
〇災害対策本部機能等の強化

〇円滑で適切な避難所運営のための環境整備

事業番号

158
　老朽化した機器等の入替えを行い、令和３年度中に再構築する災害情報システムとの機能連携について検討
しました。

R3(2021)

　水防災監視システムが収集した雨量情報や水位情報を災害情報システムにおいても自動収集できるよう、両
システムの機能連携を図りました。また、神田川流域の雨量観測体制の充実を図るために、文京総合福祉セン
ターに雨量局を新たに設置しました。

水防災監視システム機器再整備事
業

防災課
都市型水害等に備え、正確な雨量・河川情報の把
握や迅速な情報提供ができる体制を整備する。

14,489千円

(9,113千円)

主な取組実績

R1(2019)
　水防災監視システムにおける機器構成や耐用年数等を確認し、入替えによる効果を検証の上、最新機器の選
定を行いました。

R2(2020)

  システム設計について、コンサルタント事業者からの意見を踏まえて検討し、プロポーザル方式によりシス
テム構築事業者を選定しました。

R3(2021)
　システム構成、機能要件等を検討し、新たな防災ポータル及び防災アプリを含む災害情報システムの再構築
を行いました。

176

災害情報システム再構築事業 防災課
災害情報の収集・分析などの一連の業務の効
率化・迅速化を図る。

152,350千円

(156,716千円)

主な取組実績

R1(2019)

　庁内関係部署による災害情報システム検討会を開催し、システム機能等に関する意見を取りまとめました。
また、システム設計に向けた支援を受けるため、コンサルタント事業者を選定し、選定事業者とともに、シス
テム再構築に向けた課題等を整理しました。

R2(2020)

事業名称 所管課 事業の持つ役割 事業費(千円)

事業費（令和３年度）　上段：実績　下段：当初予算

1　どのような事業で・何をしたか（実績）
戦略シートの課題の解決手段として紐づけた計画事業について、「何をしたか」「何がどうなったか」を

記しています。

令和４年度進行管理　戦略点検シート
◎基本政策 ５　環境の保全と快適で安全なまちづくり

主要課題 No. 50 防災拠点機能の強化

０ 昨年度の施策の方向性（昨年度の点検における「４ 今後どのように進めていくか」）

　災害情報システムから様々な情報伝達手段へ一括で災害情報等を配信できるよう、システムの再構築を行います。また、令和３年
３月に策定した「災害時受援応援計画」の実効性を確保するため、平常時から災害時における協定の推進、受入体制の強化、受援訓
練等の実施に取り組むとともに、必要に応じて、計画内容の見直し・更新を図っていきます。
　避難所総合訓練については、テーマを「感染症対策」とし、避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」を用い
た訓練を引き続き実施していきます。また、避難所の３つの密を避けるため、区内大学や高校等との協定締結により、二次的な避難
所の確保を進めていくほか、今後の備蓄物資の整備については、避難所の質の向上、省スペース化及び再活用を重点的に進めていき
ます。各医療救護所に備蓄する医薬品及び医療資器材については、医療関係機関等の意見を踏まえて整備等を適切に進めていきま
す。
　災害ボランティアセンター設置訓練については、過去の豪雨災害時における取組事例を参考にするほか、災害時の対応経験がある
関係者を講師に招いた研修を行うなど、発災時に備えて、より実践的な訓練を実施していきます。

●４年後の目指す姿・計画期間の方向性●
主要課題の戦略シートで設定している「4年後の目指す姿」と「計画期間の方向性」を転記してい

ます。

４年後の
目指す姿

　発災時における区の初動態勢が早期に確立され、円滑に避難所を開設できるとともに、迅速かつ
的確な災害情報の発信や、関係機関との連携など、適切な災害対応が図られる体制が整備されてい
る。

計画期間
の方向性

　地震や台風等、災害の特性に応じた的確な情報発信に努めるほか、災害対策本部機能の基盤となる災害情報
システムの再構築や、関係機関や他自治体との日頃からの連携体制を強化し、発災時における区の初動体制
や、関係機関等との連携による災害救護、受援体制等の強化に取り組みます。

　これまでの大規模災害などを教訓に、避難所で必要となる備蓄物資を配備するなど、被災者の生活を支える
避難所の環境整備を進めます。
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災害時医療の確保

医療救護活動訓練の実施 回 4 5 中止 中止

　新型コロナウイルス感染症の対策として、パーテーション、エアマット、アルコール消毒液、フェイスシー
ルド、手袋、ハンドソープ、非接触型体温計等を各避難所へ配備しました。

R3(2021)

