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 災害時初動対応テンプレート利用ガイド  

概要  

災害時初動対応テンプレートについて 

災害時初動対応テンプレート (以下、本テンプレート) は ArcGIS ポータル (ArcGIS Online の組織サイト) に 

地震や台風等の災害によって発生した被害や、各地域に対する避難情報の発令状況、避難所の運営状況を管理する 

ための環境を構築するソリューション テンプレートです。 

本テンプレートは、被害等の情報を登録/更新するためのアプリとそれらの情報を閲覧するためのアプリで構成されて

います。災害対策本部の庁内職員やパトロール等を行う現場職員が情報の登録/更新を行い、リアルタイムで更新 

される情報を意思決定者や職員全体で共有します。発生している災害/被害に対する状況認識を統一することで、適切

な意思決定や災害対応をサポートします。 

 

テンプレートを利用するために必要な製品およびアプリケーション 

このテンプレートを利用するには以下の製品およびアプリケーションが必要です。 

⚫ ArcGIS Pro 

⚫ ArcGIS Online 組織向けプラン 

⚫ ArcGIS Survey123 
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展開後の設定 

はじめに、ArcGIS Solutions ページの テンプレートの取得 に沿ってテンプレートをご自身の ArcGIS ポータル

(ArcGIS Online) に展開します。 

次に、避難所 (hinanjo) と避難情報 (hatsurei_jokyo) のデータにローカル データから必要な情報を付与します。 

なお、本手順を解説する上では以下のデータを使用します。 

■避難所のデータ 

このデータは以下の著作物を改変して使用しています。 

指定避難所（市避難所・福祉避難所）一覧（オープンデータ）、山形市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス  

表示 4.0 国際 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja) 

■避難情報のデータ (町丁目のデータ) 

平成 27 年国勢調査 境界データ「06201 山形市」 

出典：政府統計の窓口 (e-Stat) (https://www.e-stat.go.jp/) 

避難所データの整備方法 

本手順を行う前に以下の条件に適合する避難所データを準備します。 

a) 避難所の名称/収容想定人数/緯度経度が記録されている Excel/CSV 形式のデータ 

b) 避難所の名称/収容想定人数が記録されているシェープファイル形式のデータ 

 

1. ArcGIS Pro を起動します。サイン インしていない場合、[サイン イン] をクリックします。 

 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/gettingstarted/
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/opendeta/sub1/bosai/b9d88shiteihinanjoitiran.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=A&toukeiCode=00200521&toukeiYear=2015&serveyId=A002005212015&prefCode=06&coordsys=2&format=shape
https://www.e-stat.go.jp/
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2. [マップ] をクリックします。[新しいプロジェクトの作成] ウィンドウが表示されるので、保存場所と 

プロジェクトの名前を指定し、[OK] をクリックします。作業用のプロジェクトが作成されました。 

 

3. ArcGIS ポータルにホストしている避難所データをマップに追加します。 

[マップ] タブ → [データの追加] をクリックすると [データの追加] ウィンドウが開くので、 

[ポータル] → [マイ コンテンツ] をクリックします。本ソリューションが展開されているフォルダー 

[<災害時初動対応 YYYYMMDDHHMMSS>*] をダブルクリック → [避難所フィーチャ レイヤー]  

をダブルクリック→ [hinanjo] をクリックし [OK] をクリックします。 

 「YYYYMMDDHHMMSS」は本ソリューションを展開した年月日および時間を意味します。 

例：2020 年 11 月 11 日 15 時 00 分 00 秒に展開→「YYYYMMDDHHMMSS」は「20201111150000」 

 

避難所データがマップに追加されました。 

※この時点では避難所データは空のため、地図には何も描画されません。 

用意したデータに対応する手順を参照し、避難所データの整備を実施してください。 

a) 避難所の名称/収容想定人数/緯度経度が記録されている Excel/CSV 形式のデータ 

b) 避難所の名称/収容想定人数が記録されているシェープファイル形式のデータ  
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a) 避難所の名称/収容想定人数/緯度経度が記録されている Excel/CSV 形式のデータ 

4. [解析] タブ → [ツール] → [ジオプロセシング] ウィンドウの検索ウィンドウで [XY テーブル →  

ポイント] と入力し、[XY テーブル → ポイント] ツールをクリックします。 

 

5. [XY テーブル → ポイント] ツールが開きます。パラメーターは以下を参考に設定します。 

設定が完了したら [実行] ボタンをクリックします。 

 

