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 1． 消防緊急情報指令システム（滋賀県大津市） 

（１） サービス概要 

【目的】 
増大する消防行政需要に対処し、震災など大規模災害に対応できる体制をつくり、かつ消防業

務のシステム化を図ること。また、消防情報と防災情報の共有化により、総合的な防災行政およ

び市民自主防災活動の支援を目指す。 
 
【実施内容】 
消防行政に関する情報通信網を整備強化し、情報の一元管理化を図り、大地震・風水害・火災

等の各種災害発生時における初期防災体制や災害現場への情報支援、関係機関との連携、市民向

け災害情報の提供などを行う。 
まず、消防活動分野のシステムとして平成 9年度に「通信指令システム」および「支援情報シ
ステム」を構築し、現在の消防緊急情報システムの運用を開始した。このシステムは、消防局通

信指令課に情報管理装置を配置し、各所属に設置された支援情報端末からデータを入力すること

により、オンライン上で入力データの更新が行える（図１）。また、消防水利や防火対象物・危

険物施設、災害事案等の情報が、データベースにより一元管理できるとともに、気象情報や消防

庁・県・市のネットワークとの融合により、広域的に多種多様な情報を収集・共有することがで

きる。 
災害現場へ出動した消防隊等からは、災害の規模や被害状況・活動状況などの情報が、携帯端

末を利用して、情報管理装置へ送信される。消防局で収集した情報は、正確で迅速・効率的に、

インターネットや災害情報案内装置、関係機関等を通じて、地域へ発信される。 
また、消防情報と防災情報の共有化により、総合的な防災行政および市民自主防災活動の支援

を実施する（図２）。 
 

【運営主体】 
大津市消防局 

 
【運営内容】 
「大津市消防局緊急情報通信指令システム」の運用を行う。消防局通信指令課に情報管理装置

を配備し一元管理。平成 19年度より、滋賀県の防災情報システムおよび土木防災情報システム
と連携する。 
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（出典：大津市消防局ホームページ） 
図表 1 消防通信系統図 
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（出典：大津市 IT推進プランⅡ） 
図表 2 消防・防災情報システムのイメージ 

 

（２） 発足の経緯 

大津市消防局では、阪神淡路大震災後、震災など大規模災害に対応できる体制づくりと、増大

する消防行政需要に対処するため、消防業務のシステム化に取り組むこととなった。まず、平成

7 年度には震度 7 に耐える耐震構造を持つ通信指令課（鉄筋コンクリート造 2 階建）を完成さ
せ、翌年には指令システム及び支援情報システムを構築し、平成 9 年 4 月 1 日に現消防緊急情
報指令システムの運用を開始した。 
平成 11 年度には画像伝送システムを導入し、防災情報伝達体制の一層の拡充強化と災害発生
時の早期現場状況把握等を図った。更に平成 16 年 3 月には、中・南消防署の救助工作車に車
載式カメラを設置し、災害情報を画像により消防局に送信し、災害状況の把握と体制の強化及び

被害の軽減に努めている。 
 
（３） コスト負担 

金額は不明。大津市が負担。 
 
（４） 成功のポイント 

 的確な防災行政の支援 
 的確な市民自主防災活動の支援 
 災害時の支援体制（広域応援要請）の確立 

 
（５） 課題 

 既存の通信指令システムの通信方式を、アナログ方式からデジタル方式へ更新を円滑に進
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めること。 
 滋賀県の防災情報システムおよび土木防災情報システムと連携および本市消防情報との
情報共有を円滑に実施すること。 

 防災情報を市民にわかりやすく提供していくためには、地図情報が必要不可欠である。地
理情報システムを活用すること。 

 防災情報だけでなく防犯情報等とも連携し、総合的に市民の生活支援となる情報を提供す
ること。 

 大地震や水害等による大災害時に、通信機器等の安全性の確保し正常に動作するよう、設
置環境や管理環境に配慮すること。  
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２． ふくおかコミュニティ無線（福岡県福岡市） 

（１）サービス概要 

【目的】 
住民へ防災情報の伝達を行う無線システム（市町村防災行政無線システム）の整備を推進し、

防災時の情報伝達手段の確保を図ること。 
 
【実施内容】 
整備費用が高額であることから進まなかった市町村防災行政無線の整備を、既存のデジタル移

動無線システム（MCAシステム）を活用することで、従来の3分の１の価格で実現した。 
MCA システムには、一斉通報、グループ通報、個別通信機能があり、これらを活用すること
で、安価に従来の市町村防災行政無線と同等の機能を果たす。 
統制局（市町村役場）の設備はパソコンと無線機で構成され、持ち運びも容易である。地震で

