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１章：くまもと R ねっと事業
1. くまもと R ねっとについて
熊本県熊本地方を震源として、2016 年 4 月 14 日夜および 4 月 16 日未明の 2 回にわ
たり、震度 7 を観測する地震が発生した（熊本地震）。近接した場所、日時に震度 7 の
揺れを 2 回記録するという、気象庁の観測史上初めての地震であり、大きな被害をも
たらした。
（*図表 1）

（*図表 1 出典：2016 年気象庁震度データベース）

最大避難者の数は、約 11 万人（2016 年 4 月 17 日 8 時時点）にものぼり、日本政府
側においても早急な対応準備が進められた中で、今回初の試みである政府機関からの
プッシュ型支援物資の供給が実施された。しかし、物資拠点の物流環境の整備や運用
準備が間に合わず、現場では、受け入れた支援物資のハンドリングに苦慮した。
また、本震発災直後の交通網の寸断により、物資拠点では支援物資の受け入れ日時を
正確に把握することができず、情報の混乱が発生した。支援者の間では、関係者間と
のネットを介した情報共有の必要性が感じられていた。

その中で、熊本市役所は、日本マイクロソフトと支援連携 NPO より、東日本大震災・
広島土砂災害における被災地での活用事例と経験に関する提案を受け、避難所運営担
当者、物資拠点の職員、そして市役所との情報共有と情報活用を行うためのクラウド
サービスを利用したネットワークシステムを導入した。このネットワークシステムを
「くまもと R ねっと（以下 R ねっと）」
（Restoration（復旧）＆ Reconstruction（復
興） ）と呼称することになる。
（*図表 2）
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熊本市役所では、クラウドサービスを利用するためのモバイル端末も民間企業から
貸与を受け※１、モバイル端末の利用環境設定と各避難所への初期展開にあたっては、
地元 ICT 関連 NPO 等からの支援と連携した。

※１

：市役所の端末は、元の行政拠点から移動することが出来ず、又、各避難所では、行政

ネットワークの利用が出来なかった為。

（*図表 2 R ねっと画面）

2. くまもと R ねっと展開支援内容について
2-1.くまもと R ねっと展開支援内容
R ねっとは、平常時に熊本市役所で利用されている「C ねっと」と同様の機能をベ
ースにして構築された。できるだけ新たな知識や利用経験の積み重ねを必要としな
いよう、平常時に職員が利用している仕組みと類似したものを用いることで、スピ
ーディに展開・利用されるように配慮された。熊本市役所情報政策課では 2016 年 4
月 25 日より、R ねっとのセットアップ及びネットワーク利用環境整備を開始し、5
月 6 日以降順次避難所での運用を開始させた。

熊本市本庁、5 区役所では庁内情報系ネットワーク端末を利用。また、避難所（約
70 ヶ所）ではモバイル端末を利用。
「くまもと R ねっと」は、行政と避難所間を結
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ぶ新たなインターネット上のネットワークシステムとして、日々変わっていく避難
所での課題やニーズを行政職員がタイムリー情報共有し、結果的に避難者の生活再
建を支援することに貢献した。
（*図表 3）

R ねっとの主な利用用途としては、以下３つに集約できる。

1）市役所から避難所担当職員への運営方針の連絡
2）避難所担当職員から市役所、或いは、他職員への現状課題・ニーズ報告
3）避難所担当職員から避難者への生活再建支援メニューの情報提供

Microsoft Office365 によるモバイルネットワーク

（*図表 3 R ねっと運用イメージ）

2-2.IT ボランティアの実施内容
R ねっとの展開にあたっては、熊本市役所情報政策課の実務をサポートする形で
IT ボランティアスタッフがそれを支援した。具体的な支援内容については以下の通
り。
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 実施期間：2016 年 4 月 25 日～6 月末
 参加ボランティア：約 20 名
 実施作業内容：
•

避難所用端末のキッティング（Windows Update 実施、バッテリー充電、
動作確認等）

•

避難所を巡回しネットワーク環境(00000Japan、Y!Mobile 等）の接続状
況確認

•

避難所へのタブレット端末やプリンターの設置、利用方法の指導

•

各避難所における端末展開状況等の管理

•

SharePoint の利用環境設定

など

IT ボランティアスタッフ有志は 6 月以降、「リバイブくまもと」として組織化し、
活動領域を拡大していく。熊本地震の復興支援団体や被災地域のコミュニティ等に
対し、パソコン（リユース）・タブレット（リユース）・モバイルルータ等を無償で
提供し、非営利組織の情報収集・共有・整理、事務作業効率化を支援した（*図表 4）
。

又、避難所生活者向け情報ボランティア（ボランティアスタッフによる人的交流を
軸とした情報検索、情報提供の支援）、被災地支援に携わっている他支援団体とのネ
ットワーキングなどを展開することで、支援団体間が連携を深め、被災地全体の支
援力が向上することに貢献した。ネットワーキングには、日本マイクロソフト、並
びに、ユニバーサル志縁社会創造センターが、東日本大震災以来、支援連携してき
た団体も参加し、災害からの復興経験の共有とアドバイスの提供を行った。
（*図表 5）

（*図表 4 リユース PC 活用による復興支援業務効率化支援）
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（*図表 5-1 情報ボランティアの様子）

（*図表 5-2 被災地支援に携わっている方々とのネットワーキングイベント）

２章：くまもと R ねっと事業評価について
1. 評価の背景・目的および評価方法
1-1.評価背景・目的
本評価は、R ねっと事業が生み出した社会的インパクト1を明らかにするとともに、
今後の被災者支援または次期災害に備えるための事業改善に資する知見を得ることを
目的とする。

1-2. 評価方法
本評価は、社会的インパクト評価の手法を用いて行った。
理由は、事業成果を R ねっとの導入箇所数等（アウトプット）の評価に留めず、本
事業の受益者（避難所の職員および被災者等）におこった変化（アウトカム）を明ら
かにすることで、本事業の成果をより適切に評価できるためである。