　新型コロナウイルス感染症対策として、蓋付きごみ箱やプラスチックガウン等を各避難所へ配備するととも
に、避難所での停電対策として、太陽光パネル付きの蓄電池や持ち運びが容易なＬＥＤランタンを新たに配備
しました。

180

備蓄物資維持管理 防災課 震災直後の生活物資等を確保・整備する。
129,801千円

(56,328千円)

主な取組実績

R1(2019)
　要配慮者への視点から、段ボールベッドや多目的テント、プライベートテントを配備しました。また、災害
時の避難所における発電を円滑に行うために、既存の発電機に加え、カセットガス発電機を配備しました。

R2(2020)

R3(2021)

　感染症対策を追加した避難所開設キットを用いて訓練を実施し、訓練で生じた改善点等を避難所開設キット
に反映しました。また、関係部署間で調整を重ね、福祉避難所（13か所）や妊産婦・乳児救護所（４か所）に
避難所開設キットを新たに配備しました。

R1(2019)

　区内33か所の全避難所に配備している避難所開設キットを用いた、訓練を実施するよう、各避難所運営協議
会に周知するとともに、訓練で生じた改善点等を避難所開設キットに反映しました。さらに、避難所開設キッ
トを福祉避難所や妊産婦・乳児救護所等に新たに配備するため、内容を検討し、令和5年度までに配備する方針
を定めました。

R2(2020)

 避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」の内容に基づき、区内33か所の避難所に配備し
ている避難所開設キットに、感染症に配慮した避難所開設の手順を追加しました。また、避難所開設キットを
福祉避難所や妊産婦・乳児救護所に新たに配備するため、福祉避難所の訓練結果を踏まえ、関連部署間で開設
の手順を検討しました。

避難所開設キットを用いた訓練 回 8 13 5 4

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

168

避難所開設キット事業 防災課
区民が円滑に避難所を開設できる環境を整備
する。

4,297千円

(4,128千円)

主な取組実績 単位

災害時個別支援計画策定率 ％ 25.0 53.8 35.7 66.7

トリアージ研修の実施 回 1 中止 1 1

生活衛生課・予防
対策課

災害時に迅速かつ円滑な医療救護活動を行え
る体制を整備する。

10,098千円

(14,000千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019)

災害ボランティアセンター設置訓練参加者 人 56 44 45 77

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

災害ボランティア体制の整備 福祉政策課
災害時における被災者支援のボランティア活
動を円滑に進められる体制を整備する。

0千円

(13千円)

主な取組実績 単位 H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

災害ボランティアセンター設置訓練実施 回 1 1 1 1

　災害時受援応援計画策定委員会及び作業部会を開催し、大規模災害により区が被災した際に、あらかじめ支
援を受ける業務、受入体制等を定めるとともに、被災した自治体に対し、応援者の派遣、物資の提供を行うた
めの体制等を定めた災害時受援応援計画を策定しました。また、事業継続計画検討委員会及び検討部会を開催
し、災害時受援応援計画との整合を図りながら、必要な資源の確保や業務の実施体制を定めた事業継続計画
【震災編】を改定しました。

R3(2021)

　災害時受援応援計画に定める受援対象業務の受援担当者に対し、同計画の概要や活用方法等に関する研修を
実施しました。また、事業継続計画【震災編】や地域防災計画、職員防災行動マニュアル等に基づき、勤務時
間内に首都直下地震が発生したことを想定した危機管理対応訓練を実施しました。さらに、事業者等と災害協
定を締結し、災害時の受援体制の整備を進めました。

177

災害時の受援応援体制の整備 防災課 災害時の受援応援体制を整備する。
0千円

(0千円)

主な取組実績

R1(2019)

　災害時受援応援計画策定及び事業継続計画【震災編】改定に向けた情報収集・分析を行うとともに、策定支
援事業者を選定しました。また、災害時受援応援計画策定委員会及び作業部会、事業継続計画検討委員会及び
部会を開催し、非常時優先業務の整理・分析や職員の参集状況について課題を抽出し、他自治体等からの応援
により実施すべき業務の検討を行いました。

R2(2020)



〇災害対策本部機能等の強化

〇円滑で適切な避難所運営のための環境整備

●「文の京」安心・防災メール登録件数 ●二次的な避難所の数●防災情報一斉通知アプリ・防災アプリ登録件数

　避難所運営訓練で生じた改善点等を避難所開設キットに反映するなど、避難所運営に資する取組を実施しました。
　また、コロナ禍が長期化する中、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に資する備蓄物資を配備するとともに、医療
救護所に備蓄が必要な医薬品及び医療資器材について、区内医師会等の医療関係機関と連携して備蓄品目を確認し、医薬品
の追加を行いました。
　さらに、避難所の円滑な運営に向けて、全戸配布した防災ガイド等により在宅避難の重要性を周知するとともに、区内大
学、中学校・高校、寺院等と協定を締結し、令和３年度は二次的な避難所を新たに５か所確保しました。今後も、在宅避難
の継続的な周知啓発や二次的な避難所の確保に取り組む必要があります。
　災害ボランティアセンターの設置・運営については、感染拡大防止等の理由により現地での運営支援が困難な状況におけ
る支援を検討するため、被災地でＩＣＴを活用した運営支援活動の実績がある講師を招き、オンラインでの運営訓練を実施
しました。引き続き、被災地での取組等を参考にしながら、感染防止を踏まえた支援について検討する必要があります。

