
標準化災害情報プロダクツ（案）　一覧 2017/4/6
防災科学技術研究所

日立製作所

平常時 事前 直後 応急期 復旧・復興期

1 時刻、震源地、深さ、規模、最⼤震度 ・気象庁防災情報XML（地震情報） ポイント 震源を⽰すアイコン 総務省︓迅速な応急・復旧（統合防災情報システムの震源情報）
⽇本ガス協会︓復旧計画（各地震計情報・地震の揺れの分布図）

2 震度情報 ・気象庁防災情報XML（地震情報）
・観測点強振動指標（防災科研SIP⑤） ポリゴン

震度により段階的に⾊付
け

総務省︓迅速な応急・復旧（統合防災情報システムの震度情報）
⽇本ガス協会︓復旧計画（各地震計情報・地震の揺れの分布図）

3 震度分布(例:⾯的震度分布) ・⾯的地震情報（防災科研SIP⑤） メッシュ 推定震度ごとに段階表⽰ ⽇本ガス協会︓復旧計画（各地震計情報・地震の揺れの分布図）

1:⼤津波警報、津波警報
2:津波注意報
3:－
4:－

6 津波浸⽔域（浸⽔有無）、浸⽔深 ・津波浸⽔推定（SIP⑤）
・衛星画像、航空写真 メッシュ

浸⽔深ごとに段階表⽰ ⽯油連盟︓燃料供給（津波浸⽔域の情報）

1:噴⽕警戒レベル５、４
2:噴⽕警戒レベル３、２
3:噴⽕警戒レベル１
4:－

9 降灰量(多量、やや多量、少量) ・気象庁防災情報XML（⽕⼭情報︓降灰予報） ポリゴン 降灰量毎に段階表⽰ 電気事業者︓被害状況の早期把握（⾃然災害情報（降灰情報））

1:警報発表
2:注意報発表
3:発表なし
4:－

11 現在の降⽔量(250mメッシュ) ・オンライン気象情報(気象業務⽀援センター(気象
庁)) メッシュ

降⽔量ごとに段階表⽰

12 降⽔短時間予報 6時間後までの降⽔予報(1kmメッシュ) ・オンライン気象情報(気象業務⽀援センター(気象
庁))

メッシュ 各時刻の降⽔量ごとに段
階表⽰

13 過去24時間までの積算⾬量(1kmメッシュ) ・オンライン気象情報(気象業務⽀援センター(気象
庁))

メッシュ 積算⾬量ごとに段階表⽰

14 観測ポイントの積雪量 ・積雪の深さ⼀覧（気象庁HP） ポイント 積雪量ごとに段階表⽰

15 現在の台⾵情報(台⾵名称、⼤きさ/強さ、中
⼼位置/気圧/半径/暴⾵域の半径、進⾏⽅

・気象庁防災情報XML（台⾵情報）
ポイント

中⼼地点と強⾵域/暴⾵
域(円)

16 5⽇⽬までの経路情報(台⾵名称、時間毎(接
近時3時間、遠⽅時1⽇)の中⼼位置/予報円

・気象庁防災情報XML（台⾵情報）
ポイント

中⼼地点と強⾵域/暴⾵
域(予報円)
1:発⽣、危険
2:警戒、注意
3:異常なし

19 浸⽔(内⽔氾濫)情報 内⽔氾濫における浸⽔域 ・推定浸⽔域（国交省DiMAPS）
・ため池浸⽔推定（農⽔省SIP④）
・衛星画像、航空写真

ポリゴン
メッシュ

浸⽔範囲(ポリゴン)、浸⽔
深ごとに段階表⽰(メッ
シュ)

三重県︓調査、輸送（浸⽔状況）
電気事業者︓被害状況の早期把握（⾃然災害情報（河川氾濫情報））
ITS-JAPAN︓危険区域の周知
（危険区域データ（ポリゴン）（浸⽔））
ITS-JAPAN︓被災区域の周知
（災害発⽣区域データ（ポリゴン）（浸⽔））
ITS-JAPAN︓危険区域への流⼊回避
（危険区域データ（ポリゴン）（浸⽔）および侵⼊禁⽌エリア（浸⽔））

1:発表中
2:－
3:発表なし
4:－

21 ⼟砂災害警戒判定メッシュ ⼟砂災害発⽣の危険度(極めて危険/⾮常に
危険/警戒/注意)(5kmメッシュ)

