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１．同じ過ちを繰り返さないために 

 本稿の主題は「被災者台帳」である。先に結論を

言ってしまうと、被災者支援業務の中核となる被災者

台帳は災害復興（災害発生直後の緊急対応時も含め

て）になくてはならない、絶対不可欠なツールである。

しかも、それは「事前に」準備しておいてこそ真価を

発揮できるのである。この二点について、ぜひ知って

いただきたい。 

被災者台帳の有無は救命・復興の成否すら左右する。

しかし、現在の日本では、阪神・淡路大震災、さらに

は東日本大震災を経験したにもかかわらず、被災者台

帳の意味合いについての理解が十分であるとは言い

難い。このことについて、本稿では強く注意を喚起し

たい。 

東日本大震災及びそれに伴って多くの被害が生じ

たが、決して少なからぬ部分が「人災」であったと私

は考えている。今、東日本大震災の反省を生かさなけ

れば、いずれまた、遠くない未来に、我々は同じ過ち

（そのきっかけが自然災害であれ、人為的なものであ

れ）を繰り返すことになる。 

こう言うと、おそらく多くの読者は、表現が大げさ

であると感じることだろう。しかし、今回の震災で起

きたこと（人災）の多くは、1995 年の阪神・淡路大

震災でも起きていたのである。筆者は阪神・淡路大震

災を自治体職員として体験し、その経験から得られた

教訓を広めていくことを、ライフワークとしてきた。

しかし、時間が経過する以上のスピードで、社会の意

識や危機感が薄れていくことに、歯がゆい思いをする

ことも、しばしばであった。そんな時に発生したのが、

東日本大震災であった。そして、残念ながら、阪神・

淡路大震災の教訓が、ほとんど生かされなかったのは

痛恨の極みであった。 

もちろん、阪神・淡路大震災と東日本大震災とでは、

時代も、災害のありようも大きく異なる。しかし、そ

の本質的な部分を汲み取り、将来への備えとしなけれ

ば、我々はいずれ起こる「次の危機」に際し、またも

や「人災」の前で、右往左往することになるのは必定

であろう。 

自然災害そのものは防ぐことはできないかもしれ

ない。しかし、我々が自覚し、準備することで同じ過

ちを繰り返さないことはできるのである。 

 

２．ICT を活用した被災者台帳の意義 

（１）被災者台帳と ICT 

 震災等の災害が発生したとき、自治体などには災害

対策本部が設置され、初期対応から復興にかけて、さ

まざまな活動を行うための作戦本部となる。しかし、

どのような災害であれ、災害対策本部は被災状況の的

確な把握なしには、事実上何もできない。つまり、災

害対策本部の活動のすべての基盤となり、なくてはな

らないのが被災状況を集約し、常に 新情報が反映で

きる「被災者台帳」に他ならない。当然のことながら、

この「被災者台帳」は自治体が保有する住民基本台帳

を中核とするものでなければ全く意味がないのであ

る。 

 被災者台帳を基盤としたとき、実際の災害時にどの

ような活用が可能となるのか、簡単に整理してみると、

次のようになる（表 1 参照）。   

 

 



特集２ 原子力災害からの再生 

 

復興 (6 号) Vol.4 No.2 2013.3. 70

 

 表１ 「被災者台帳」の災害時活用可能性 
 

① 状況把握 

以下に関する情報をリアルタイ

ムで把握すること 

・被災状況の把握・支援の要否 

・支援のために使用可能な資源

（人、モノ） 

② 判断 

以下を踏まえて判断・決定し、指

令すること 

・支援の要否、優先順位 

・支援に投入する資源 

③ 行動 

指令された内容を踏まえ、以下の

行動をすること 

・指令内容を被指示者に確実に伝

達すること 

・支援に必要な資源の手配 

・実際の支援活動 

 

