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 避難所連絡テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

避難所連絡テンプレートは ArcGIS ポータルを利用する現地調査ソリューションのテンプレートです。避難所にいる

職員と対策本部との連絡を現地調査アプリで行い、避難所の開設状況や避難人数・世帯数といった状況をダッシュボ

ードで閲覧・監視することができます。 

まず、本部の職員は ArcGIS Pro または ArcGIS Online の Web マップから避難所を開設します。また作成した調

査票を避難所にいる職員に公開します。避難所にいる職員は避難人数や避難世帯数、物資の要請など定時連絡や緊急

連絡を日々報告します。それをもとに本部では現在の避難人数などを把握し、避難所の空き状況などをダッシュボー

ド アプリで監視します。 

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 Online 組織向けプラン 

⚫ Survey123 Connect 

⚫ ArcGIS Survey123 

⚫ Microsoft Excel (2013 以上) 

⚫ ArcGIS Pro (Basic 以上) 
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テンプレートのダウンロード 

ブラウザーでダウンロード ページを開きテンプレートのセットアップ ファイルをダウンロードします。ダウンロー

ド ページの [テンプレートのダウンロード] をクリックしてセットアップ ファイルの ZIP ファイルを任意の場所に

保存してください。 

 

 

 

 

保存した ZIP ファイルを解凍してファイルを確認します。テンプレートのセットアップ ファイルには Survey123 

Connect を使用して、ご使用の ArcGIS ポータル上に調査フォームを構成するための XLSForm ファイルと、

ArcGIS ポータル上にダッシュボード アプリを構築する設定ファイルが含まれています。 

 

 

※ ダウンロード ファイルに含まれる内容は以下の通りです。 

フォルダー アイテム 説明 

<ルート> settings.json テンプレート セットアップ ファイル 

Apps OperationViews\*.json 避難所連絡のダッシュボード アプリを配置するための設定ファイル 

FGDB hinanjo_status.gdb 避難所連絡レイヤーを格納するファイル ジオデータベース 

 hinanjo_status.json 避難所連絡フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

Survey123 report_form.xlsx 避難所連絡フォームを構成するための XLSForm ファイル 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/hinanjo-status/
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避難所連絡テンプレートの項目 

hinanjo_status.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる避難所情報（hinanjo）フィーチャクラスには以下の項

目が設定されています。また属性を選択リストから効率的に入力できるように一部の項目にはドメインが設定されて

います。 

避難所情報の項目 

内閣府のオーブンデータカタログサイト（https://cio.go.jp/policy-opendata）で公開されている推奨データセット

の「指定緊急避難場所一覧」をもとに作成しており、調査に必要な項目を追加しています。 

エイリアス名 フィールド名 フィールド タイプ 説明 

名称 hinanjo_name Text 避難所の名称です。 

名称_カナ hinanjo_kana Text 避難所の仮名です。 

住所 address Text 避難所の住所です。 

経度 X Double 避難所の経度です。 

緯度 Y Double 避難所の緯度です。 

標高 Z Double 避難所の高度です。 

電話番号 telephone Text 避難所の電話番号です。 

市町村コード citycode Text 市区町村コードです。 

都道府県名 prefname Text 都道府県名です。 

市区町村名 cityname Text 市区町村名です。 

災害種別_洪水 type_flood Text 洪水に対応する避難所です（1 を格納）。 

災害種別_崖崩れ、土石流

及び地滑り 
type_dosya Text 

崖崩れ、土石流および地滑りに対応する避

難所です（1 を格納）。 

災害種別_高潮 type_takashio Text 高潮に対応する避難所です（1 を格納）。 

災害種別_地震 type_earthquake Text 地震に対応する避難所です（1 を格納）。 

災害種別_津波 type_tsunami Text 津波に対応する避難所です（1 を格納）。 

災害種別_大規模な火事 type_fire Text 
大規模な火災に対応する避難所です（1 を

格納）。 

災害種別_内水氾濫 type_hanran Text 

内水氾濫に対応する避難所です（1 を格

納）。 

災害種別_火山現象 type_volcano Text 
火山現象に対応する避難所です（1 を格

納）。 

指定避難所との重複 duplication Text 

指定避難所との重複を示します（1 を格

納）。 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm
https://cio.go.jp/policy-opendata
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想定_収容人数 capacity Long 自治体が想定した収容人数です。 