・オンライン気象情報(気象業務⽀援センター(気象
庁)) メッシュ 危険度毎に段階表⽰

22 ⼟砂災害発⽣箇所、⼟砂災害種別（がけ崩
れ、地すべり、⼟⽯流等）、状況

・⼟砂災害等（国交省DiMAPS）

ポイント

発⽣箇所を⽰すアイコン 電気事業者︓被害状況の早期把握（⾃然災害情報（地すべり情報））
ITS-JAPAN︓危険区域の周知
（危険区域データ（ポリゴン）（がけ崩れ等））
ITS-JAPAN︓被災区域の周知
（災害発⽣区域データ（ポリゴン）（がけ崩れ等））
ITS-JAPAN︓危険区域への流⼊回避
（危険区域データ（ポリゴン）（がけ崩れ等）および侵⼊禁⽌エリア（がけ崩れ等））

1:死者発⽣
2:負傷者発⽣
3:被害報告なし
4:死者推計あり、報告無

メッシュ 被害の⼤きさごとに段階表
⽰

24 孤⽴集落・孤⽴者数 ・孤⽴状況（市区町村） ポイント ⼈数を⽰すアイコン 国交省︓⾃治体⽀援等（孤⽴集落・孤⽴者数）

25 ⼈流データ ・⼈流データ（⺠間） 内閣府防災︓⼈の分布把握（⼈の分布（Yahoo地図でいう混雑レーダー))

1:被害あり(100棟以上)
2:被害あり
3:被害なし
4:不明

メッシュ

被害の⼤きさごとに段階表
⽰

1:使⽤不可
2:被害あり、使⽤可

3:使⽤可
4:不明

30 河川・ダム施設状況 河川・ダム施設の被害箇所と被害内容 ・指定河川洪⽔予報-氾濫発⽣-（気象庁）
・河川被害情報（国交省DiMAPS）
・ダム・堰被害情報（農⽔省）

三重県︓応急排⽔、応急復旧（堤防決壊情報）

31 農業施設（⽤⽔路、⽔⾨、ため池等）の被
害箇所と被害内容

・農業施設被害情報（農⽔省）
・ため池決壊危険度（農⽔省SIP④）

32 産業施設（⼯場、コンビナート等）の被害箇
所と被害内容

・産業施設被害情報（経産省）
・原⼦⼒発電所被害情報（経産省）

内閣府防災︓被害把握（原⼦⼒関連施設の被害状況）
⽯油連盟︓燃料供給（放射性物質、毒物・劇物など⼈健康に影響を及ぼす物質の漏
洩・拡散に係る情報、防護対策に係る情報）

1:営業停⽌
2:営業中、制限あり
3:営業中
4:不明

1:通⾏不可
2:通⾏可能、制限あり
3:通⾏可能
4:不明

ポイント

被害箇所を⽰すアイコン

1:運⾏停⽌
2:運⾏中、制限あり
3:通常運⾏
4:不明

36 駅舎、線路などの被害状況 ポイント 被害箇所を⽰すアイコン

1:閉鎖
2:制限(緊急使⽤のみ)
3:使⽤可能

被害

⼈の分布

⼈的被害状況

4:－

4:不明

35

37

38

ハザード

4 津波

台⾵情報(現況)

台⾵経路図

28

⼟砂災害箇所

鉄道運⾏状況

燃料供給状況 供給施設(SS)の営業有無と属性情報（店
名、住所等）

鉄道路線の運⾏状態（運⾏停⽌、運⾏制
限、通常運⾏）、属性情報（路線名、区
間）

河川洪⽔情報 ⽔位観測地点の⽔位危険度(氾濫注意、警
戒、危険、発⽣)、⽔位

ため池情報 ・ため池決壊危険度（農⽔省SIP④）

⽕⼭の噴⽕警戒レベル

8 噴⽕速報 ⽕⼭の噴⽕有無

ポリゴン
・気象庁防災情報XML（気象特別警報・気象警
報・注意報）

震源情報

津波浸⽔情報

津波予報区の警報・注意報の有無

29

10 気象

5

7 ⽕⼭

33

施設

交通34

23

26

27

18

20 ⼟砂災害

台⾵

洪⽔

建物

空港施設の使⽤可否と属性情報、航空機運

ポイント

・港湾/空港情報（国交省DiMAPS）

道路の通⾏可否状態(規制区間、規制箇所
（被害箇所）、通⾏実績)と規制内容・原
因、属性情報（道路名称、区間名称）

ライン

庁舎状況

⽂教施設状況

庁舎の使⽤可否と属性情報

⽂教施設の使⽤可否と属性情報

ライン

・SS営業情報（経産省）
・SS営業情報（運営各社HP)