これらの活動は、一回限りではなく、サイクルとな

って繰り返す構造となっている。たとえば、避難所に

食事を配布すること、各種義捐金を配分すること、各

種支援金の給付、仮設住宅への入居など、さまざまな

支援活動がなされることにより、状況には必ず何らか

の変化が生じる。生じた変化について、被災者台帳に

刻々と 新状況を反映させていかねばならない。さも

なければ、適切な支援や復旧は望めず、無駄や非効率、

悪の場合、生命にもかかわる事態が生じることにも

なりかねないからである。災害対応や復興の成否を分

けるのは、この被災者台帳を中心とした業務サイクル

をいかに迅速・確実に実施できるかにかかっているの

である。 

 とはいえ、災害発生時の混乱の中、これらの状況把

握から行動に至るまで、被災者台帳を中心とした支援

サイクルを円滑に実施するのは、至難の技といえる。

特にリアルタイムでの状況把握については、今もって

大きな課題であるといえる。そのため、歴史上、災害

時には、多くの混乱が生じてきたのである。 

 しかし、このような流れを一変させうる技術革新を

我々は手にすることになった。それが ICT(Informat 

ion and Communication Technology：情報通信技術）

である。ICT を利活用した被災者台帳を作成、活用す

ることで、従来は空想でしかなかった、「被災者台帳

を中心とした災害復興」が、急に現実性を帯びること

となったのである。 

 その嚆矢となったのが、実は今をさかのぼること

18 年になる 1995 年の阪神・淡路大震災であったこと

は、案外知られていない。 

（２）阪神・淡路大震災における「被災者支援システ

ム」の緊急開発と実戦投入 

 西宮市は神戸と大阪の中間地点に位置する文教住

宅都市として発展してきた歴史を持つが、1995 年の

阪神・淡路大震災では、壊滅的な被害を受けた。 

しかし、西宮市では、「被災者支援システム」を震

災後の混乱の中、緊急に自己開発し、即、実戦で活用、

絶大な運用効果を発揮した。このときの経験が「被災

者台帳を中心とした災害復興」という本稿のテーマに

つながっている。 

まず、前置きとして西宮市におけるシステム開発・

運用の経緯を簡単に説明しておくと、西宮市は全国に

先駆けて基礎自治体情報化への取り組みを開始（1961

年～）しており、職員自身がシステム開発に携わる方

式で情報化の推進を行ってきた。当時はホストコンピ

ュータが主流であり、職員がコンピュータ言語を習得

し、システム開発・運用にあたってきた。 

次に、各種の業務システムが一定程度整備された後、

次の段階として西宮市独自の統合データベースシス

テム（宛名システム）を開発、個々に開発された業務

システムについて、相互連携を行うことに成功した。

これにより、ある業務で使用したデータを他の業務で

も効率よく使用することが可能となり、他業務におけ

るさらなる情報化が促進されるという好循環が生ま

れることとなった。そうして、庁内の各業務システム

があたかも一つのシステムとして一気通貫で動作し

ているようにすることができたのであった。これを西
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宮市総合行政情報システムと呼んでいる。 