Excel/CSV 形式のデータを GIS データにすることができました。 

 

※上記の作業が完了したら、手順 6 から作業を行ってください。 
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b) 避難所の名称/収容想定人数が記録されているシェープファイル形式のデータ 

4. [マップ] タブ → [データの追加] をクリックします。 

 

5. [データの追加] ウィンドウが開くので、用意したデータを指定し [OK] をクリックします。 

 

シェープファイル形式のデータを ArcGIS Pro に追加することができました。 

 

※上記の作業が完了したら、引き続き 手順 6 の作業を行ってください。 
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6. 先の手順で ArcGIS Pro に追加した避難所データを、ご自身の ArcGIS ポータルにホストしている空の

避難所データに対して追加 (アペンド) します。 

[ジオプロセシング] ウィンドウの検索ウィンドウで [アペンド] と入力し、検索結果の [アペンド]  

ツールをクリックします。 

 

7. [アペンド] ツールが起動します。以下を参考にパラメーターを設定します。 

設定が完了したら [実行] ボタンをクリックします。 

 

 ターゲット データセットの指定方法 
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 フィールド マップの設定方法 

フィールド マップについて 

ArcGIS ポータル上の避難所データと用意した避難所データのフィールド構成に差異がある  

(フィールド名が異なるなど) 場合、属性情報が期待通りにアペンドされません。 

以下の手順に従って ArcGIS ポータル上のデータのフィールドとローカルのデータのフィールドと

を関連づける作業を行います。フィールド マップの見方は以下の通りです。 

 

例として、[hinanjo_name (名称)] フィールドに [名称] フィールドを関連づける手順を示します。 

⚫ 出力フィールドで [hinanjo_name] フィールドを選択し、[ソース] → [新しいソースの追加] の順に

クリックします。 

⚫ [フィールド] で [名称] フィールドのチェックボックスにチェックをし、[選択オブジェクトの追加] 

をクリックします。 

 

  



災害時初動対応テンプレート利用ガイド 

8 

 

⚫ 出力フィールドの [hinanjo_name] フィールドの文字色が黒くなったら関連づけの作業は完了 

です。以上の作業を少なくとも [hinanjo_name (名称)]、[address (住所)]、[telephone  

(電話番号)]、[capacity (想定_収容人数)] フィールドについて実施してください。 

 

8. アペンドが完了したら、  をクリックして [アペンド] ツールを閉じます。 

 

a) の手順 4,5、b) の手順 4,5 で ArcGIS Pro に追加した避難所データはこれ以降使用しないため削除

します。コンテンツ ウィンドウで該当するデータを右クリックし、[削除] をクリックします。 

 

9. 避難所の [開設状況] フィールドには値が設定されていません。避難所のシンボルは [開設状況] で設定

しているため、この作業を行う時点では地図上に描画されません。シンボルが表示されるよう、すべての

避難所に対して一括で [開設状況] を [未開設] と設定します。 

[ジオプロセシング] ウィンドウの検索ウィンドウで [フィールド演算] と入力し、検索結果の 

[フィールド演算 (Calculate Field) (データ管理ツール)] ツールをクリックします。 
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10. [フィールド演算] ツールが起動します。以下を参考にパラメーターを設定します。 

設定が完了したら [実行] ボタンをクリックします。 

 

※ 避難所の開設状況を表すコード値については、災害時初動対応テンプレート スキーマ定義書をご確認 

ください。 

※ フィールド演算は避難所の開設状況だけでなく、例えば収容人数を一括で 0 人へと編集する際にも利用

することができ、展開後の設定時のほかテンプレート運用中であってもご活用いただくことができます。 

避難所のシンボルが設定されました。 

 

以上で避難所データの整備は完了です。 

  

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/disaster-initial-response-schema.xlsx
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避難情報データ (町丁目データ) の整備 

本手順を行う前に、対象とする自治体の境界データ (町丁目など) とその境界の人口、世帯情報を用意します  

(例えば、町丁目単位の境界データの場合、町丁目ごとの人口、世帯情報を用意します)。 

利用可能なデータとして、ESRI ジャパンが提供している ESRI ジャパン データコンテンツ スターターパック に 

含まれている基本統計のデータや、e-Stat 政府統計の窓口 で提供されている境界データがあげられます。 

以下では説明資料として e-Stat 政府統計の窓口 で提供されている山形市の境界データを使用します。 

なお、e-Stat の提供データは ZIP 形式に圧縮されているため、あらかじめ解凍してください。 

データについて 

平成 27 年国勢調査 境界データ「06201 山形市」 

出典：政府統計の窓口 (e-Stat) (https://www.e-stat.go.jp/) 

