより、異なるシステムのデータを統合化することが可
これにより、異なるシステムのデータを統合化することが可
能となり、付加価値の高い情報とすることが可能となる。また
能となり、付加価値の高い情報とすることが可能となる。また
オンラインで接続されているため、システムごとに準備しなけ
オンラインで接続されているため、システムごとに準備しなけ
ればならなかった端末を一元的に集約できる。
ればならなかった端末を一元的に集約できる。
ＸＭＬを利用した接続インターフェースを平成２２年度に構
築する。
なお、以下の既存又は現在開発中のシステムとの連携は、デ
ータの有用性、技術的課題、予算の制約等について、必要な検
討を行い、課題を解決したものについて行う。
・地震防災情報システム【内閣府】（平成１７年度済）
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標準的な接続インターフェースは、平成１７年度末までに整
備を行う。
なお、以下の既存又は現在開発中のシステムとの連携は、デ
ータの有用性、技術的課題、予算の制約等について、必要な検
討を行い課題を解決したものについて行う。
・地震防災情報システム（ＤＩＳ）【内閣府】（平成１７年度

・気象資料総合処理システム【気象庁】（平成１７年度済）
・電子国土Ｗｅｂシステム【国土地理院】（平成１７年度済）

・統一河川情報システム【国土交通省】（平成１９年度済）
・停電情報システム【電力会社】（平成１８年度から順次実施）
・緊急消防援助隊動態管理システム【消防庁】
・中央指揮システム【防衛省】
・国営造成土地改良施設防災情報ネットワークシステム【農林
水産省】
また、道路交通情報の収集については、具体的な対象システ
ムを含めて関係省庁等各機関と調整し、課題を解決した上で連
携を行う。
さらに、今後開発される災害に関わるシステムに関しては、
プラットフォームとの連携を踏まえたシステム開発が実施され
るよう調整し、連携を行う。

実施）
・気象資料総合処理システム（アデス）【気象庁】（平成１７
年度実施）
・電子国土Ｗｅｂシステム【国土地理院】 （平成１８年度以
降実施予定。なお、平成１７年度にオフラインによる共有を実
施。）
・広域災害・医療情報システム【厚生労働省】（平成１８年度
以降実施予定）
・統一河川情報システム【国土交通省】（平成１７年度以降実
施予定）
・被害状況の把握、援助隊の編成及び派遣部隊の出動等の支援
を行うシステム【消防庁】（開発中）

また道路交通情報の収集については、具体的な対象システム
を含めて関係省庁等各機関と調整し、課題を解決した上で連携
を行う。
さらに、今後開発される災害に関わるシステムに関しては、
プラットフォームとの連携を踏まえたシステム開発が実施され
るよう調整し、連携を行う。

（３）基礎情報の標準化
（３）基礎情報の標準化
基礎情報についてはデータの作成や更新の時点でプラットフ
基礎情報については、データの作成や更新の時点でプラット
ォームに搭載する。搭載にあたっては、標準的な接続インター
フォームに搭載する。搭載に当たっては、標準的な接続インタ
フェースや既存のデータとの個別インターフェースにより、フ
ーフェースや既存のデータとの個別インターフェースにより、
ォーマット等の変換を行う。
フォーマット等の変換を行う。
これにより、各機関で定期的に更新される情報が、プラット
これにより、各機関で定期的に更新される情報が、プラット
フォームに反映され、常に新しい情報を参照することが可能に
フォームに反映され、常に新しい情報を参照することが可能に
なる。
なる。
基礎情報として、平成１７年度以降、以下の情報を対象とす
基礎情報として、以下の情報を対象とする。
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・地域統計情報（例 人口・世帯数【総務省】）
・基本的な地図・観測に関わる情報（例 水位観測所、道路【国
土交通省】）
・防災活動に関わる施設の情報（例 基地、空港【防衛省、国
土交通省】）
・活動拠点の候補にかかわる情報（例 前進基地、進出拠点、
活動拠点、物資集積拠点【内閣府】）
・防災組織に関わる情報（例 災害拠点病院【厚生労働省】）
等

る。
・地域統計情報（例 人口・世帯数【総務省】）
・基本的な地図・観測に関わる情報（例 水位観測所、道路【国
土交通省】）
・防災活動に関わる施設の情報（例 基地、空港【防衛庁、国
土交通省】）
・活動拠点の候補にかかわる情報（例 前進基地、進出拠点、
活動拠点、物資集積拠点【内閣府】）
・防災組織に関わる情報（例 ＤＭＡＴの配備状況【厚生労働
省】（（２）の広域災害・医療情報システムとの連携に合わせ
て実施）） 等