1

短期・長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的・環境的なアウトカム
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＜社会的インパクト評価とは＞2
社会的インパクト評価とは、事業や活動の短期・長期の変化を含めた結果から生じ
た「社会的・環境的な変化、便益、学び、その他効果」を定量的・定性的に把握し、
事業や活動について価値判断を加えることである。

2. 評価対象事業概要
本評価の対象事業の概要は以下の通りである（*図表 6）

2-1.本事業の受益者について
本事業の受益者は、R ねっと実際に利用した①区役所・本庁舎および避難所担当の
熊本市役所職員と、R ねっとを活用することで避難所の運営が効率的・効果的になる
ことで裨益したと考えられる②避難所を利用した熊本市民と設定した。

（*図表 6 評価対象事業概要）

（出典：日本マイクロソフト社 HP、リバイブくまもと活動報告）

2

社会的インパクト評価の推進に向けて−社会的課題解決に向けた社会的インパクト評価の基
本的概念と今後の対応策について−（平成 28 年 3 月 社会的インパクト評価検討ワーキング・
グループ）
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3. 評価実施プロセス
本評価は、以下の実施プロセスで実施した（*図表 7）
。

（*図表 7 評価実施プロセス）

4. 評価計画について
4-1.STEP1:ロジックモデルについて
本事業の成果を評価するために、事業の受益者である「①区役所・本庁舎および避
難所担当の熊本市役所職員」
「②避難所を利用した熊本市民」が事業を通じて得るアウ
トカム（成果）、そして、それにいたる活動および変化の因果関係を「ロジックモデル」
としてまとめた（*図表 8）。
ロジックモデル作成にあたっては、既存の報告書等の調査および関係者へのヒアリ
ングをもとに作成した。
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（*図表 8 R ねっと事業のロジックモデル）

4-2.STEP2:評価するアウトカムについて
＜アウトカムについて＞
本評価では、本事業の最終的な目標を、受益者である「②避難所を利用した熊本
市民」が避難所での生活において著しく困難な状況（支援物資が届かない、生活再
建支援メニューが提供されない等）になることなく、生活再建がスムーズに進むこ
とによる「QOL（生活の質）の維持・向上」とし、それを長期アウトカムとした。

また、その最終目標を達成するために必要な変化として、同じく本事業の受益者
である「①区役所・本庁舎および避難所担当の熊本市役所職員」が、Rねっとの活
用を通じて得た「避難所運営・管理の改善」
「避難所の課題・ニーズの共有の促進」
「支援物資・生活再建支援メニューの提供促進」を中期アウトカムとした。

最後に、中期アウトカムの達成に必要な変化として「避難所等での情報伝達・共
有の円滑化」を初期アウトカムとした。

＜インプット・活動・アウトプットについて＞
次に、上記アウトカムを実現するために事業に投入された資源（インプット）、
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事業内容（活動）とその結果（アウトプット）をそれぞれ設定した（*図表 8）。事
業内容（活動）と結果（アウトプット）の詳細は「第１章 ２．R ねっと展開支援
内容について」に詳しく記載している。

本事業の「活動」の特徴として、R ねっとを避難所等へ導入する過程で、現場の
ニーズに応じて、
「リユース PC 無償貸出」や R ねっとの設置を行うための「情報ボ
ランティア活動」、そしてそれが組織化された「リバイブくまもと」の設立と「（人
的）交流会の開催」というように活動が派生していった点が挙げられる。

また、本事業に投入された資源（インプット）は、R ねっとの導入、活用を行っ
た避難所等の市役所職員や IT ボランティア、システムを提供した日本マイクロソ
フトをはじめとする IT 企業の製品・サービス、およびスタッフなどが挙げられる。
なお、本評価では、「インプット」の詳細を把握することが困難なことから、項目
を挙げるにとどめ、定量化等は行わないこととした。

4-3.STEP3,4:アウトカムの測定方法、評価デザインについて
次に、アウトカム毎に指標（何で測るか？）と測定方法（どうやってデータを集
めるか？）を設定した（*図表 9）
。

測定方法に関しては、R ねっと内のデータ解析および市役所の職員を対象にした
アンケート調査と関係者へのヒアリング調査とした。

また、評価デザインは「事前・事後比較デザイン」とした。また、事業終了後に
本評価が計画・実施されたため、調査方法は R ねっと導入前後の状況をアンケート
等で回答者に振り返ってもらう「振り返り調査」で実施した。
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（*図表 9 アウトカム・指標・測定方法一覧）
アウトカム

初
期

中
期

長
期

指標

測定方法

1.情報伝達・共有の円滑化

市役所および避難所間の情報流通量と活
用状況の変化量

・Rねっと内のデータ解析
・アンケート調査

2-1.避難所運営・管理の改善

避難所運営・管理に必要な情報量の増加

・アンケート調査
・ヒアリング調査

2-2.避難所の課題・ニーズの
共有の促進

・避難所の課題・ニーズに関する情報量の
増加
・課題の解決事例の増加
・ニーズのマッチング事例の増加

・アンケート調査
・ヒアリング調査

2-3.支援物資・生活再建支援
メニューの提供促進

・支援物資に関するの情報量の増加
・生活再建支援メニューに関する情報量の
増加

・アンケート調査
・ヒアリング調査

3.避難所生活における被災者
のQOLの維持向上

被災者のQOLの向上

・被災者へのアンケート調査およ
びヒアリング ※今回は未実施

評価デザイン

事前・事後比較
（振り返り調査）

ー

5. 評価実行について（STEP5:データ収集）
本評価では、アンケート調査や既存の事業報告書およびヒアリング等によりデータ
収集を行った。なお、アンケート調査については、熊本市情報政策課の協力のもと、
市役所職員へ直接アンケート調査を実施した。
各調査の概要は以下のとおりである。

①

既存資料調査
熊本市情報政策課およびリバイブくまもとの事業報告書等

②

③

アンケート調査


実施期間：2017 年 2 月 9 日〜2 月 22 日



アンケート実施者：熊本市情報政策課（担当：高橋征二氏）



実施方法：熊本市役所内のアンケートシステムで実施



対象：熊本市役所全職員（人数不明）



回答数（有効回答）
：126 名

ヒアリング調査


行政：熊本市情報政策課（2016 年 11 月 18 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 4