このようなことが可能であったのは、各業務につい

て知悉する職員自身をシステム部門に配置し、システ

ム開発にあたらせるという西宮市独自の方式にも一

因があったと思われる。ともあれ、西宮市では、職員

自身が業務のあり方を分析し、仕様化し、システム開

発・運用を行うということができていたのである。 

 このような情報システム開発・運用体制をとりなが

ら、西宮市役所は 1995 年 1 月 17 日の阪神・淡路大震

災を迎えることとなった。 

 市役所庁舎も大きな損害を受け、ホストコンピュー

タも倒壊、冷却系統が全破損したほか、情報システム

課の事務室に入ることすら、なかなかできないという

ような有様であった。しかし、職員の努力や関連企業

の献身的な協力により、震災二日後の 19 日には、奇

跡的にホストコンピュータを一部再稼働させ、総合住

民情報システムにおける庁内オンライン端末の使用

が可能となった。 

さらに、震災直後の大混乱の中ではあったが、一部

職員を不眠不休でシステム開発に専念させることで、

わずか 10 日足らずで開発したのが「被災者支援シス

テム」であった。 

当時の被災者支援システムは、被災者台帳を基盤と

して、被災者証明書の発行や、各種義捐金の配分管理、

災害援護金貸付金業務の管理などを行うという、現在

のバージョンと比べると基本的な機能が中心ではあ

ったが、当時の大混乱の中、大きな効果を発揮するこ

とができた。 

一例を挙げると、2月に被災者証明書の発行事務が

開始されることとなった。その際、システム部門では、

被災者証明書発行システムを完成させ、運用可能な状

態になっていたにもかかわらず、なぜかシステム稼動

のゴーサインは出ず、アナログ体制で業務初日を迎え

ることとなった。しかし、（案の定）被災者の方々が

長蛇の列となり、業務が大混乱し、被災者の皆様に多

大な迷惑をおかけすることとなった。この状況をみて、

当局も急遽方針を変更し、翌日からシステムを稼働さ

せることとなった。そして、それ以降はシステムを活

用して順調に業務を行うことができた。 

このような実績があったため、その後の被災者支援

業務については、システムの活用に対する抵抗は薄れ、

西宮市では比較的効率の良い復旧・復興事務を行うこ

とができたと自負している。  

（３）被災者支援システムが効力を発揮した理由 

 阪神・淡路大震災当時、西宮市で被災者支援システ

ムを開発・活用した経緯は、前項に記したとおりであ

る。では、なぜシステムが効力を発揮したのだろうか。 

 簡単に言ってしまうと、先に記した被災者台帳を中

心としたサイクルについて、限定された形であったと

はいえ、一応のサイクルを回すことが可能となったた

めである。システムの基盤となる被災者台帳は、基本

的には情報の更新・閲覧ともに庁内に開かれた状態で

あった。そのため、先のサイクルのうち、「①状況把

握」について、一定程度システムで実現されることと

なったのは非常に大きな意味を持っていた。要は 1

月末には被災者台帳の被災状況の入力を終え、被災者

証明書の発行及び第一次義捐金の配布の準備はでき

ていたのである。そして、システムの運用が開始され

た段階では、被災者支援業務や復興業務の分担がある

程度明確化されており、「①状況把握」ができさえす

れば、「②判断」「③行動」については、スムーズに行

うことができる状態にあった。そのため、システム運

用開始後は、効率的に活用することができたのである。 

 このように書くと、ごく簡単にシステム開発と運用

ができたように思われるかもしれないが、決してそん

なことはなかった。現に、阪神・淡路大震災の当時、

このようなシステムを開発・運用できた自治体は他に

はなかった。西宮市でこのようなことができたのは、 

・職員がシステムを自己開発できる技量を有してい

たこと。 

・ホストコンピュータと住民情報システムを早期に

復旧できたこと。 

・住民情報システムを全庁システムで活用できる共

通基盤を有していたこと。 
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・現場部門の職員が情報システムの重要性及び有用

性を認識していたこと。 

・わがまちをこよなく愛するリーダー（職員）が存

在していたこと。 

などの要因によるものであり、どこでもそれができた

わけではなかった。 

 また、西宮市にしても、事前に被災者支援システム

を準備していたわけではないため、システム開発に

10 日程度を要している。これは仮定の話でしかない

が、事前にシステムを準備しておき、震災直後から活

用できたならば、人命救助や避難所及び緊急物資の運

営にもっと有意義な活用ができていたと思われる。 

 このような経験と反省から、危機管理下における情

報システムの重要性を訴え続けながら、西宮市では被

災者支援システムをその後も拡充、整備につとめてき

た（図１参照）。さらに、 OSS（ Open Source 

Software：オープンソース）を基盤とする Web シス

テムとして汎用化し、LASDEC（地方自治情報セン

ター）のライブラリ（複数市町村等共同アウトソーシ

ング・システム開発実証事業における）に登録し、シ

ステムは他自治体に無償提供されることとなった。さ

らに、広く活用していただくために総務省は普及・啓

発事業も実施し、2009 年 1 月 17 日に全国すべての

自治体に当該システムをCD-ROMで配布するなどの

取り組みが行われてきたのである。 

高価かつ動作環境が特殊なホストコンピュータか

ら脱却させ、汎用的なサーバでシステムを利用可能と

することで、全国どこの自治体でも動作環境を問わず、

安価にシステム導入が可能となった。そして、このシ

ステムを事前に導入しておくことにより、西宮市のよ

うに職員がシステムを自己開発しなくとも、同様の機

能を利用することができ、災害時の対策に役立てるこ

とができるのである。   

しかし、残念ながら、なかなかシステムの浸透には

時間がかかり、やきもきしている中で発生したのが、

東日本大震災というわけであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 被災者支援システム全体概要図 
（災害業務等支援システム） 

http://www.nishi.or.jp/homepage/nicc/hss/index.html 

 