ポイント

港湾施設状況

ポイント

農業施設状況

産業施設状況

空港施設状況

港湾施設の使⽤可否と属性情報、⽔上交通
運⾏状況

住家被害状況

ポリゴン

全壊/半壊棟数、床上/床下浸⽔棟数

・鉄道運⾏情報（国交省DiMAPS）
・鉄道運⾏情報（鉄道各社HP）

・被害報告（消防庁4号様式）
・被災⾃治体庁舎（総務省）

・被害報告（消防庁4号様式）
・⽂教施設（⽂科省）

・道路（⾼速道路、国道、都道府県道、市区町村
道、農道）被害情報（国交省DiMAPS、都道府県
被害報、市区町村被害報、道路公社、道路事業
者、農⽔省）
・VICS渋滞・通⾏規制情報（JARTIC）
・道路通⾏実績（ITS-Japan）

ポイント

道路状況

死傷・⾏⽅不明者 確認/推定された死者・⾏⽅不明・負傷者数
ポリゴン

⾮住家被害状況 全壊/半壊棟数

孤⽴状況

・被害報告（消防庁4号様式）
・⼟砂災害等-⼈的被害-（国交省DiMAPS）
・リアルタイム被害推定（防災科研SIP⑤）

・被害報告（消防庁4号様式）
・⼟砂災害等-⼈家被害-（国交省DiMAPS）
・リアルタイム被害推定（防災科研SIP⑤）

⼟砂災害警戒情報 ⼟砂災害警戒情報の発表有無

ポイント

17

・気象庁防災情報XML（⽕⼭情報︓噴⽕速報）

・指定河川洪⽔予報（気象庁）
・河川情報（国交省河川情報センター）
・ダム諸量（国交省河川情報センター）
・ダム・堰⽔位（農⽔省）

ため池の決壊危険度(注意、警戒、危険、発
⽣)

警報・注意報 発表された気象警報・注意報の有無と内容
(暴⾵、波浪、雷、乾燥、霜、着雪)

降⽔量(現況)

積算⾬量

積雪量

降灰予報

ポイント
・気象庁防災情報XML（⽕⼭情報︓噴⽕警報・予
報）

噴⽕警報・予報

ライン

主なデータソース（災害情報標準データセット）項番 情報内容(細項⽬)
情報項⽬

凡例
カテゴリ

情報分類項⽬

地震

提供フェーズ

津波情報 津波予報区の津波到達(予想)時刻、⾼さ

・気象庁防災情報XML（津波情報）

震度情報

津波警報・注意報

三重県︓電気等の応急復旧、救助（店舗等の被災状況を把握するシステムの情報
（浸⽔、倒壊等の被災状況））
三重県︓⾮常⽤⽔等の確認（⽕災状況）
内閣府防災︓被害把握
（地震及び津波による家屋被害の即時推定、⽕災の延焼箇所、⼈的被害、家屋の全
壊、家屋の半壊）
三菱東京UFJ銀⾏︓拠点開店可否判断（⽕災情報、洪⽔、⽔没情報）
⽇本ガス協会︓保安確保（⽕災の発⽣・延焼・鎮⽕・消⽕状況、建物の⾯的な衝撃状
況、ビル等⼤規模な建物の倒壊状況）
電気事業者︓被害状況の早期把握（⽕災情報（状況、範囲、予測））
⽯油連盟︓燃料輸送（⽕災発⽣情報）

海保︓医療⽀援・要配慮者⽀援（傷病者・配慮者の⼈数・場所情報）
内閣府防災︓被害把握（地震及び津波による⼈的被害の即時推定）

国交省︓⾃治体⽀援等（⾃治体庁舎の被災状況）
内閣府防災︓被害把握（連絡がついている⾃治体）
三菱東京UFJ銀⾏︓全般（⾏政機関の緊急対応窓⼝の情報）
⽇本ガス協会︓復旧活動（地⽅公共団体が保有する公地・建物（住所・状態・貸出可
否・連絡先等）
⽯油連盟︓燃料供給（警察・消防施設等の防災重要施設における⽯油燃料の需要
（在庫）情報）
内閣府防災︓被害把握、避難所⽀援（⽂教施設の被害状況）