11

月 11 日）


NPO：リバイブくまもと（2016 年 11 月 18 日）



支援企業：日本マイクロソフト株式会社（2017 年 2 月 28 日、4 月 6 日）

6. 評価結果 （STEP6.データ分析）
6-1.既存資料調査
R ねっと内のアクセスデータ等の解析から、初期アウトカム「避難所等での情報伝
達・共有の円滑化」について市役所および避難所間の情報流通量と活用状況を基に分
析した。
（*図表 10）
その結果、アスセス数の推移から、特に 2016 年 5 月、6 月の 2 ヶ月間に情報流通、
活用が活発に行われたことが分かる。
ただし、特に情報の活用状況を測るデータ（例：ドキュメント、ディスカッション
の閲覧数など）は取得できなかったため、詳細な活用状況を明らかにすることには限
界がある。
（*図表 10 R ねっとデータ解析結果）

（出典：リバイブくまもと提供資料）
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6-2.ヒアリング調査結果
本評価では、事業のステークホルダーにヒアリング調査を実施し、定性情報から
の評価も実施した。

＜ヒアリング調査概要（5-4.③再掲）＞
・ 行政：熊本市情報政策課（2016 年 11 月 18 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 4
月 11 日）
・ NPO：リバイブくまもと（2016 年 11 月 18 日）
・ 支援企業：日本マイクロソフト株式会社（2017 年 2 月 28 日、4 月 6 日）

＜ヒアリング調査結果まとめ＞


R ねっとは、硬直的（作り込んだ）なシステムではなく、現場のニーズに応じ
て自由な使い方ができることを優先して設計された。そのことが、結果とし
て状況が刻々と変化する避難所での活用を推進した。例えば、朝・昼・夜の
弁当数はエクセルで同時に入力すればよかった。蚊の発生にあたっては、蚊
帳の立て方が画像で共有された（熊本市情報政策課）



現場への事前説明が不十分な中、R ねっとの導入が短期間に進んだ要因として、
情報政策課の桐原氏、高橋氏の市役所職員との信頼関係があった。
（例：高橋
さんが言うんだから、きっと役に立つシステムなのだろう、というような現
場からの声があったことから）現場にとっては、それぞれの避難所の状況や
頑張りがオンタイムで閲覧でき、初めて体験する災害において心の拠り所と
なった（リバイブ熊本、避難所で活用にあたった市役所職員）



情報政策課の高橋氏と日本マイクロソフト社公共部門担当者との震災前から
の信頼関係と担当者の広島土砂災害等の経験が、被災地の現場ニーズに対応
したシステムの早期導入に寄与した。
（熊本市情報政策課、日本マイクロソフ
ト㈱）



初動に際しては、迅速に避難所への端末とネットワーク配備が必要とさ
れ、東日本大震災依頼繋がりのある IT 企業連携を通じての対応が不可
欠であった(日本マイクロソフト社会貢献担当)
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今回の支援における大きな成功要因は、“情報システム”「モノ（機能、デ
バイス、モバイル）
」のみならず、
「人（導入・設定支援を行う IT ボランテ
ィア、IT 企業連携、東日本大震災支援に経験ある NPO など）
」という“経験・
ノウハウ”と“人的ネットワーク”がパッケージとして提供されたことで
ある（熊本市情報政策課）



次期災害に備える上では、例えば、熊本市の経験や支援体制を共有財産とし
て、行政間で共有するネットワーク構築が望まれる（クラウドを活用すれば
可能）
。
（熊本市情報政策課）

6-3.アンケート調査結果
本評価では、R ねっとを活用した市役所職員へアンケート調査を実施し、その結
果を分析して定量・定性評価を行った。

＜アンケート調査概要（5-4.②再掲）＞


実施期間：2017 年 2 月 9 日〜2 月 22 日



アンケート実施者：熊本市情報政策課（担当：高橋征二氏）



実施方法：熊本市役所内のアンケートシステムで実施



対象：熊本市役所全職員（人数不明）



回答数（有効回答）
：126 名

＜アンケートの分析結果＞
① 中期アウトカム「避難所運営・管理の改善」
「避難所の課題・ニーズの共有の促
進」
「支援物資・生活再建支援メニューの提供促進」で成果が出たと評価できる。

R ねっと導入により、中期アウトカムの３項目に関して回答者の概ね半数以
上が「導入前と比べて改善された」と回答していることから本事業の目標とす
る社会的インパクトが生み出されていたと評価できる（*図表 11）
。
また、特に「避難所間の細かな数値（物資、人数等）が可視化」および「避
難所での各種対応方法の情報の共有」など避難所間の情報共有に R ねっとは有
効だったことが分かる（*図表 12）
。また、このことは、R ねっとを使用した感
想を聞いたアンケート結果からも同様にわかる（添付資料 1- 5）,6),7) 参照）
。
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n=126
市役所等から避難所担当職員への避
難所の運営に関する連絡

89 (71%)

避難所担当職員から市役所等への避
難所の課題・ニーズ報告・共有

55 (44%)

避難者の方への支援物資の提供や生
活再建支援メニューの提供

63 (50%)

その他

6

0

20

40

60

80

100

（*図表 11 設問２回答：R ねっと導入によって改善されたこと）
n=126
避難所間の細かな数値（物資、人数等）が可視
化された

71 (56%)

支援物資の振り分けがよりスムーズに行われ
た

22 (17%)
62 (49%)

避難所での各種対応方法の情報が共有された
（一度に全拠点に情報が届く事で）情報の周知
がよりスムーズに行われた。

39 (31%)

ほかの避難所等がどのようになっているのか
理解できた（様子がわかった）

40 (32%)

なし

7 (1%)

その他

1
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20
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70