３．東日本大震災における ICT 活用 

（１）東日本大震災の特徴 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、その

直後の津波による被害、さらには人災である福島第一

原子力発電所の爆発など、未曽有の大惨事となり、現

在もなお、危機対応が続いている状態である。 

 東日本大震災の被害の特徴は、大きく次の点にあっ

たといえる。 

＜震災を起点とする面的複合災害であったこと＞ 

先にも記したように、震災のみならず、津波や原発

人災事故にわたる非常に大きな災害となったのが、東

日本大震災の特徴である。そのため、被災状況の把握

が非常に困難になった面がある。状況に対応するため

に必要な情報が倍加したにもかかわらず、それができ

る状況になかった。 

＜自治体機能の完全喪失＞ 

報道等でもしばしば報じられたように、市街地が全

滅し、自治体においても職員に被害が生じたほか、庁

舎自体が完全に破壊され、ICT 機器やデータにも大き

な被害が生じた。ICT 活用の面からいうと、このこと

は情報インフラ基盤が根こそぎ破壊され、自治体機能

が完全喪失したということを意味する。 
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＜長期間にわたる危機の継続＞ 

特に原発人災事故に関連し、危機が長期にわたり継

続することとなった。にもかかわらず、誰も状況を的

確に把握できていなかったため、混乱に拍車がかかっ

たことは否めない。大規模かつ複合災害となった東日

本大震災において、その影響は致命的であったといえ

る。指揮命令系統も複雑化するなか、情報不足や錯綜

により、適切な支援を行うことは困難を極めることと

なった。 

（２）東日本大震災における被災者支援システム導入 

このような状況に対応する被災者支援業務の実施

に、西宮市が提供する被災者支援システムの果たす役

割と可能性は十分にあったのだが、実際には事前準備

もされていないこと、そして、未経験からくる混乱も

あり、残念ながら被災者支援システムは十分に活用さ

れたとは言い難い（東日本大震災の被災自治体で、震

災時点で導入・運用していたのは一市だけであった）。 

被災者支援システムを導入していなくても、かつて

の西宮市のように独自に被災者台帳システムを構築

し、十分に活用できたのであれば、まだ救いはあるが、

現在の自治体情報化を取り巻く環境は、外部業者への

開発委託やパッケージ購入が主流であり、ましてや未

曽有の災害となった東日本大震災の復旧・復興業務を

行いながら、新規にシステム開発を行うことは、事実

上不可能であったと考えられる。 

阪神・淡路大震災を経験した私からみたとき、被災

者支援システムの事前導入（あるいは ICT による被災

者台帳構築）ができなかったことによって、被災者支

援業務の大幅な遅滞が発生したと感じている。 

 震災以降、西宮市情報センター（被災者支援システ

ム全国サポートセンター運営主体）に対して、被災者

支援システムに関する問い合わせが急増し、被災自治

体からの問い合わせ、支援要請が相次ぐこととなった。

私たちは阪神・淡路大震災でいただいた厚情へのお返

しという意識もあり、被災市からの質問、要請及び要

望については、阪神・淡路大震災時と同様にすべて解

決できるように誠心誠意お手伝いさせて頂いてきま

した。以下、いくつかの例を記してみたい。 

 

・A 自治体では、震災直後に情報システム部門の職

員がサポートセンターへシステムセットアップ

のサポート要請をして、自ら被災者支援システム

のセットアップを行い、稼働できるまでに準備し

たが、上司の決裁を受けていなかったこと等によ

り、スムーズに稼働させることができなかった。 

・B自治体に対して、民間企業の協力も仰ぎながら、

サポートセンターとして後方支援を行い、被災者

支援システムのセットアップを行い、稼働準備を

行ってきたが、情報システム部門の地位（組織・

体制上）の弱さ（低さ）からか、運用に至らなか

った。 

・C自治体では、被災者支援システムを活用したい

旨、出入りの業者からの申し入れがあったが、業

者がシステムをダウンロードしただけで、実態は

活用せず、各種被災者支援業務を個々バラバラに

対応を行い、情報共有できないままであった（そ

の後、サポートセンターの支援、及び西宮市職員

が直接被災地に入り、被災者支援システムを導入、

運用の運びとなったのであるが）。 

・D自治体では、震災前から ICT 部門に有識者や学

識者がアドバイザー的に出入りしていたが、自治

体業務（行政情報システム）を知らない上に、実

践もできないにもかかわらず、肩書をかさに着て、

担当者を無視して彼等の節操の無い、良識の無い

横槍と横行による無駄が生じ、担当者を翻弄させ

て、後手後手に回ったケースもあった。 

・一方、E自治体では、震災直後に職員から、被災

者支援システムを活用したい旨の申し入れがあ

り、サポートセンターからも全面的な支援を実施

したが、ここでのシステム運用の実態は出入りの

業者が仕切っていた。結局、ここでは出入りの業

者の献身的な対応により、被災自治体及びサポー

トセンターの支援が見事に回り、要望事項対応

等々すべてうまくいった。 
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 幸いなことに、震災以降となったものの、被災者支