 

1. ArcGIS ポータルにホストしている避難情報データをマップに追加します。 

[マップ] タブ → [データの追加] をクリックすると [データの追加] ウィンドウが開くので、 

[ポータル] → [マイ コンテンツ] をクリックします。本ソリューションが展開されているフォルダー 

[<災害時初動対応 YYYYMMDDHHMMSS>*] をダブルクリック → [避難情報フィーチャ レイヤー]  

をダブルクリック→ [hatsurei_jokyo] をクリックし [OK] をクリックします。 

「YYYYMMDDHHMMSS」は本ソリューションを展開した年月日および時間を意味します。 

例：2020 年 11 月 11 日 15 時 00 分 00 秒に展開→「YYYYMMDDHHMMSS」は「20201111150000」 

 

  

https://www.esrij.com/products/data-content-starter/
https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/
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2. [ジオプロセシング] ウィンドウの検索ウィンドウで [アペンド] と入力し、検索結果の[アペンド]  

ツールをクリックします。 

 

3. [アペンド] ツールが起動するので、以下を参考にパラメーターを設定します (各パラメーターの詳細な

説明は こちら をご参照ください)。 

設定が完了したら [実行] ボタンをクリックします。 

 

 ターゲットデータセットの指定 
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避難情報 (町丁目) データの整備が完了しました。 

 

以上で避難情報データの整備は完了です。 
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アプリの使用方法 

本テンプレートでは被害情報登録フォーム、災害情報管理アプリ、災害情報管理ダッシュボードを提供しています。 

本セクションでは各アプリの使用方法について解説します。 

被害情報登録フォーム 

被害情報投稿フォームはパトロール等を実施する現場職員が被害情報を登録するための調査フォームを提供します。 

本フォームは現地調査アプリである ArcGIS Survey123 をベースとして使用しています。 

ArcGIS Survey123 の利用方法については以下のヘルプを参照してください。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ : 回答の取得 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm
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結果の解析とデータの確認 

被害情報登録フォームを使用して収集した被害情報のサマリーや個々の情報は Survey123 Web サイト※ 

を使用して確認することができます。 

 

⚫ 解析 

 

⚫ データ 

 

 

※ Survey123 Web サイトの利用方法については以下のヘルプを参照してください。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 結果の分析 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm
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災害情報管理アプリ 

災害情報管理アプリは災害対策本部の職員等の庁内職員が被害情報の登録や更新、また避難所や避難情報の更新 

といった災害に関する情報の管理を実施するための Web アプリです。 

本アプリでは以下の作業を行うことができます。 

被害情報の登録/更新 

被害情報はポイント (点) / ライン (線) / ポリゴン (面) で入力することができます。このうち、ポイントで入力 

した被害情報は「被害情報管理ダッシュボード」でパイ チャートやシリアル チャート等で状況をモニタリングする

ことができます。ラインやポリゴンは塀の崩壊や浸水地域など、線状または面的な被害情報の登録に使用します。 

なお、地図上には [対応状況] のフィールド値が [被害発生] または [対応中] の被害情報のみが表示されるよう設定

しています。 

被害情報の登録 

被害情報の登録を行う際は、画面左側の「作成するフィーチャのテンプレートを選択」から登録したい被害情報の 

種別を選択し、地図上で入力します。地図上で被害情報を入力すると、被害情報の詳細を入力する画面が開くので、

被害情報を入力し、[保存] ボタンをクリックします。 
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被害情報の更新 

被害情報の更新を行う際は、更新したい被害情報 (ポイント/ライン/ポリゴン) を地図上で選択します。画面左側に 

選択した被害情報の編集画面が開くので、更新したい内容を入力し [保存] ボタンをクリックします。 

※ 被害情報の編集画面について 

ある被害や避難所の情報編集画面を開いている状態で他の被害や避難所を地図上で選択しても、情報編集画面で 

編集する対象は動的には変更されません。編集対象を変更する場合は以下の 2 つの方法をお試しください。 

⚫ 情報編集画面で [キャンセル] ボタンをクリックし情報編集画面を閉じてから新たに地図上で編集したい

対象を選択 

⚫ 地図上で編集したいデータをクリックしてポップアップを表示させ、  → [スマート エディター] を

クリック 

      