80

（*図表 12 設問 4 回答：R ねっとの有効性）

② R ねっとを活用する上での課題は「操作方法に対する不安」であり、対策として
非常時に備えて普段からシステムの準備、使用方法に関する研修を行うことが
有効。

R ねっと導入により、上記のような成果が確認できた一方、アンケート調査結
果から、R ねっとを活用する上での課題も明らかになった。具体的には、
「操作
方法の煩雑さ」や「操作方法に対する不安」に関する回答が多かった（添付資
料 1- 3）,5),6)参照）
。また、同じくアンケート結果より、それらの操作方法へ
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の不安を解消する方法として、非常時に備えて普段からシステムの準備、使用
方法に関する研修を行うことが有効なことが推察された。

7. 総合評価
以上の評価結果をもとに、本事業の総合評価を行う。

7-1.社会的インパクト評価の観点
本事業の成果として以下の項目が定量的・定性的な調査結果より明らかになった。
したがって、本事業では、目標とする社会的インパクトを生み出すことができたと
評価できる。

① 市役所および避難所間の情報伝達・共有の円滑化（初期アウトカム）
② 避難所運営・管理の改善（中期アウトカム）
③ 避難所の課題・ニーズの共有の促進（中期アウトカム）
④ 支援物資・生活再建支援メニューの提供促進（中期アウトカム）

7-2.本事業の成功要因について
本事業において目標とする社会的インパクトが生み出された要因に関する考察は
以下のとおりである。

•

電話や FAX での情報共有インフラしかなかった中、インターネット上のクラウ
ドを活用した R ねっとが効果を発揮した。

•

R ねっとは、硬直的（作り込んだ）なシステムではなく、現場のニーズに応じ
て自由な使い方ができることを優先して設計された。そのことが、結果として
避難所での活用を推進したと考える。

•

現場への事前説明が不十分な中、R ねっとの導入が短期間に進んだ要因として、
情報管理課の桐原氏、高橋氏の市役所職員との信頼関係があったと考える。

•

情報管理課の高橋氏と日本マイクロソフト社の担当者との震災前からの信頼関
係と担当者の広島土砂災害等の経験が、被災地の現場ニーズに対応したシステ
ムの早期導入に寄与したことが推察される。
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•

今回コーディネートされた支援が、情報システムの導入のみならず、経験・ノ
ウハウと人的ネットワークがパッケージ化された支援として、初めて大きな災
害を経験し、対応を余儀なくされた熊本市役所のニーズに合致していた。

8. 本評価の制約と課題
本評価では、対象事業についての社会的インパクトを分析・評価してきたが、実
際には限られた情報や受益者へのアクセスの制約、時間的制約等の、現実的な制約
要因のもとに実施された。以下、調査の制約要因と、今後の課題について述べる。

・ 事業就労後に調査を計画・実施したため、過去を振り返る形での調査になったた
め、十分なデータ収集および分析が出来なかった。本事業のように、災害対策事
業の場合、事業の発生を事前に予測することは困難だが、平常時から非常時を想
定した評価計画を作成しておき、事業実施プロセス内にデータ収集が出来る設計
にしておくことが有効である。

・ R ねっとに掲載された情報の活用状況を測るデータ（例：ドキュメント、ディス
カッションの閲覧数など）を取得できるように設計しておくことが、今後の効果
検証では有効だろう。

・ 記録の残っている情報が限られており、支援物資のマッチング量などの厳密な変
化を明らかにすることが出来なかった。

・ 現場の負荷等を考えて、質問項目を減らすなど限定的なアンケートになった。

・ 長期アウトカムである、被災者の QOL 向上（避難所での QOL の維持・向上や生活
再建のスピードの向上など）を確認することが出来なかった。理由としては、被
災者へ直接アンケート調査等を行うことが困難だったためである。

・ 本評価では、事業終了後の調査であったことと、時間的、費用面で制約があった
ため、評価デザインは「事前・事後比較評価」を採用した。本事業によって生み
出されたアウトカムについて、R ねっと以外の影響を排除するような評価には限
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界があった。

3 章：今後に向けた提言
1. 次期災害に備える上での提言
1-1.職員利用の観点から
平常時から緊急時利用を想定した端末の準備、及び利用方法を実践しておくことは
必須と考える。利用方法や活用方法がイメージできないまま、再び災害時の初期稼働
のスピードが落ちてしまっては本末転倒になりかねない。今回の支援は過去の災害対
応を踏まえた NPO との連携も含めた機器・サービス・使い方・ノウハウの包括的な
支援である点が効果的であった。

今後は市役所職員及び関連 NPO（リバイブくまもとなど）が連携し、R ねっとワー
キング・グループを立ち上げ、庁内でのコンティンジェンシースキル（想定外の出来
事に対する対応力）を高めておくことが必要と考える。

また、非常時でも職員の業務遂行を可能にするために、庁舎外でも仕事ができるテ
レワークやそれに伴うセキュリティ強靭化等、平時から柔軟な働き方を可能にしてお
くことも次期災害に備える上で重要である。

1-2.システム利用の観点から
R ねっとに対する満足度評価に影響する要素の一つとして、利用者と情報政策課職
員の関係性が考えられる。すなわち、職員同士の顔が分かっている・平常時からコミ
ュニケーションがとれていることで、システムの「顔」や「思い」が共有され、より
R ねっとを活用する職員側の主体性やコミットレベルが高まったものと考えられる。

（職員利用の観点から）に記述したように、
「誰がコアメンバーでやっているのか」
「ど
ういう思いで取り組んでいるのか」といった非定性的な情報も、ワーキング・グルー
プを通じて定期的に平常時から発信していくことが必要と考える。

一方、事業成果に関する説明責任を果たすために、事業実施後に効果検証できるデ
ータを収集・分析できる設計をシステム設計時から行っておく必要がある。
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→以上のような対策を講じることで、R ねっと活用によって生み出される社会的インパク
トはさらに増大すると考える。

2.