当該情報を必要とする省庁・機関等とその⽬的（類似情報の場合は⻘字で記⼊）
【災害情報ハブアンケートより】

ポリゴン
・⼟砂災害警戒情報（気象庁）
・⼟砂災害警戒情報（国交省DiMAPS）

被害箇所を⽰すアイコン

三菱東京UFJ銀⾏︓避難誘導（津波の到達予想時刻・⾼さ等の情報）
電気事業者︓被害状況の早期把握（⾃然災害情報（津波））

消防庁︓情報収集、部隊運⽤　(河川の⽔位、監視カメラ映像）

総務省︓地域住⺠への情報伝達（公共交通機関の運⾏状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓要員⼿配、決済サービスの提供、現⾦、物資、応援者輸送（公共
交通機関の運⾏情報）
NHK︓各種救援活動（交通機関運⾏情報（運休））
ITS-JAPAN︓救援・⽀援（路線情報、運休・遅延情報、等）

経産省︓産業の事業継続・早期復旧
（港湾被災状況及び復旧情報、航路啓開情報及び啓開⾒込み)
海保︓医療⽀援・要配慮者⽀援・物資供給（港湾等被害状況）
消防庁︓情報収集・部隊運⽤
（港湾使⽤可否情報、⺠間フェリー使⽤可否情報）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（公共交通機関の運⾏状況）
内閣府防災︓救援救助、物資⽀援（河川と港湾の緊急⽤船着場の稼働状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓要員⼿配、決済サービスの提供、現⾦、物資、応援者輸送（公共
交通機関の運⾏情報）
電気事業者︓緊急資機材運搬ルート等の検討
（港湾情報（被害状況、航⾏可否、⽔切り⽤施設・場所の利⽤可否））
⽯油連盟︓燃料輸送（港湾内の航⾏可否・啓開情報、貨物線路の通⾏可否・啓開、
ダイヤ情報、有⼈離島向け旅客船・貨物フェリーの被災状況等に基づく運航可否、ダイヤ
情報）
NHK︓各種救援活動（交通機関運⾏情報（運休））
ITS-JAPAN︓救援・⽀援（路線情報、運休・遅延情報、等）

経産省︓災害時における病院、避難所等への迅速な燃料供給のため
（移動タンク貯蔵所(タンクローリー）の設置場所、規模、油種)
経産省︓災害時における病院、避難所等への迅速な燃料供給のため
（空きドラム⽸の保有状況（数量、場所））
国交省︓⾃治体⽀援等（ガソリンスタンド営業情報、燃料の流通状況）
国交省︓物資輸送
（災害⽀援物資輸送を⾏う⾞両が給油できる給油所の情報）
消防庁︓情報収集、部隊運⽤（ガソリンスタンドの使⽤可否情報）
総務省︓迅速な応急・復旧（中核サービスステーションの⼀覧）
三重県︓燃料供給（⾮常⽤発電機の燃料調達が可能かどうか）
内閣府防災︓燃料供給
（稼働している中核サービスステーション（ガソリンスタンド））
三菱東京UFJ銀⾏︓発電燃料確保（拠点近隣のガソリンスタンドの開店状況)
電気事業者︓復旧⾞両への燃料確保
（ガソリンスタンド情報（営業状況、保有状況、補給可否）
電気事業者︓被害状況の早期把握
（⽯油情報（他社設備の健全性、避難範囲））
経産省︓産業の事業継続・早期復旧
 (道路啓開情報及び啓開⾒込み)
警察庁︓被害状況の把握・避難経路の確保等
（⾞両の通⾏実績情報等のプローブ情報）
国交省︓物資輸送（緊急輸送ルートの指定状況）
消防庁︓情報収集、部隊運⽤
（道路通⾏不能情報、道路啓開情報（地図データによるもの）、道路の監視カメラ映
像）
総務省︓移動電源⾞等の輸送（道路規制情報、道路啓開情報）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（道路啓開情報）
総務省︓迅速な応急・復旧（カメラ映像情報、道路状況情報）
三重県︓応急復旧、燃料輸送、調査、輸送（道路啓開情報）
内閣府防災︓物資輸送、救援救助等
（⾸都直下地震における⼋⽅向作戦（道路啓開の作戦）の実施状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓要員⼿配、決済サービスの提供、現⾦、物資、応援者輸送（道路
情報/警戒情報、⼀級河川に係る主要幹線道路での落橋の有無）
⽇本ガス協会︓設備・燃料等の輸送（道路啓開情報）
電気事業者︓作業関係⾞両や緊急資機材運搬のルート等の検討
（道路情報（被害情報、通⾏可否、渋滞情報、通⾏制限、復旧⾒通し））
⽯油連盟︓燃料輸送
（緊急交通路指定・解除に係る情報、臨港道路の通⾏可否、啓開情報）
NHK︓各種救援活動
（通⾏可能ルート（通⾏⽌め））
ITS-JAPAN︓緊急輸送路の周知（事前情報）
（緊急輸送路対象路線（道路ID、リンク情報、等））
ITS-JAPAN︓緊急輸送路の周知
（緊急輸送路となった路線（道路ID、リンク情報、等））
ITS-JAPAN︓救援・⽀援
（被災箇所の状況（通⾏可否、復旧メド、⾞種別通⾏可否、など））
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標準化災害情報プロダクツ（案）　一覧 2017/4/6
防災科学技術研究所