３ 情報の統合化、視覚化、共有化
各種の防災情報を地理情報システム（GIS）上で統合化する防災
GIS を整備する。また、WebGIS を活用することにより、そうした
情報を防災関係機関が閲覧、検索等できるようにする。それによ
って、以下のような、被災状況の把握、部隊派遣に関する状況把
握等の場面において、情報の統合化、視覚化、防災関係機関によ
る共有化を行い、迅速かつ的確な状況判断を可能とする。
これにより、これまで電話や FAX を用いていたため内容の理解
や相互の情報伝達に時間がかかっていたものが、地理情報システ
ム（GIS）を活用した地図により分かりやすく表示されることで、
迅速で確実な問題の把握や意思決定が可能となる。

３

（１）被災状況の把握
・気象警報発表状況の把握
・河川の水位と周辺状況の把握
・避難勧告の発令されている地域の把握
・観測震度の大きい地域の把握
・地震被害推計の大きな地域の把握
・局所的な災害発生状況の把握
・被害状況の把握

（１）被災状況の把握
・気象警報発表状況の把握
・河川の水位と周辺状況の把握
・避難勧告の発令されている地域の把握
・観測震度の大きい地域の把握
・地震被害推計の大きな地域の把握
・局所的な災害発生状況の把握
・人的被害の把握
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情報の統合化、視覚化、共有化
各種の防災情報を地理情報システム（GIS）上で統合化する防災
GIS を整備する。また、WebGIS を活用することにより、そうした
情報を防災関係機関が閲覧、検索等出来るようにする。それによ
って、以下のような、被災状況の把握、部隊派遣に関する状況把
握等の場面において、情報の統合化、視覚化、防災関係機関によ
る共有化を行い、迅速かつ的確な状況判断を可能とする。
これにより、これまで電話や FAX を用いていたため内容の理解
や相互の情報伝達に時間がかかっていたものが、地理情報システ
ム（GIS）を活用した地図により分かりやすく表示されることで、
迅速で確実な問題の把握や意思決定が可能となる。

・避難状況の把握
・災害救助法適用自治体の把握

・避難状況の把握
・災害救助法適用自治体の把握
（２）防災活動に関する状況把握
・各省庁の応援部隊の展開状況の把握
・輸送可能ルートの把握
・被害空港、港湾の把握
・広域医療搬送状況の把握
・救援物資等調達状況の把握

（２）部隊派遣に関する状況把握
・各省庁の応援部隊の展開状況の把握
・輸送可能道路の把握
・被害空港、港湾の把握

４

運用ルールの明確化による恒常的な利用
プラットフォームを外部の様々なシステムと接続することによ
り得られる防災情報の迅速かつ円滑な共有、継続的な防災情報の
維持管理や更新等について、平常時の有効活用も含め、必要な検
討を行い、課題を解決したものについて、運用ルールを定めると
ともに、その後のプラットフォームの運用状況を踏まえて運用ル
ールを見直す。
これにより、プラットフォームに存在する情報が確実に更新さ
れ利用価値のある情報が蓄積される。

４

５

セキュリティ対策の向上
プラットフォームは、災害時に運用できることを基本としてい
るため、利用する回線は、災害時にも安定した伝送が可能となる
よう、断線や輻輳の恐れがない専用無線回線である中央防災無線
網の利用を基本とする。
また、中央省庁が被災した場合においても、システムの運用が
行えるよう、バックアップシステムを平成２２年度に構築する。
これにより、災害時においても総合防災情報システムの安定的
な運用を図ることができる。

５ セキュリティ対策の向上
プラットフォームは、災害時に運用できることを基本としてい
るため、利用する回線は、災害時にも安定した伝送が可能となる
よう、断線や輻輳の恐れがない専用無線回線である中央防災無線
網の利用を基本とする。また、中央省庁が被災した場合において
も、バックアップのシステムが別の場所で稼動することを前提と
して構築する。
これにより、災害時においてもプラットフォームの安定的な利
用を図ることができる。