援システムを導入し、積極的にシステムを活用した自

治体では、被災者支援業務、復興支援業務に役立てて

いただいている。 

（３）東日本大震災の体験・教訓を生かした被災者支

援システムの改良 

 被災者支援システムは、もともと阪神・淡路大震災

での教訓を織り込んだ形でシステムを構築していた

が、未曽有の大災害となった東日本大震災での教訓や、

被災地からの要望を受けて、更なるシステム改修を行

った（図２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 被災者支援システム総合メニュー画面 

 

新規に追加した主な機能や改修点は、以下のとおり

である。 

①複数災害の管理機能（追加） 

  複数の災害への対応が必要な場合、「セットアッ

プメニュー」からデータベース作成処理を行うこ

とで、複数の各災害情報を別データベースで管理

することが可能。 

②避難者受け入れ機能の追加（追加） 

他自治体からの避難者受け入れに対応。避難元と

避難先の双方の自治体が被災者支援システムを

使用している場合、一括処理が可能。また、災害

協定等が締結されていれば、受け入れ先での被災

者支援業務を代替実施することも可能。 

③個人履歴追跡管理機能（強化） 

  被災者台帳における世帯の履歴管理機能を拡充

し、個人の追跡履歴（居所、避難所、仮設住宅、

怪我・傷病、就業状況など）管理機能を強化。状

況に変化が生じた際には自動的に履歴作成する

ほか、任意のタイミングでデータ追加も可能。ま

た、履歴データと紐づけた形での資料保存も可能。 

④被災状況一括登録機能（追加） 

大規模な面災害（津波・原発事故）に即時対応可

能な被災状況一括入力機能を追加。町界・街区単

位での被害状況の一括入力が可能。また、WebGIS

との連携により、地図上でマウスによる範囲選択

を行うにより、被害状況を一括登録することも可

能。 

⑤要援護者支援検索参照機能（強化） 

要援護者台帳も取り込み、被災者台帳と連携して、

様々な条件指定による要援護者の検索を行い、一

覧表からは地図・台帳を参照することで要援護者

支援が可能。また、エリア（ポリゴン：町界、街

区界等）図形を指定し、その範囲内の要援護者を

検索、一覧表示も可能。 

 上記のほか、政令指定都市対応版も完成し、順調に

導入が進んでいる。 

 

４．災害時における被災者台帳の活用の未来 

（１）東日本大震災の教訓と課題 

 東日本大震災における支援業務を行った経験から

の、災害時における被災者台帳活用に関する教訓と課

題について簡単にまとめておきたい。 

＜被災者台帳構築について＞ 

・災害が発生してからでは手遅れ（それでもないよ

りはましだが）。事前に準備しておくことの重要

性が再確認された。 

・大規模災害となったとき、被災自治体だけで対応

できず、避難者の受け入れなど、複数自治体が当

事者となるケースが生じることが明らかとなっ

た。その際、共通フォーマットの被災者台帳で災
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害情報を管理しておくことは、円滑な被災者支援