日立製作所

平常時 事前 直後 応急期 復旧・復興期
主なデータソース（災害情報標準データセット）項番 情報内容(細項⽬)

情報項⽬
凡例

カテゴリ

情報分類項⽬ 提供フェーズ 当該情報を必要とする省庁・機関等とその⽬的（類似情報の場合は⻘字で記⼊）
【災害情報ハブアンケートより】

1:供給停⽌(80%以上)
2:⼀部供給停⽌
3:供給中

40 供給停⽌率、供給停⽌⼾数 ・全国ガス供給停⽌情報（経産省）
・ガス供給情報（各ガス会社）

経産省︓産業の事業継続・早期復旧（ガス供給停⽌地域及び復旧⾒込み)
国交省︓⾃治体⽀援等（ガスの被災状況と復旧⾒込み）
三菱東京UFJ銀⾏︓銀⾏決済サービスの提供（銀⾏データセンター地域のライフライン状
況や復旧の⾒通し）
電気事業者︓復旧作業の制約条件の確認
（ガス情報（他社設備の健全性、避難範囲））
NHK︓被災者⽀援（⽣活⽀援（ライフライン）情報）

1:要⽀援(使⽤率20%
2:要⽀援(使⽤不可箇所
3:正常
4:不明

1:緊急/商⽤通信障害
2:緊急通信可能、商⽤通
信制限/不能
3:通常運⽤

44 携帯電話の通信状態（緊急/商⽤ともに障害
あり、商⽤通信障害あり、障害なし）

・携帯電話被害状況（総務省）
・携帯電話被害状況（通信各社）

経産省︓産業の事業継続・早期復旧
（電話回線（携帯）、基地局の被災及び復旧⾒込み)
経産省︓燃料供給・電気等の応急復旧
（通信基地局の⾃家発等の燃油状況）
国交省︓⾃治体⽀援等（携帯電話回線の被災状況と復旧⾒込み）
消防庁︓情報収集（通信不通地域状況（携帯電話の不通地域等）)
三重県︓制御所からの監視制御が可能か（専⽤回線等、通信状態がどうか）
⽇本ガス協会︓燃料供給・電気等の応急復旧
（通信基地局の⾃家発等の燃油状況）
⽯油連盟︓燃料供給（移動通信の利⽤可否・復旧情報）

46 定点カメラ映像 定点カメラ（⺠放ほか）
消防庁︓情報収集、部隊運⽤（⺠放各社の定点カメラ映像）

47 衛星写真・航空写真・⾚外線写真 空中写真（国⼟地理院ほか） 消防庁︓部隊運⽤
（被災地の被災前後の写真（衛星写真、航空写真、⾚外線写真））
電気事業者︓被害状況の早期把握（空撮情報（動画・写真））

写真・映像

経産省︓産業の事業継続・早期復旧（停電地域及び復旧⾒込み)
国交省︓⾃治体⽀援等（停電状況と復旧⾒込み）
消防庁︓情報収集（停電地域情報（地理空間情報））
総務省︓電話局、携帯基地局周辺の停電把握、地域住⺠への情報伝達
（停電地域情報）
三重県︓電気等の応急復旧、救助（店舗等の被災状況を把握するシステムの情報
（停電等の被災状況）、地域停電情報、応急復旧情報）
三重県︓ごみ発電稼働（送電状況）
益城町︓電⼒の確保（電源⾞（オペレーター付き）の保有状況）
益城町︓照明の確保（照明⾞（オペレーター付き）の保有状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓銀⾏決済サービスの提供（銀⾏データセンター地域のライフライン状
況や復旧の⾒通し）
⽇本ガス協会︓復旧計画（電気の被災状況・復旧⾒通・復旧計画・進捗）
⽯油連盟︓燃料供給（製油所・油槽所周辺の電⼒復旧⾒通し）
NHK︓被災者⽀援（⽣活⽀援（ライフライン）情報）