　再構築した災害情報システムを多くの区民に利用いただけるよう、区報やＳＮＳ、区設掲示板等に加え、町会・自治会等
に直接説明するなど、周知を図りました。災害時に同システムを有効に活用できるよう、継続的な周知や、アプリやポータ
ルの平常時からの利用を促進する取組が必要です。
　また、災害時の受援応援体制については、災害時受援応援計画に基づく研修や事業継続計画【震災編】等に基づく訓練を
実施するとともに、事業者等との災害協定の締結により整備を進めました。引き続き、計画の実効性を確保するための取組
が必要です。
　さらに、医療救護体制については、災害時の医療を取り巻く状況の変化に対応するため、災害医療運営連絡会を開催し、
医療関係機関等との連携強化を図りました。

３　成果や課題は何か（点検・分析）
1と２に基づき、計画期間の方向性ごとに「課題解決にどのような成果があったか」「成果が出ない要因は

何か」「新たな課題が生じてないか」などを点検・分析します。

　災害対策基本法の一部が改正され、令和３年５月から避難勧告・避難指示の一本化等がなされました。
　また、３年５月に防災基本計画が修正され、災害対策基本法の改正内容や新型コロナウイルス感染症対策に関する事項等
が反映されました。
　さらに、都が首都直下地震等による被害想定を見直し、４年５月に公表しました。

２　社会ではどのような動きがあったか

　　（社会環境等の変化）

人口の増減や、国や都の動きなど、主要課題の背景に関して「何があったか」「今後予想される」等

の社会の変化を捉えています。

チェック チェック項目

有 主要課題に関連する法改正があった（今後、法改正がある）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、医療救護活動訓練は中止し、トリアージ研修はオンラインで実施しました。

行財政運営の視点 取組実績

行
財
政
運
営

　学校の改築等、公共施設の整備に当たっては、避難所等の
防災拠点としての機能整備を図ります。

　大塚小学校の増築に当たり、災害時の円滑な物資搬出
のため、備蓄倉庫の面積を拡充しました。

●特記事項（実績の補足）

有 主要課題に影響を及ぼす変化等があった（今後、変化等の可能性がある）
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180 備蓄物資維持管理 防災課 継続

179 災害時医療の確保 生活衛生課・予防対策課 継続

168 避難所開設キット事業 防災課 継続

177 災害時の受援応援体制の整備 防災課 継続

178 災害ボランティア体制の整備 福祉政策課 継続

176 災害情報システム再構築事業 防災課 継続

158 水防災監視システム機器再整備事業 防災課 継続

５　次年度、事業をどうするか（事業の見直し）
４を踏まえ、主要課題に紐づけられている個々の計画事業の次年度の検討の方向性を「継続」「レ

ベルアップ」「見直し・縮小」「事業終了」「計画変更」で記します。

事業番号 計画事業名 所管課 次年度の方向性

　災害情報システムを有効に活用できるよう、様々な機会を捉えて区民への周知を図るとともに、システムを活用した訓練
等を行います。
　また、災害時受援応援計画の実効性を確保するため、災害協定の締結等を推進するほか、受援訓練等を実施します。
　さらに、避難所開設キットを活用した訓練を定期的に実施し、各避難所の特性に合わせた内容へ改良していきます。加え
て、避難所の感染拡大防止に向け、在宅避難の重要性を各種広報媒体を用いて一層周知していくほか、二次的な避難所を確
保するため、区内大学や高校をはじめとする様々な施設と協定を締結していきます。
　災害ボランティアセンターについては、コロナ禍においても円滑に機能するよう、ＩＣＴの活用を想定した設置訓練を実
施します。
　災害時医療については、災害医療運営連絡会を定期的に開催し、医療関係機関等との連携強化を図るとともに、医療関係
機関等の意見を踏まえ、医療救護所に備蓄する医薬品及び医療資器材の整備等を適切に進めていきます。

４　今後どのように進めていくか（展開）
３を踏まえ、「何の対応が必要か」「何をどのようにしていくか」など、次年度以降の戦略としての進め

方を記しています。