開設状況 status Long 開設状況（開設・閉鎖等）です。 

担当者 name Long 避難所の担当者名です。 

避難人数 number_people_latest Long 最新の避難人数です。 

世帯数 households_latest Long 最新の避難世帯数です。 

 created_date Date 作成日です。 

 created_user Text 作成者です。 

 last_edited_date Data 最終編集日です。 

 last_edited_user Text 最終編集者です。 

 

自治体所有の避難所情報を取り込むには「テンプレートに含まれるデータを編集する」をご参照ください。 
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テンプレートに含まれるデータを編集する 

ArcGIS Pro のアペンド ツールを使用して、テンプレートに含まれるフィーチャクラスに独自のデータを読み込むこ

とができます。ツールの詳細な使用方法はヘルプをご参照ください。避難所のデータはシェープファイルのポイント 

データをあらかじめ用意して読み込んでください。 

 

・アペンド（ArcGIS Pro ヘルプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/append.htm
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調査項目 

XLSForm ファイル (report_form.xlsx) には調査フォームを構成する以下の調査項目が設定されています。避難所

情報に必要な項目を追加しています。調査フォームでは以下の項目が表示されます。 

避難所情報 

避難所の基礎情報を記録するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

capacity 想定_収容人数 自治体が想定した収容人数 

status 開設状況 避難所の開設・閉鎖などの状況 

name 担当者 避難所の担当者名 

避難所からの報告 

定時連絡や物資の要求など連絡内容を記録するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

report_date 報告日時 報告日時 

report_name 報告者 報告者の氏名 

number_people 避難人数 報告時の避難人数 

households 世帯数 報告時の避難世帯数 

report_comment コメント そのほかコメント等 

picture 写真 現地での写真 
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テンプレートのアップロード 

ダウンロードしたテンプレート セットアップ ファイルを使用して、ご使用の ArcGIS ポータルにテンプレートをア

ップロードします。テンプレートのアップロードには専用のツール（Web GIS Template Uploader）を使用します。

Web GIS Template Uploader は以下のリンクからダウンロードできます。 

Web GIS Template Uploader 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43 

 

ダウンロードした Web GIS Template Uploader にテンプレートの設定ファイルである [settings.json] ファイル

を指定してアップロードを実行します。アップロード方法は Web GIS Template Uploader 利用ガイドをご参照くだ

さい。 

Web GIS Template Uploader 利用ガイド 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-

users-guide.pdf 

 

テンプレートの確認 

テンプレートのアップロードが完了すると Web GIS Template Uploader が作成した ArcGIS ポータルのフォルダ

ー内に以下のアイテムが作成されます。 

 

アイテム名 タイプ 説明 

<フォルダー名>_hinanjo_status Feature Layer 避難所情報を格納するためのフィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_ hinanjo_status File Geodatabase <フォルダー名>_ hinanjo_status フィーチャ サービスを

作成するためにアップロードしたファイル ジオデータベー

スです。このアイテムは削除することができます。 

避難所連絡マップ Web Map 「避難所 報告ダッシュボード」が参照する Web マップで

す。 

避難所 報告ダッシュボード Dashboard 避難所の情報を閲覧・監視するためのダッシュボード アプ

リです。 

 

 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
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調査フォームの作成 

ダウンロードした XLSForm ファイルを Survey123 Connect で読み込み、ご使用の ArcGIS ポータルに調査フォ

ームを構成します。以下に調査フォームの構成手順の概要を記載します (Survey123 Connect の詳細な使用方法に

ついては、ArcGIS Survey123 のヘルプを参照してください)。 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 調査の作成 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm 

 

1. Survey123 Connect を起動します。 

2. [新規調査] をクリックします。 

 