経産省︓産業の事業継続・早期復旧
（電話回線（固定、FAX）、基地局の被災及び復旧⾒込み)
国交省︓⾃治体⽀援等（固定電話回線の被災状況と復旧⾒込み）
消防庁︓情報収集（通信不通地域状況（加⼊電話の不通地域等）)
三重県︓制御所からの監視制御が可能か
（専⽤回線等、通信状態がどうか）
⽯油連盟︓燃料供給（固定通信の利⽤可否・復旧情報）

4:不明

固定電話状況 固定電話の通信状態（緊急/商⽤ともに障害
あり、商⽤通信障害あり、障害なし）

・固定電話被害状況（総務省）
・固定電話被害状況（通信各社）

携帯電話状況

インターネットアクセス状況

ガス供給状況

4:不明

電⼒供給状況39 停電率、停電⼾数 ・全国停電情報（経産省）
・停電情報（電⼒各社）

ライフライン

41

42

通信

45

43

ポリゴン

⾏状況

インターネットアクセスの通信状態（（緊急/商
⽤ともに障害あり、商⽤通信障害あり、障害な
し））

・全国断⽔情報（厚労省）
・断⽔情報（市区町村）

ポリゴン

⽔道供給状況 供給停⽌率、供給停⽌⼾数

下⽔道状況 使⽤不可率、使⽤不可⼾数

定点カメラ

空撮写真・映像

・下⽔道情報（市区町村）

・インターネット通信状況（総務省）

ポリゴン

海保︓医療⽀援・要配慮者⽀援・物資供給（空港・ヘリポート等被害状況）
総務省︓迅速な応急・復旧（被災地上空のフライト制限情報、着陸制限情報、⾼度制
限情報、静原型所⾒込み情報等）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（公共交通機関の運⾏状況）
三重県︓医師・患者搬送（ヘリポート候補地と被災状況）
電気事業者︓電⼒の代替施設の把握、資材運搬ルート等の検討（ヘリ運搬、ヘリ巡
視）（空港・ヘリポート情報　（利⽤状況、⾶⾏可否））
NHK︓各種救援活動（交通機関運⾏情報（運休））
ITS-JAPAN︓救援・⽀援（路線情報、運休・遅延情報、等）

経産省︓物資供給（上下⽔道の被災状況・復旧⾒通）
国交省︓⾃治体⽀援等（上⽔道の被災状況と復旧⾒込み）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（上下⽔道の被災状況・復旧⾒通）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（給⽔状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓銀⾏決済サービスの提供
（銀⾏データセンター地域のライフライン状況や復旧の⾒通し）
NHK︓被災者⽀援（⽣活⽀援（ライフライン）情報）
経産省︓物資供給　（上下⽔道の被災状況・復旧⾒通）
総務省︓地域住⺠への情報伝達（上下⽔道の被災状況・復旧⾒通）
三菱東京UFJ銀⾏︓銀⾏決済サービスの提供
（銀⾏データセンター地域のライフライン状況や復旧の⾒通し）
⽇本ガス協会︓復旧計画
（上下⽔道の被災状況・復旧⾒通・復旧計画・進捗）
NHK︓被災者⽀援（⽣活⽀援（ライフライン）情報）

経産省︓産業の事業継続・早期復旧
（パケット回線（メール及びWEB）基地局の被災及び復旧⾒込み)
消防庁︓情報収集（通信不通地域状況（電話の不通地域等）)
三重県︓制御所からの監視制御が可能か（専⽤回線等、通信状態がどうか）
⽯油連盟︓燃料供給（固定通信・移動通信の利⽤可否・復旧情報）
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標準化災害情報プロダクツ（案）　一覧 2017/4/6
防災科学技術研究所

日立製作所

平常時 事前 直後 応急期 復旧・復興期
主なデータソース（災害情報標準データセット）項番 情報内容(細項⽬)

情報項⽬
凡例

カテゴリ

情報分類項⽬ 提供フェーズ 当該情報を必要とする省庁・機関等とその⽬的（類似情報の場合は⻘字で記⼊）
【災害情報ハブアンケートより】

1:受⼊不可
2:受⼊可、⽀援要
3:受⼊可
4:不明

1:避難指⽰発令中
2:避難勧告発令中
3:発令なし
4:発令解除

1:開設不可
2:開設中、新規受⼊困難
3:開設中、受⼊可能
4:不明、未開設/閉鎖

1:運⽤困難
2:運⽤中、⽀援要
3:運⽤中
4:不明

1:要請あり(12時間以上
経過)
2:要請あり
3:要請対応済、要請なし
4:不明
1:未対応
2:⼿配中
3:配達完了
4:不明
1:使⽤不可
2:被害あり、使⽤可
3:使⽤可
4:不明