庁舎が被災した場合でも他の揚所から運用が可能で、従来型の固定されたシステムに比べ、災害

に強く「いつでもどこでも」利用できる利点がある。  
全国瞬時警戒システム(J-ALERT)に対応した機器仕様であり、統制局から一斉に全端末局の電
子音源ファイル(MP3)を再生する機能を有する。 

 

 

（出典：ふくおかコミュニティ無線ホームページ） 
図表 3 ふくおかコミュニティ無線の特徴 
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【運営体制】 
（財）九州移動無線センターおよび各自治体。 

 
【運営内容】 
（財）九州移動無線センターが運用する既存の 800MHz 帯 MCA デジタル移動通信ネットワ
ークである「MCAシステム」を利用し、各自治体が整備、運営。 

 

 
（出典：ふくおかコミュニティ無線ホームページ） 

図表 4 ふくおかコミュニティ無線のシステム 

 

（２） 発足の経緯 

市町村防災行政無線システムは、高額であったため、財政事情の厳しい市町村では整備が難し

い状況であった。福岡ではコミュニティ無線の開発と整備促進を目的として、平成 17年に福岡
県、学識経験者、無線・音響機器メーカー等で構成される「ふくおかコミュニティ無線推進協議

会」を設立し、MCAシステムの開発に取り組んでいた。そうしたなか、福岡県西方沖地震を受
け、住民への情報伝達手段の確保が益々重視されるようになり、本システムの早期完成を目指し

た。その結果、従来の「3分の１以下の価格」という市町村のニ一ズに応えた、低価格で音質も
クリアーなシステムを、当初予定よりも早く開発実用化することに成功した。 
現在では、福岡県内の４市で利用されている。 

 
（３） コスト負担 

 自治体の整備費用は従来の３分の１となった。 
 ふくおかコミュニティ無線の整備には防災対策事業債、合併特例債などの活用が可能。 
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 【例】 

市町村規模 整備費（従来システム） 整備費（ふくおかコミュニティ無線） 

町（人口 1.5万人） 約 2.5億円 約 8,400万円（見込） 

市（人口 10万人） 約５億円 約 1.67億円（見込） 

  
 
（４） 成功のポイント 

 通信エリアが広域のため、市町村合併にも柔軟な対応が可能 
 災害などにも高い信頼性 
 整備費用が安価 
 地域コミュニティ形成を支援するシステム 

 
（５） 課題 

 財政難に苦しむ全国の自治体への普及 
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３．総合メールシステム（岡山県津山市） 

（１）サービス概要 

【目的】 
5 地区が合併した津山市の全域において、「住民の安心・安全・安定のまちづくり」に合致す
るような、災害情報の伝達システムを構築すること。 
 
【実施内容】 
総合メールシステムは、予め住民が携帯電話及びパソコンから登録すると、住民が希望する地

域及び項目ごとの情報を得ることができるメール配信システムである。個人情報は格納及び送信

中も暗号化する万全のセキュリティ対策が講じられている。 
このメール配信システムにより 
①「つやま災害情報メールシステム」 
②「津山圏域消防組合火災情報メールシステム」 
③小中学校の「安心・安全メールシステム」や保護者専用の連絡メール 
④一般市民向けの不審者情報メール 

が運用されている。 
防災メールで発信する項目は、気象情報、災害情報、地震関連情報、災害時交通情報、避難情

報、休日の当番医情報である。火災メールでは、24 時間態勢で迅速に火災関連の情報を市民に
配信するほか、火災の詳細情報を津山市消防団員に配信する。 
高齢者などの情報弱者が利用できるよう、津山市と通信事業者は共同で全国初の専用端末を開

発した。その特徴は、①操作が簡単、②音と光で着信を知らせる、③液晶ディスプレイにより文

字メッセージを表示、④緊急情報は音声 ROMを組み合わせて配信、⑤通常は AM・FMラジオ
として使用、⑥操作ボタンは点字対応、⑦携帯可能で小型、軽量といった点である。 

 
 

（出典：財団法人 地方自治情報センター「月間 LASDEC」2007年 10月） 
図表 5 津山市の防災・火災メール概念図 
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【運営主体】 
津山市 

 
【運営内容】 
寄せられた情報を精査し、事実確認を行い、不適切な表現がないかチックするため、津山市の

各部署の長を管理者と定め、管理者が情報内容を確認し、許可後配信する。 
 

 