避難所情報の編集 

避難所情報の編集を行う際は、更新を行いたい避難所を地図上で選択します。上述の被害情報の更新時と同様に、 

画面左側に選択した被害情報の編集画面が開くので、更新したい内容を入力し [保存] ボタンをクリックします。 
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避難情報の編集 

避難情報の編集を行う際は、[避難情報の編集] ウィジェットをクリックして起動します。避難情報の編集は、1 つの

地域に対して行うことも、複数の地域に対して一括して行うことも可能です。また、編集を行うのは「避難情報」 

フィールドの値のみです。 

1 つの地域に対して編集を行う場合 

1 つの地域に対して編集を行う場合は、[避難情報の編集] ウィジェットに表示されている  ボタンをクリック

し、地図上で編集を行いたい地域を選択します。編集画面がポップアップで開くので、ドロップダウン リストから 

避難情報を選択し [保存] ボタンをクリックして編集内容を保存します。 

 

複数の地域に対して編集を行う場合 

複数の地域に対して編集を行う場合は、[避難情報の編集] ウィジェットに表示されている 、 、  ボタンをク

リックします。地図上で図形を描画することができるようになり、その図形と重なる地域を一括して選択することが

できます。編集画面がポップアップで開くので、ドロップダウン リストから避難情報を選択し [保存] ボタンを 

クリックして編集内容を保存します。 
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その他機能 

災害情報管理アプリでは、情報の編集の他に 3 つのウィジェットを実装しています。 

凡例 ウィジェット  

地図の凡例を表示します。 

レイヤー リスト ウィジェット  

地図に追加されているデータ (レイヤー) の表示切り替えをします。 

ベースマップ ギャラリー ウィジェット  

背景地図を切り替えます。 

 

災害情報管理ダッシュボード 

災害情報管理ダッシュボードは、被害情報登録フォームや災害情報管理アプリから入力/編集された情報を確認する 

ための Web アプリです。チャートで被害種別や人的被害の情報を選択することで地図に表示されているポイントが

絞り込まれ、災害情報を動的に確認することができます。 

本ダッシュボードは、現在発生している被害情報や避難所の情報、発表されている避難情報を確認する 

「メイン画面」タブと、これまで発生した被害を確認する「被害情報詳細」タブという 2 つの画面を提供します。 

 

■「メイン画面」タブ 
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⚫ 凡例 

凡例を表示します。 

⚫ 人的被害の集計 

被害情報登録フォームや災害情報管理アプリで登録/編集されたポイント形式の被害情報について、軽傷

者や重傷者といった人的被害情報を集計して表示します。 

⚫ 避難情報 発令世帯数/人口 

発令されている避難情報ごとの世帯数および人口を集計して表示します。 

⚫ 被害対応状況の構成 

被害情報登録フォームや災害情報管理アプリで登録/編集されたポイント形式の被害情報のうち、対応 

状況のフィールド値が [被害発生] または [対応中] の被害情報について、被害種別ごとに 

集計してシリアル チャート形式で表示します。 

⚫ 避難所収容状況 

総避難者数および開設状況が [開設中] である避難所における収容状況を集計し表示します。 

⚫ その他 (ポップアップ表示) 

■避難所のポップアップ表示 

「収容_想定人数」フィールドと「避難人数」フィールドの値を計算し、その値 (収容率) が 50 %以上

の場合「満員」、50 % 以上 70 % 未満の場合「やや混雑」、50 % 未満の場合「余裕あり」として 

ポップアップに表示します (開設状況が「未開設」の場合、「未開設」と表示します)。 
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■避難情報のポップアップ表示 

「発令状況」フィールドの値に応じてポップアップ表示を制御しています。 

  

   

 

■「被害情報詳細」タブ 

 

 

 「凡例」、「人的被害の集計」、「避難情報 発令世帯数/人口」は「メイン画面」タブと同じ内容です。 

⚫ 被害発生状況の詳細 

被害情報登録フォームや災害情報管理アプリで登録/編集されたポイント形式の被害情報について、その

一覧リストや一件一件の詳細な情報、また被害種別/対応状況のチャートを表示しています。 
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チャートとして表示されている被害種別/対応状況を選択すると、選択した項目に該当する被害情報が 

集計の対象として絞り込まれます。 
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