3. 左ペイン メニューより [ファイル] を選択し、[選択] をクリックします。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm
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4. ダウンロードしたテンプレートの [Survey123] フォルダーにある「report_form.xlsx」ファイルを選

択し [開く] をクリックします。 

 

5. 作成する調査フォームのタイトルを入力し、[調査の作成] をクリックします。 

重要: 

調査フォーム作成時にはタイトルに日本語は使用できません。必ず英数字で入力してください。またアンダ

ースコア (_) 以外の特殊文字も使用することはできません (調査フォーム作成後に調査フォームの設定メ

ニューからタイトルを日本語に修正することができます)。 

 

6. 調査フォームのプレビュー画面が表示されるとともに、Excel が起動し XLSForm ファイルが開きま

す。 

7. ArcGIS ポータルを開き、Web GIS Template Uploader で作成したフィーチャ レイヤー（<フォルダー

名>_hinanjo_status）のアイテム詳細を開きます。 

8. アイテム詳細ページの下部の URL の横のボタンをクリックして URL をコピーします。 
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9. XLSForm ファイルの [setting] シートに移動し、[submission_url] の欄に URL を貼り付けます。 

 

10. XLSForm ファイルを上書き保存します。 

 

11. [設定] から各種設定を行います。[オプション] をクリックして、添付ファイルとして登録する写真のサ

イズを指定します。画像サイズが大きいとデータ ストレージとしてクレジットを多く消費するので注意

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. [受信トレイ] の[[受信トレイ] フォルダーの有効化] と、[受信トレイの調査の表示を許可]、[受信トレ

イの調査の編集を許可] をオンにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
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13. Survey123 Connect で [サイン イン] ボタンをクリックします。 

 

 

14. 調査フォームを構成する ArcGIS ポータルにサイン インします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ArcGIS ポータルにサイン インしたら [公開] ボタン をクリックします。 

  

16. [オプション] をクリックし、[Web マップの作成] をオフに設定し、[OK] をクリックします。 
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17. 既存のフィーチャ サービスを使用するメッセージが表示されたら、[調査の公開] をクリックします。公

開完了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。接続先の ArcGIS ポータルに調査フォ

ームが構成されました。 

 

 

18. アップロードが完了したら [オンライン] ボタン をクリックし、[Survey123 Web サイトで

管理] をクリックします。  

 

19. [共同作業] をクリックし、[送信者] を選択し、[この調査を共有] で「Survey123 フィールド アプリ

で調査を直接開きます」をオンします。この調査票は既存フィーチャの編集のみを行うのでフィールド 

アプリで開くよう限定します。 
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20. [送信者ができること] で [レコードの追加および更新] をオンにします。新規追加と削除が Survey123 

のフィールド アプリから操作できなくなります。 

 

21. [保存] をクリックして設定を保存します。 

 

22. ArcGIS ポータルにサイン インして調査フォームを確認します。Survey- <手順 5 で指定した調査フォ

ームのタイトル> のフォルダーに調査フォーム (タイプが "Form" となっているアイテム) が作成され

ています。 

 

 

23. テンプレートのアップロードで自動作成されたフォルダーにこのフォームを移動します。タイトル横のチ

ェックボックスをオンにし、[移動] をクリックします。Web GIS Template Uploader が作成した 

ArcGIS ポータルのフォルダーを移動先として指定します。 

 

 

 

 

 

24. フォームを移動した後は Survey- <手順 5 で指定した調査フォームのタイトル> のフォルダーは必要

ありませんので、[削除] をクリックして、フォルダーを削除します。 
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避難所の編集 

災害が発生した後、本部の管理者は避難所を開設・閉鎖します。また定時連絡として報告された避難人数と避難世帯数を

編集します。避難所の編集は ArcGIS Pro または ArcGIS Online の Web マップを使用して編集します。 

※フィールドの値を一括で編集するには [フィールド演算] を使用します。 

開設状況はデフォルトが NULL 値ですが、フィールド演算で「0」にすることで「未開設」に一括で編集できま

す。 

・フィールドの計算（ArcGIS Online ヘルプ） 

・フィールド計算の基礎 （ArcGIS Pro ヘルプ） 

 