を行ううえで非常に有用といえる。その意味で、

全国の自治体が共通の被災者支援システムを導

入していくことが望ましい。 

＜被災者台帳の活用場面について＞ 

・大規模かつ複合的な災害となったとき、従来にも

増して的確・迅速な状況把握が重要な意味を持つ。 

・状況を適切に把握したうえで、指揮命令系統がき

ちんと機能することが非常に重要となる。しかし、

いざというとき、トップは超多忙となる。トップ

ダウン体制は効果的である反面、トップしか判断

できない「判断待ち」や、現場の判断に対してブ

レーキをかけてしまうような状況が生じやすい。

そのようなことのないよう、適切な権限移譲を行

うことも重要である。適切な権限移譲がなされれ

ば、トップの仕事を本当に重要な「決断」に集中

させることも可能である。 

・トップは前線実践者を信頼しつつ、全責任を負う

覚悟での決断が求められる。これは非常に難しい

課題であるが、実は、被災者支援システムがあれ

ば、「どのような状況になれば、何をすべきか」

について、現場に委ねることが可能となる。シス

テムを活用することでトップの決断を踏まえつ

つ、実務を現場の判断に委ねることができるので

ある。 

（２）心に期すこと 

東日本大震災後、被災地の基礎自治体から、原発人

災はもとより、家族離散（農業・漁業等、職を失い、

他府県に出稼ぎが相次ぐという状況）に伴う個人の追

跡履歴管理機能を被災者台帳に追加してほしいとい

う要望が寄せられた。 

前述のように、この機能は 新の被災者支援システ

ムに追加されたわけだが、このように、何が必要かに

ついて自治体職員が能動的に考え、対応していくこと

は非常に重要な意味を持っている。被災者支援システ

ムを導入しても、それを有意義に活用できるかどうか

は、 終的には、自治体職員が能動的に対応できるか

どうかにかかっている。 

その意味で、今回の東日本大震災において、まだま

だ心ある職員が存在していることを知ったことに安

堵するとともに、喜びを感じている。 

今後、住民基本台帳を中核とした被災者台帳を基盤

とする被災者支援業務を行っていくうえで、次の点を

指摘しておきたい。 

・自治体の危機管理意識の少なからぬ高まりによる

庁内の横断的対応と組織の強化が喫緊の課題と

なっていること。 

・支援者や支援団体の取り組みと連携が非常に重要

であり、自治体と住民、及び各種関係団体との真

の協働（相互理解）を再評価すべきこと。 

自治体の個人情報を有効活用した能動的対応と、住

民との協働が不可欠となってくることは確実である。

そのためにも、平時から、そのような考え方にたった

業務の企画、遂行を行っていくことが重要となる。 

自治体は、災害時に住民を救うことが使命となる。

したがって、自治体のリーダーは、部下にそのための

ツールを与える義務がある。本稿をお読みいただけた

自治体リーダーであれば、災害時における被災者台帳

の重要性及び有用性を十分認識し、被災者支援システ

ムを事前に導入しておくことが、いかに重要かつ不可

欠なものであるかについて、ご理解いただけるであろ

う。 

 

５．最後に 

東日本大震災で失われた多くの命や、生じた大きな

被害を取り戻す術はない。しかし、この震災の教訓を

忘れることなく、我々の社会や自治体をよりよくして

いくためのきっかけにすることは今からでも可能で

ある。 

 今後もさまざまな形で災害や事故は起こるかもし

れない。それでも、我々はそのことについて絶望した

り、諦めたりする必要はない。我々は苦い反省や教訓

を噛み締めつつ、理想を抱き、進んで行くことができ

るし、そうしなければならない。 
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 そして、そのために行動を起こすのは、「いずれ」

ではなく、「今」である。「誰かが」ではなく「あなた

が」である。生き残った私たちひとりひとりが、今回

の大震災の教訓と反省を心に留め、生かし、よりよい

社会を、より強い社会を一歩ずつであっても築き上げ

ていくことが、犠牲になられた多くの命に報いること

になると信じている。 

 

参考文献 

１） 吉田稔「東日本大震災から学ぶ～今度こそ、天災・人災

（原発等）を忘れないために（中間報告）～」 レポート 

2011 年 10 月 

２） 吉田稔「危機管理と情報システム～被災者支援システム

の全国配布から更なる普及・拡充に向けて～」 「月刊

LASDEC」 地方自治情報センター 2011 年 3 月 

３） 吉田稔「危機管理と情報システム－震災時の被災者支援

システムの構築・その後の展開とその体験から生まれた

要援護者支援システムの構築を踏まえて」 「近代消防」 

近代消防社 2010 年 1 月 

４） 吉田稔「被災自治体の教訓とノウハウが生きる被災者支

援システム」 「行政＆情報システム」 行政情報システ

ム研究所 2009 年 12 月 

５） 吉田稔「真の住民のための危機管理対応（ICT 部門にお

ける真の BCP とは）」 「人と国土 21」 国土計画協会 2009

年 9 月 

６） 吉田稔「阪神･淡路大震災の教訓を生かした被災者支援シ

ステム（自治体にとっての危機管理とは）」 「消防防災」 

東京法令出版 2009 年 1 月 

７） 吉田稔「災害時の危機管理に真に役立つ被災者支援シス

テム」 「月刊 LASDEC」 地方自治情報センター 2008 年

10 月 

 

問合せ先 

被災者支援システム全国サポートセンター 
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