熊本の今後の復興支援連携強化に向けた提言
今後は庁内以外にも、復興支援の現場においても、避難所自治体内外での情報共有

や復興支援を実施している各団体同士の情報共有を R ねっとのような仕組みで、
「スピ
ーディに」
「どこにいても」共有できる仕組みの活用が必要となろう。

各地域に限らず、県内外でのノウハウや課題をオンライン上で可視化・共有し、ノウ
ハウを越境させることで、次の災害に備えるヒト・モノ・情報のネットワーク基盤が
強化されていくこと＝自助、共助、公助の活動を支援し、促進するためのネットワー
ク運用体制の形成を期待したい。

具体的には以下のような仕組みを想定する。

・ 従来の行政組織内部に閉ざされた情報ネットワークに加え、公的団体、民間企業、
NPO、ボランティア団体、自治会等の各種団体と行政組織とを結ぶ「地域内共
有ネットワーク」の構築、運用。

・ 上記ネットワークは、平常時には、まちづくりに係る情報共有の場として活用し、
災害時には被災者支援活動を実施する各種団体と行政組織との間で、適応性、即
応性、及び協調性に優れた情報共有やコミュニケーションを可能にするプラット
フォームになる。



情報取り纏め：リバイブ熊本



監修：ユニバーサル志縁社会創造センター



社会インパクト評価：日本ファンドレイジング協会 事務局長

共同代表
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松島準矢
専務理事

池本修悟
鴨崎貴泰

参考資料
1. アンケート調査結果
１）

回答者の属性について
アンケート回答者（１２６名）の中で、最も多い勤務地は「避難所・拠点避難所」
の１０６名であり、
「区役所・本庁舎」は４７名であった。

＜質問と選択肢＞
あなたの勤務地（役割）は？（複数回答可）
 避難所・拠点避難所
 区役所・本庁舎
 そのほか（自由記述・箇条書きで構いません）

n=126
避難所・拠点避難所

106

区役所・本庁舎

47

その他
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100

120

２）

R ねっと導入によって改善されたこと（アウトカム）
R ねっと導入により、当初予想された効果が得られているが、特に「市役所から
避難所担当職員への避難所の運営に関する連絡」という回答が最も多い（89 人,71%）
。

＜質問と選択肢＞
R ねっとが導入されたことによって改善された事は何ですか？（複数回答可）

 市役所等から避難所担当職員への避難所の運営に関する連絡
 避難所担当職員から市役所等への避難所の課題・ニーズ報告・共有
 避難者の方への支援物資の提供や生活再建支援メニューの提供
 そのほか（自由記述・箇条書きで構いません）

n=126
市役所等から避難所担当職員への避
難所の運営に関する連絡

89 (71%)

避難所担当職員から市役所等への避
難所の課題・ニーズ報告・共有

55 (44%)

避難者の方への支援物資の提供や生
活再建支援メニューの提供

63 (50%)

その他
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R ねっとを使うことでの不安
今回 R ねっとを使う事で「不安はあった」と回答した人は 126 名中 71 名（56%）
、
「不安はなかった」と回答した人は 50 名（40%）
。
R ねっと使用に「不安がある」理由としては、
「操作方法に関する不安」
（48 名）
がもっとも多く、
「情報セキュリティや漏洩に対する不安」
（11 名）が２番目に多い
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回答であった。
一方で「不安がない」理由として、
「個人情報の入力がなかったのでセキュリティ
や情報漏洩リスクはない」という回答もあった。
不安の解消には、災害に備えて普段から職員向けにシステムの操作方法に関する研
修を実施することが必要だと考える。

＜質問と選択肢＞
今回 R ねっと(クラウド)を使う事で不安はありましたか？

n=126

5
4%
50
40%

ある
71
56%
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なし
その他

＜回答詳細＞
3) 今回R

っと（クラウド）を使う事で不安がありましたか？そ 理由

ある

なし

使い方がわかるようなマニュアルがなかったため。

ある程度 セキュリティ 担保されていると思うから。
また、緊急時において 、セキュリティより情報提供・共有

慣れないタブレットで

導入時指導で概

更新日

操作で使いにくかったため。

わかるが、最新

も

かどうか、一目でわかるといいと思う。

方が優先される場面があると思うから。

使用方法 理解できた。

桐原情報政策課長

人徳

操作方法が不明
通常、ウィンドウズ10を使っていないため使いにくく感じた
エクセルオンラインも同様

iPad

操作方法 周知が担当者間で 引き継ぎにかかっており、引継ぎされない事があると情報が確認で
きない場合があった。
弁当発注や掲示板 確認など。

情報セキュリティ面において、人為的なミスさえ発生しなけれ 情報漏洩 発生 しないと信じていたため
（仮にシステム瑕疵が情報漏洩原因 場合、責任 行政に発生しないと考えていたため）

使い方に

慣れていた

で。

情報セキュリティ対策が不十分で、ＵＲＬ、ＰＷが漏洩した場合、簡単に個人情報にアクセスされてしま
操作方法を教えていただいたから。
う。
情報

使用前説明で問題なく使用できた で。
また、併用して携帯電話も所有していたため。

漏洩

避難所にて使用方法が不明だった。マニュアルを熟読する時間もないため、簡易なマニュアルが必要
最初から最後まで使用したが、問題なく使用し避難所運営に大変助かりました。
だったと思う。
セキュリティ上

不安

必要な情報が適切に得られると思ったため。

避難所滞納 職員 中で端末 使用方法がわからない方が多く、Ｒネットを正確に利用 できている
か、また勤務交代 ときに引き継いだ情報が正確なも である か、という点が不安であった。