（２） 発足の経緯 

合併した５地区からなる市全域で利用できる防災無線システムを検討中、新潟中越地震の経験

から携帯電話のメールが災害時でも情報インフラとして有効性が高いという情報を得、かつラン

ニングコストが安いことから、メール配信システムを導入することに決定した。 
課題であった携帯電話不感地については、通信事業者の協力により解消された。また、高齢者

向けには、情報弱者用の受信機として専用端末を開発することで対応した。 
 
（３） コスト負担 

 住民の登録費用は無料だが、受信およびサイト接続にかかる費用、専用端末購入費などに

伴う経費は利用者の負担となっている。 

 
（４） 成功のポイント 

 市民からは休日の当番医情報の評価が高い。 
 平成 19年 4月 1日～9月 1日の 5カ月で、約 7,500件の登録があり、住民の期待が伺え
る。 

 市のシステムであるため信頼性が高く、個人情報の保護対策が万全である。 
 
（５） 課題 

 専用端末の普及。現在高額であるため、量産すれば、価格は下がると考えられる。 
 活用の方向性次第で、アプリケーションの改修が必要となる。 
 津山市のメール配信システムを ASPを通し他の地方公共団体に利用してもらう。 
 防災・防犯だけでなく、福祉、消費生活情報など市民ニーズに沿った項目を増やし、住民
サービス向上を図る。 
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４．彩事業（徳島県上勝町） 

（１）サービス概要 

【目的】 
ITを活用し、情報を有効に使い、生産農家の意欲を高めることで、彩事業（「つまもの」生産
事業）を発展させ、地域を活性化させること。 
 
【実施内容】 
現在、「つまもの」は、生産者→卸売市場→仲買→小売→料理店などの最終需要者という物流

過程を経ている。そのなかで卸売市場からの受注情報を生産農家に、FAX またはイントラネッ
トを経由して伝達しており、生産農家は、情報を受け取り、そのなかで早く準備が出来たものが

商品を出荷するシステムになっている。 
「必要なものを」「必要なときに」「必要なだけ」取り出せることが、取引先にとっての魅力と

なり売り上げ増加につながっている。一方、生産農家には、パソコンで見た情報がすぐに「もう

け」という形で結果に直結するため「やる気」につながっている。 
インフラ面では、もともと防災無線の FAXだけであったのが、（株）いろどりの設立によりイ
ントラネットが加わった。さらに平成 17年度に総務省支援の地域情報通信振興関連施策の補助
事業「加入者系光ファイバー網設備整備事業」によって、町内に光ファイバーが敷設され、ベス

トエフォートで 100Mbpsという高速の環境が整備された。 
 

 
 

 
（出典：（株）いろどりホームページ） 

図表 5 いろどり（上勝町情報センター）システム図  

 



 11 

現在、高速インターネットに対応した情報提供システムを構築中である。このシステムによっ

て情報の質・量の向上のほか、つまものの受注を仲介業者ぬきで、インターネットで直接受注し、

直送ですることが可能になる。 
インターネットで生産農家と市場とが直接やり取りできるようになれば、現在の商品の流れに直接

受注→直送が加わり、価格面でも生産農家、需要者の双方にメリットが生じて需要拡大が期待される。 
なお、平成 10年度に通産省の実証実験を通して、高齢者でも使い易いようにトラックボール
でパソコン操作が出来るようにした高齢者用専用パソコンも開発されている。 

 
【運営主体】 （株）いろどり 
 
【運営内容】 
毎日のデータ管理、先読み、人の動きなどを的確にとらえて伝える仕組みとしてイントラネッ

トを構築した。また、生産農家に対して防災無線 FAXとイントラネットを組み合わせて様々な
情報提供を行う。 

 

（２） 発足の経緯 

上勝町の主産業である柑橘類に変わり、田舎で高齢者や女性が出来る仕事として「つまもの」の生

産が、当時の農業共同組合の職員であった横石氏（現(株)いろどり代表取締役）により始まった。当初
より、平成 4年に生産農家への情報伝達の手段として、役場の防災無線を使った無線FAXシステムを
利用できるようになり、課題であった情報の流れが円滑化され、売上げ急増につながった。 

ITが重要であるのとの認識のもと、平成 11年には、生産物の販売支援を目的とした第三セク
ター（株）いろどりが設立された。 

 
（３） コスト負担 

 町民は端末の購入費、通信代。 

 
（４） 成功のポイント 

 IT を使うことで、当初より、迅速な情報提供によって「もうけ」を生産者の「やる気」
に結びつけることができたこと。 

 生産者が、IT を使って収入を得る、働く意欲がわく、元気にすごすことができる、とい
うプラスの循環が形成されたこと。 

 防災無線 FAX、低速インターネット、高速インターネット、また使い易い端末とインフ
ラ面で高度化が図られたこと。 

 
（５） 課題 

 高速インターネットに対応した新システムの開発。 
 田舎に必要なものはなにかについて町民自らが考える習慣をもつこと。 

 

以上 