避難所の開設状況フィールドはドメインが設定されています。数字を入れることで「未開設」や「閉鎖」、「開

設」が表示されます。 

 

 

 

 

 

フィールド演算の例 

 

値 表示 

0 未開設 

1 閉鎖 

2 開設 

ArcGIS Online の場合 ArcGIS Pro の場合 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/manage-data/calculate-fields.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/tables/fundamentals-of-field-calculations.htm
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Web マップで編集する場合 

1. Web GIS Template Uploader が作成した ArcGIS ポータルのフォルダーある「避難所連絡マップ」を Map 

Viewer で開きます。 

 

2. [編集] をクリックし、開設したい避難所をクリックしポップアップ画面から「開設状況」フィールドの値を「開

設」に変更します。[閉鎖] する場合も同様です。避難人数と世帯数もキーボードから数値を入力します。 
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ArcGIS Pro のマップで編集する場合 

1. ArcGIS Pro を起動します。 

2. [空のテンプレート] から [マップ] をクリックします。任意の名前をつけ適当な場所にプロジェクトを作成しま

す。 

 

3. [マップ] タブの [データの追加] → [データ] をクリックします。 

 

4. [ポータル] － [マイ コンテンツ] をクリックし、テンプレートで作成したフォルダーに移動し、

[XXX_hinanjo_status] フィーチャ レイヤーをクリックし、[OK] をクリックします。 

 

5. マップ上に避難所情報レイヤーが追加されるので、コンテンツ ウィンドウで [hinanjo] レイヤーを選択し、[編

集] タブにある [属性] をクリックします。 
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6. 編集したい避難所をクリックし、「開設状況」フィールドの値を「開設」に変更します。[閉鎖] する場合も同様

です。[適用] をクリックします。避難人数と世帯数もキーボードから数値を入力します。 

 

7. 編集を保存するため [保存] をクリックします。編集を保存しない場合は [破棄] をクリックします。 

8. マップを保存します。次回の編集からはこのプロジェクトを起動するだけで同じ状態から始められます。 
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データの収集 

避難所にいる職員は Survey123 のフィールド アプリを使用して定時連絡や物資の要請などを行うことができます。

本部の職員も避難所にいる職員との連絡を同じ調査票から行うことができます。 

ArcGIS Survey123 を使用したデータの収集 

避難所連絡テンプレートは、ArcGIS Survey123 を使用し避難所とのやり取りを収集し、ArcGIS ポータル上に配置

したフィーチャ サービスに情報を蓄積できるように設計されています。 

  

今回はすでに登録されている避難所の情報に日々の報告を追加していきます。 

1. Survey123 フィールド アプリを開き、テンプレートで作成した調査票をダウンロードし、調査票を開

きます。 
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2. [受信トレイ] をタップします。 

 

 

 

 

3. 初回の起動時は [受信トレイが空です] と表示されますが、[更新] をクリックすると避難所一覧が表示され

ます。2 回目以降は一覧が表示されます。 

 

４．入力したい避難所名をタップして調査項目を入力していきます。 
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５．[報告者] は必須項目です。避難所にいる職員は自身の名前を、対策本部の職員は「本部」と入力し、コメ

ントを登録してください。この報告者名によってダッシュボードで区分されます。 

 

ArcGIS Survey123 の利用方法については ArcGIS Survey123 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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調査結果の解析とデータの確認（管理者） 

ArcGIS Survey123 を使用して収集した情報のサマリーや個々の情報を 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 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 結果の表示 

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

 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/viewresults.htm
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ダッシュボード アプリの利用 

避難所の情報をリアルタイムで監視・確認することができます。 

避難所の開設数と閉鎖数、避難世帯数と避難人数をリアルタイムに知ることができます。避難所リストから避難所を選択

すると避難所の空き状況（避難人数/想定避難人数）や職員のやり取りを見ることができます。 
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