54 廃棄物量 ・廃棄物処理状況（環境省） ポリゴン 廃棄物量ごとに段階表⽰ 総務省︓地域住⺠への情報伝達（ゴミ処理等）

55 参集拠点の参集状態(組織、参集部隊数)
ポイント

参集拠点を⽰すアイコン

56
57 警察庁(広域緊急援助隊) ・対応・部隊派遣状況等（警察庁） 内閣府防災︓救援救助（実働部隊の進出及び活動状況）
58 消防庁(緊急消防援助隊) ・対応・部隊派遣状況等（消防庁） 内閣府防災︓救援救助（実働部隊の進出及び活動状況）

NHK︓各種救援活動（消防隊活動状況）
59 防衛省(⾃衛隊) ・対応・部隊派遣状況等（防衛省） 国交省︓物資輸送

（災害⽀援物資輸送に割り当てることができる隊員数や⾞両等の情報）
内閣府防災︓救援救助（実働部隊の進出及び活動状況）

60 ・対応・部隊派遣状況等（国交省） 内閣府防災︓復旧状況把握（TECーFORCEの派遣状況、稼働状況）
61 ・対応・職員派遣状況等（都道府県、市区町村） 内閣府防災︓救援救助（実働部隊の進出及び活動状況）
62 ・災害ボランティア対応情報（内閣府） 内閣府防災︓救援救助（実働部隊の進出及び活動状況）

1:全壊1000棟以上
2:全壊100〜1000棟
3:全壊100棟未満
4:不明
1:10000件以上
2:1000〜10000件
3:〜1000件
4:不明
1:供給無し(20%以下)
2:供給中
3:供給完了
4:不明、供給不要

三菱東京UFJ銀⾏︓来訪外国⼈対応（各データの外国語での提供）
NHK︓情報共有・外国⼈対応（ピクトグラム・アイコン類の共通規格化促進）
三菱東京UFJ銀⾏︓顧客への⽣活資⾦供給
（近隣の他⾦融機関の開店（業務内容含む）状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓応援者の宿泊施設の確保（宿泊施設情報）
⽯油連盟︓共有する情報のGISデータ化

標準化災害情報プロダクツに含まれていない情報及び要望
【災害情報ハブアンケートより】

ポリゴン
・罹災証明書発⾏状況（内閣府、市区町村）

派遣

国⼟交通省(TEC-FORCE)

⽣活再建⽀援

対応

ポリゴン

ポイント
・廃棄物処理状況（環境省）

1:派遣あり

・物資供給情報（内閣府）
・物資供給情報（市区町村）

ポリゴン

ポイント

・避難情報（発令、解除）（総務省Lアラート）
・避難勧告等状況（国交省DiMAPS）

・避難所情報（厚労省EMIS）
・避難所情報（市区町村）

ポリゴン
・被害認定状況（内閣府、市区町村）

ポリゴン

2:派遣なし

・仮設住宅供給状況（内閣府、市区町村）65 仮設住宅供給状況 供給率、供給⼾数(建築、みなし仮設住宅)

63 被害認定状況 被害認定調査結果(調査数、被害内訳数(全
壊、⼤規模半壊、その他半壊))

地⽅⾃治体
災害ボランティア

派遣先(市区町村)と派遣元、派遣部隊数/⼈
数

医療活動

64 罹災証明書発⾏状況 罹災証明書発⾏数

清掃施設状況

廃棄物発⽣状況

清掃施設の使⽤可否と属性情報

避難勧告・指⽰ 避難勧告・指⽰発令有無、発令内容

52

50

51

53

48

45

49

物資

廃棄物

医療

避難

物資要請状況 要請元(物資拠点、避難所)、要請内容、要
請先(物資拠点、災害対策本部等)