不安を感じるような場面

操作について、初めてであったため

周り

・オンライン エクセルだった で使いづらかった。
・操作がよくわからない部分が多かった。

特になし

操作方法に慣れず、誤操作しそうだった。マニュアル等、必要な情報を自分が全て見られている
把握できている か分からなかった。
避難所
当時

交代で従事しているため、操作方法

習得とそ

か、

無かったから

避難所 状況が理解できた

気にしたことがなかった。
セキュリティについて 、クラウド 仕組みを理解しており、割り切って使用することにしていた。
（ただ、実際に 活用する機会がなかった）

引継ぎ

主に夜勤をしており、課内で操作方法等が共有できていなかったため。

使い方さえ分かれ

紙ベースが見やすい。
PCだと見落としがありそうでこわい。

使いやすかったため。

操作説明 理解度が不十分だった。

拠点

安全性

市役所全体で共有で使っているため

ほか

自治体と共有しているシステム

ようだった

で、セキュリティ

面が不安であった。

責任者が、利用（連絡・確認等）入力していたため。

情報部門が窓口となってアカウントが作成され管理されていたから。

・今回 避難所運営 際に初めてくまもとR っと 存在を知り、操作方法やメニュー内容等全てが初
見だったため。
使い方が解る職員と入力や検索をしていた。
・ 災害時 避難所運営に欠かせないも であるなら、全て 職員に対して定期的に研修を実施しても
らいたい。
緊急で機密度

高い情報について

情報流出

可能性があるため入力できなかったこと。

導入当初 、弁当注文、避難所情報、食中毒等 様々な項目
ると弁当注文としてしか機能を果たせていなかった。

避難所で

情報が公開されていたが、終盤にな

無かった為。

特に個人情報 入力 行わなかったため
初動段階に従事したため、あまり活用されていなかった時期であったため

操作方法に対する不安があったため。
使い方がよく分からない。
職員に浸透している

ネットを活用できたから。

伝達で取り扱い方も聞いていたし、特 に困る事

特に不安な点

思いつかなかった。

通常 Ｃネット 延長 ような感覚で利用していた（日頃から私的にクラウド 利用している で、システム
に対する抵抗 少なかった。行政内部 情報ということで、セキュリティ 不安 多少ありましたが）。

か不明だった。

入力等操作がスムーズにいかなかったため。

日頃からノートPCを使っている

・物資 配達依頼に利用できなかった。
・名簿作成等、個人情報を保存することができなかった。

個人情報を入力しなかったため

で不安

ありませんでした。

当初操作方法がわからなかったため

情報を全体で共有でき、伝達速度も格段に速くなった。

研修もなく、いきなりな で、使用用途ほか何も確定しないまま走っていたこと。当初、避難者数報告 個人情報を扱うことがなかったため
i-Padで、救援物資取りまとめ 紙で行う事となっており、途中で切り替わったりして非常に混乱。通
信環境もOpen-Wifi使用 場面があり、非常に不安。途中、Mobile通信も壊れたし。
・使い方が分かりづらかった
・避難者 名前等個人情報が他

第３者に漏れることへ

Ｃネットもつながる状態だった

不安

使用方法

引継ぎで前日担当

情報が伝わっているか確認が取れない。電話であれ

相手と直接会話している

で安心感がある。

いまひとつ使い方が、市役所・区役所職員も避難所担当職員もわかっていなかった。
機器およびデータ
あった。

セキュリティについて

不安と、双方向で

タブレット 使用に慣れていなかったから
また、マウスが配布されるまで、細かい部分

情報交換がうまくいく

何を不安視するか逆にわからない。
個人情報

か

不安が

提供で

なく、業務情報

特に「不安」と感じる場面
研修を受けて

操作がうまくいかなかった。

職場で利用 しているＰＣと勝手が違う（エクセルシートなど）ため、
操作に若干戸惑いながら データ入力・管理をする必要があった

操作だった

で覚える気に

な

個人情報等を含む情報

・物資に関して 、結局紙面で 連絡も伴わないと不確実なも だった。R っと 目安程度 感覚。
支援システムと 区別もつけにくかったような記憶がある。
市で使用するクラウド
・もっとも記憶が薄れつつあるため、混同している支援システムとR っとを混同している可能性もあ
る。もっと早くアンケートすべきであったと思う。

で不安

不安。

セキュリティ

良いと思ったから。

安全性に配慮されているも

と信頼しているため

運用面で問題ないと分かっていたから。
プライバシー情報を扱ってなかった。

・不慣れなうえ使用頻度も少ない で、適切に運用できている か疑問 まま 運用であった。
・タブレットという携帯性に優れたも が多数 人間が出入りする場に２４時間置いてあるため、常に
紛失・盗難 危険を感じていた。

個人情報

いきなり導入説明なし。混乱した。
事前

載せていない

で

特にありませんでした。
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特になかったから

で、操作に関する知識が無かったため。

突発的な対応で、操作方法等

準備ができていなかったため

重要な案件がなかったため

保存後に、すぐ保存できているかどうかわかりにくかったため。
人数報告等

無かった。

発信しなかったから。

十分な研修もできず、引き継ぐにもきちんとした説明を受けることもできなかったから

じめて使用するも

提供であったため

なかった。

マニュアル等が準備されていたため、それに従え

避難所に実際につめ、寝不足 状 態で、なおかつ、何が起こるかわからなかった
れませんでした。

操作へ

で問題なかった。

職員から使用方法等を教えてもらっていたから。

使うことに対するデメリットがあるとしたら、それを理解していないから。

入力が反映されているかが不安があった

操作が煩雑であり、使用方法に個人差が大きく、文書による記録など
た。

操作を覚えれ
方が正確であったように感じ

・地震後 混乱期じゃ情報 混乱期でもあったかと思いますが、どこにど
たどこまで避難者に提供していい か、迷うことがありました。

ような情報がある

か、ま

特になし

難しくなかったため

機器およびデータ
あった。

セキュリティについて

不安と、双方向で

タブレット 使用に慣れていなかったから
また、マウスが配布されるまで、細かい部分

情報交換がうまくいく

か

不安が

特に「不安」と感じる場面
研修を受けて

操作がうまくいかなかった。

職場で利用 しているＰＣと勝手が違う（エクセルシートなど）ため、
操作に若干戸惑いながら データ入力・管理をする必要があった

操作だった

で不安

で覚える気に

な

個人情報等を含む情報

・物資に関して 、結局紙面で 連絡も伴わないと不確実なも だった。R っと 目安程度 感覚。
支援システムと 区別もつけにくかったような記憶がある。
市で使用するクラウド
・もっとも記憶が薄れつつあるため、混同している支援システムとR っとを混同している可能性もあ
る。もっと早くアンケートすべきであったと思う。
不安。