６

６

地方公共団体、企業、住民等との連携
プラットフォームについては、接続に関する仕様を公開する。
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運用ルールの明確化による恒常的な利用
プラットフォームを外部の様々なシステムと接続することによ
り得られる防災情報の迅速かつ円滑な共有、継続的な防災情報の
維持管理や更新等について、平常時の有効活用も含め、必要な検
討を行い課題を解決したものについて、平成１８年度に運用ルー
ルを定め、プラットフォームの運用状況を踏まえて運用ルールを
見直す。
これにより、プラットフォームに存在する情報が確実に更新さ
れ利用価値のある情報が蓄積される。

地方公共団体、企業、住民等との連携
整備するプラットフォームについては接続に関する仕様を公開

する。
これにより、地方公共団体、企業、住民等が今後構築する防災
これにより、地方公共団体、企業、住民等が今後構築する防災
情報システムとの連携のための基盤が整備され、将来それぞれが 情報システムとの連携のための基盤が整備され、将来それぞれが
保有するシステムとの連携が可能となり、情報の共有化がより円 保有するシステムとの連携が可能となり、情報の共有化がより円
滑になる。平成１８年度にプラットフォームの運用を開始し、接
滑になる。
続の仕様を公開する。
７

その他
プラットフォームの構築に際しては、セキュリティ及び災害時
の信頼性の確保、投資対効果、拡張性等を考慮し可能な限り効率
的な構築方法を検討した結果、オープンシステムの採用、汎用パ
ッケージソフトウェアの利用、ハードウェアとソフトウェアの分
離調達等を視野に入れ、競争入札により調達を実施した。
最適化計画の実施に当たっては、災害発生時のプラットフォー
ムの運用状況やそれによる災害対応の実施状況、防災情報の形式
の標準化の進捗状況等を踏まえ、共有する防災情報及び連携する
システムの見直し、プラットフォームの機能拡張を実施するもの
とし、必要に応じて、最適化計画の見直しを行うこととする。
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７

その他
プラットフォームの構築に際しては、セキュリティ及び災害時
の信頼性の確保、投資対効果、拡張性等を考慮し可能な限り効率
的な構築方法を検討した結果、オープンシステムの採用、汎用パ
ッケージソフトウェアの利用、ハードウェアとソフトウェアの分
離調達等を視野に入れ、競争入札により調達を実施する。
プラットフォームの構築後、災害発生時のプラットフォームの
運用状況やそれによる災害対応の実施状況、防災情報の形式の標
準化の進捗状況等を踏まえ、平成１９年度末までに必要に応じ、
共有する防災情報及び連携するシステムの見直し、プラットフォ
ームの機能拡張（既存の重複するシステムの見直しを含む。）、
最適化計画の見直しを行う。

第３

第３ 最適化工程表
年度
四半期

1

2005年度
2
3

4

1

2006年度
2
3

4

1

2007年度
2
3

4

1

2008年度
2
3

4

1

2009年度
2
3

4

1

2010年度
2
3

4

1

2011年度
2
3

4

最適化工程表

年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度以降

最適化計画
作成

Ｐ
Ｆ

PF構築
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ
連携ｼｽﾃﾑ
構築検証 ・DIS
・ｱﾃﾞｽ
・電子国土
要件
Webｼｽﾃﾑ
定義

プロトタイ
プ構築
検証

PFの運用
・ＰＦの活用と保守管理

総合防災情報ｼｽﾃﾑ換
装・機能拡張

総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム

設計

開発

ﾃｽﾄ 移行

工程

別添のとおり。

PF構築
連携システ
ム
・DIS
・アデス

ＰＦの機能拡張
・共有する防災情報及び連携する情報システ
ムの見直しなど、必要に応じて機能拡張

要件
定義 ・ 電子国土

総合防災情報
ｼｽﾃﾑ運用

・広域災害・医療情報システム
・統一河川情報システム

Ｗｅｂシス

総合防災情報システ
ムの機能拡張
・共有する防災情報及
び連携する情報システ
ムの見直しなど、必要
に応じて機能拡張

第４ 現行体系及び将来体系
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最適化計画
作成

PFの機能拡張
・共有する防災情報及び連携する情報システムの見直しなど、必要に応じて機能拡張
・統一河川情報システム、停電情報システム 等

テム 等

等

ＰＦの運用
・ＰＦの活用と保守管理
・ＰＦの仕様公開による地方公共団体等との連携

第４

現行体系及び将来体系

別添のとおり。