ポイント

・物資供給情報（内閣府）
・物資供給情報（市区町村）

物資拠点状況 物資拠点の運⽤状況と属性情報（拠点名
称、住所等）

ポイント

物資調達状況 要請元、要請内容、要請先(物資拠点、災害
対策本部等)、調達内容 ポイント

・物資供給情報（内閣府）
・物資供給情報（市区町村）

避難所状況 避難所の開設有無、避難者数と属性情報
（避難所名称、住所等）

医療施設状況 医療施設（病院、医療救護所、SCU等）の
受⼊可否/⽀援要否と属性情報（施設名、
住所等）

・医療施設情報（厚労省EMIS）

経産省︓物資供給（各地⽅公共団体が備蓄する備蓄物資の数量)
三重県︓救助、物資供給（災害時の応急対策活動や物資供給活動（荷捌き等）に
資する空地の有無。）
益城町︓⽀援物資要請（物資の備蓄状況）
内閣府防災︓物資⽀援（広域物資輸送拠点の稼働状況）

・対応・部隊派遣状況等（厚労省）

ポイント

経産省︓物資供給（物資ニーズの状況）
内閣府防災︓帰宅困難者⽀援（⾜りない物資）
⽇本ガス協会︓広報活動（物資ニーズの状況）
ITS-JAPAN︓救援・⽀援（物資・情報の過不⾜、など）
経産省︓物資供給（物資ニーズの状況）
内閣府防災︓帰宅困難者⽀援（⾜りない物資）
⽇本ガス協会︓広報活動（物資ニーズの状況）
ITS-JAPAN︓救援・⽀援（物資・情報の過不⾜、など）

内閣府防災︓医療活動
（ＤＭＡＴの活動状況、航空搬送拠点及びＳＣＵの設置状況）
NHK:医療⽀援・避難所⽀援
（ＥＭＩＳ・広域災害救急医療⽀援システムの情報群）

総務省︓地域住⺠への情報伝達（⽣活再建に必要な情報、罹災証明、⽣活再建⽀援
⾦、役場窓⼝対応時間等）

三重県︓応急仮設住宅建設候補地（応急仮設住宅建設候補地）
内閣府防災︓復旧復興（応急仮設住宅の建設状況、建設予定）
三菱東京UFJ銀⾏︓⾏員住宅供給（近隣賃貸家屋情報）

経産省︓燃料供給・電気等の応急復旧
（病院・診療所のインフラ（⾃家発の燃油、電気・ガス）状況、⼈⼯呼吸器・⼈⼯透析
等の有無）
海保︓医療⽀援・要配慮者⽀援（傷病者・配慮者の⼈数・場所情報）
海保︓医療⽀援・要配慮者⽀援・物資供給（医療施設等被害状況）
総務省︓病院の通信環境の把握（病院に関する情報で位置、インフラ情報）
三重県︓DMAT・医療救護班派遣（災害拠点病院・病院の場所）
三重県︓DPAT派遣（精神科病院の場所）
⽇本ガス協会︓燃料供給・電気等の応急復旧
（病院・診療所のインフラ（⾃家発の燃油、電気・ガス）状況、⼈⼯呼吸器・⼈⼯透析
等の有無）
⽯油連盟︓燃料供給
（災害拠点病院の防災重要施設における⽯油燃料の需要（在庫）情報）
NHK:医療⽀援・避難所⽀援
（ＥＭＩＳ・広域災害救急医療⽀援システムの情報群）
国交省︓⾃治体⽀援等（避難勧告等）
NHK︓⼈命保護各種救援活動（避難情報発表状況）
ITS-JAPAN︓避難関連情報の周知
（避難指⽰、避難勧告、避難準備、等の情報と地域（随時更新）※地域コード等が望
ましい）
経産省︓物資供給（避難所の位置・インフラ状況・避難者数)
国交省︓⾃治体⽀援等（避難状況（避難所・避難者数等))
総務省︓通信環境の把握
（避難所開設情報（⾃主避難場所を含む）の⼀覧で位置、インフラ情報）
三重県︓要配慮者⽀援⼈材派遣
（要配慮者施設の場所、福祉避難所の設置状況）
内閣府防災︓帰宅困難者⽀援
（⼀時滞在施設の場所、開設所情報、受け⼊れ⼈数）
内閣府防災︓被害把握、避難⽀援（社会福祉施設の被害状況）
三菱東京UFJ銀⾏︓避難誘導（感染症に関する情報）
⽇本ガス協会︓広報活動（避難所の位置・インフラ状況・避難者数）
NHK︓⼈命保護各種救援活動（「開設」避難所情報）
ITS-JAPAN︓避難所の周知(事前情報)、使⽤できる避難所の周知、避難所への適切
な案内
（避難所名称、対象災害、住所、緯度経度、収容⼈員、設備、標⾼）
ITS-JAPAN︓救援・⽀援
（避難所稼働情報、復旧進捗情報、物資・情報の過不⾜、など）
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