セキュリティ

プライバシー情報を扱ってなかった。
個人情報

いきなり導入説明なし。混乱した。

特にありませんでした。

じめて使用するも

で、操作に関する知識が無かったため。

突発的な対応で、操作方法等

事前

操作を覚えれ
方が正確であったように感じ
ような情報がある

・文書作成 仕方や他 避難所と 連絡方法がわかりづらかった。
・エクセル？ノート ような機能を使って文書作成したが、通常 エクセルやワードで
作成巣面買った

特になし

か、ま

なかったため

場で勉強するしかなかったため。

捜査間違いに不安があった
簡単な操作マニュアルがなかったため、操作方法に不安があった。
処理がおそい。
・インターネット回線を利用している為、通信および運営者等 セキュリティが担保されているかどうか
不明
・避難所運営に従事する不特定 職員が閲覧することができる（避難所ごとにIDが固定されている）た
め、共有する情報によって 課題がある で ないか。
最初に使用方法がわからなかった。
Windowsが違うから。

確保、責任、流出した場合

対応等

がなっかった

レイアウトに慣れていなかった

で、知りたい情報へ

アクセスが分かりにくかった。

・きちんと機能するかどうか。
・操作 間違っていないか。
・要望が正しく伝わるか。
こちら

希望が正しく伝わっているかが心配であった。

操作に関することが上手くいくか不安
他

避難所

情報を消してしまう

で

ないか心配だった。

操作が難しかった
各職員が使用するため、個人情報に対する意識

相違や使い方が分らないなど

不安があった。

職員がシステムに慣れていないこと。
Ｒ

っと内 情報を見れる人 範囲が明確に分からず、コメントを出す時、ど
かが分からなかった（避難者 氏名、住所等 情報なｄ）

位詳細に書いてよい

各画面で記載した事項がど 範囲で共有され、如何なる取扱いを受ける か判然とせず、そ
やアンサーバックに確実な期待が持てないまま、避難所支援業務が推移していった。

効果

入力方法がわかりにくかった
・使いづらかった。
クラウド

操作が思い

で

使うことに対するデメリットがあるとしたら、それを理解していないから。

・地震後 混乱期じゃ情報 混乱期でもあったかと思いますが、どこにど
たどこまで避難者に提供していい か、迷うことがありました。

情報セキュリティ
対外から 攻撃等に対しても含む。
目的以外に利用されないか？セキュリティ

載せていない

重要な案件がなかったため

入力が反映されているかが不安があった

操作が煩雑であり、使用方法に個人差が大きく、文書による記録など
た。

画面

と信頼しているため

特になかったから

準備ができていなかったため

保存後に、すぐ保存できているかどうかわかりにくかったため。

マニュアルらしきも

安全性に配慮されているも

運用面で問題ないと分かっていたから。

・不慣れなうえ使用頻度も少ない で、適切に運用できている か疑問 まま 運用であった。
・タブレットという携帯性に優れたも が多数 人間が出入りする場に２４時間置いてあるため、常に
紛失・盗難 危険を感じていた。

使用方法をそ

良いと思ったから。

発信しなかったから。

十分な研修もできず、引き継ぐにもきちんとした説明を受けることもできなかったから

人数報告等

無かった。

マニュアル等が準備されていたため、それに従え

避難所に実際につめ、寝不足 状 態で、なおかつ、何が起こるかわからなかった
れませんでした。

操作へ

なかった。

ほか難しかった

使用（操作）方法が難しく、操作方法が簡単で誰にでも対応できる機械を配置して欲しい。
操作方法が手探りだったため。
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難しくなかったため

４）

R ねっとの有効性
回答者のうち 71 人（56%）が避難所間の細かな数値（物資、人数等）が可視化さ
れたと回答し、ついで 62 人（49％）が「避難所での各種対応方法の情報が共有され
た」と回答。避難所間の情報共有に有効だったことが分かる。

＜質問と選択肢＞
R ねっとを使う事によって何が支援に有効でしたか？（複数回答可）

 避難所間の細かな数値（物資、人数等）が可視化された
 支援物資の振り分けがよりスムーズに行われた
 避難所での各種対応方法の情報が共有された（一度に全拠点に情報が届く事
で）情報の周知がよりスムーズに行われた。
 ほかの避難所等がどのようになっているのか理解できた（様子がわかった）
 そのほか（自由記述・箇条書きで構いません）

n=126
避難所間の細かな数値（物資、人数等）が可視
化された

71 (56%)

支援物資の振り分けがよりスムーズに行われ
た

22 (17%)
62 (49%)

避難所での各種対応方法の情報が共有された
（一度に全拠点に情報が届く事で）情報の周知
がよりスムーズに行われた。

39 (31%)

ほかの避難所等がどのようになっているのか
理解できた（様子がわかった）

40 (32%)

なし

7 (1%)

その他

1
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５）

R ねっとを最初に見たとき・触れたとき何を思いましたか（感想）？（自由記述・
箇条書きで構いません）

126 名中 68 名（54％）が「使いづらい」「見にくい」「操作方法が難しそう」等、操
作に対して不安な気持ちを表明。一方 42 名（33%）が、
「避難所や物資集積所の情報共
有に便利」等、ポジティブな印象も一定程度あったことがわかる。

＜凡例と回答数＞
凡例

内容

回答数

割合

黄色

ポジティブ

42

33%

無色

ネガティブ

68

54%

緑

その他

16

13%

＜回答詳細＞
５）R

っとを最初に見たとき・触れたとき何を思いましたか（感想）？

物資

注文が簡単でよかった。

慣れなかった
通常

で少し見にくかった

PCと違うため、若干使用しづらいと思った。

・ipad 方が使いやすいと思った。
・クリックしてから ページ移動など動作が遅い
当初

が気になった。

、閲覧したいデータがどこに格納されていて、どうアクセスすれ

いい

か勝手がわからなかった。

避難所対応をしている職員が、少なくとも半数以上が操作できるかどうか。
・かなり早くに避難所に導入された で、元々災害時に導入することを検討されていた
を受けていたかったなという が正直なところです。
使いにくい、判りにくい 一言
緊急時だからこそ、皆が通常使用しているOSを採用すべきで

かなと思ったことと、もし想定されていたなら

、研修

？

なし
避難所で、交代職員から使用方法等説明を受けたが、例え
不安だった。

弁当

数など

区役所へ

報告が本当にできている

か、翌日物資が届くまで

戸惑った。
使い方がわからない。
便利だと感じた反面、セキュリティ面で不安を感じた。
導入されて避難所や物資集積所

情報共有が円滑にできた

でとても便利に感じた。

特になし
電話連絡で

なく、各部署

連絡事項がみる事ができた

で、受け持ち

避難所でも足りないも

等が気づくことが出来た。

どこでも使用できる。
キーボードがあってよかった。
普段Ｃネットを使っているせいか、液晶が小さく見えた。高齢
でも、ケータイで やり取りを考えると大変ありがたい！！

物資や人数

職員に

把握に便利だと思った。

タブレットに慣れていない

使いづらいかなーと思った。
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で、操作に不安があった。

情報 統一が図れて良い
タブレット端末 不慣れな職員が多い

で

？(特に再任用等、年配

拠点避難所（避難者）に対する業務に追われ、余裕が無かった

職員)

便利だと感じた反面、セキュリティ面で不安を感じた。
導入されて避難所や物資集積所

情報共有が円滑にできた

でとても便利に感じた。

特になし
電話連絡で

なく、各部署

連絡事項がみる事ができた

で、受け持ち

避難所でも足りないも

等が気づくことが出来た。

どこでも使用できる。
キーボードがあってよかった。
普段Ｃネットを使っているせいか、液晶が小さく見えた。高齢
でも、ケータイで やり取りを考えると大変ありがたい！！

物資や人数

職員に

使いづらいかなーと思った。

把握に便利だと思った。

タブレットに慣れていない

で、操作に不安があった。

情報 統一が図れて良い
タブレット端末 不慣れな職員が多い

で

？(特に再任用等、年配

職員)

拠点避難所（避難者）に対する業務に追われ、余裕が無かった
・パスワードが不要
・避難所を離れると状況が分からない
・操作がわからない。

で、ｃネットでもよかった

常日頃触っておかないと、いきなり配られても使えない

で

で、今後

。

検討してほしい

慣れていない人が使うととまどいがあった。
使いにくい。文字が小さく見にくいと思った。
使い勝手が悪い。
当初、Ｒネット
避難所

立ち上げに苦慮した

窓口が事務所から離れていたため、便利だと思った。

電話回線

塞がることが多かった

で、情報共有

ツールができて助かる。

キーボードがほしい

特になし
ウィンドーズ8

使いにくい

使い方に迷った。
もっと早くこ

ようなシステムがあれ

よかった

とくになし
抵抗なく使用できた。
日中帯 避難所職員から「時間が空いたときに確認して」と引継ぎを受けたが、簡易マニュアル
なかった。
便利なも

があるなと思った。

これで市・区役所

関係各課と避難所

情報共有が出来ると思った。

同じ内容を含んだ項目が画面上に見受けられた。
マウスがあるといいと思う。
Ｒ

っとというよりも、パソコン操作に慣れておらずてこずりました。

情報共有がよりスムーズにできて良いと感じた。
便利になれ
情報

いいなと思った。

共有化

便利と思った。

使いにくそう
使いづらい
区役所と

やりとりが簡素化できる。

直感的に使えると思った。
工夫次第で活用範囲が広がる。

特に無し。
当初

サーフェスを使用したことがなかったため、操作方法に少々手間取った。

よくわからなかった。
構成を理解する に時間がかかった。
・正直使いづらいと感じた
面倒くさそうと思ったが、使用してみると、意外に簡単に操作できた。
適切に使える

か不安であった。

エクセルが使いづらかった
こういうも

があるんだなと感じた。

どういう目的で、導入されたかわからなかった。
情報環境が整ってきたなと思った。

画面展開が遅い。
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みで

使い方が分からず、活かすことができ

特に無し。
当初

サーフェスを使用したことがなかったため、操作方法に少々手間取った。

よくわからなかった。
構成を理解する に時間がかかった。
・正直使いづらいと感じた
面倒くさそうと思ったが、使用してみると、意外に簡単に操作できた。
適切に使える

か不安であった。

エクセルが使いづらかった
こういうも

があるんだなと感じた。

どういう目的で、導入されたかわからなかった。
情報環境が整ってきたなと思った。

画面展開が遅い。
使えるか不安だった
使いにくい
もう一人

同僚が使用、また口頭で本部に報告した。

使用方法

物資

説明が短時間であったため、うまく使用できる

情報など、こんなも

当初

操作へ

避難所業務

があった

かという可視化

か不安だった
面

よかったが、それ以外に良い印象が無い。

不安があった。

ありかたが一気に変わる

で

と

期待感をもった。

もっと早い段階で導入されるとよかった
取り扱いに慣れることがまず大変だと思った（特 にexcel操作がPCより難しく感じました）。

タブレット端末
Surface

コンパクトで作業場所を選

ないところが便利だと思いました。

うまく使えるかと思った。
役所が追いついていない。
業務上、いままでタブレットに触れることがなかった

で、多少

不安があった。

操作に手間取った。
活用する部署に携わっていません
操作確認
Ｃネットと

見方

違いに戸惑った

操作が煩雑
タブレット
大きさ

操作に慣れておらず、扱いにくいと思いました。

手ごろだと思った。

全体で情報

共有等ができ、便利だと思った。

避難者からＲネット
便利なも
ど

存在を聞いたため、詳しくない職員が使用することに不安があった。

が導入されたと思った。

ように使用できるか、不安であった。

情報

統一感

避難所で 物資管理などが正確で簡便になると感じた
若干だが、動きが緩慢だった
情報共有に有効だと思った。
マウスがない か。
サイズが小さい。
なんか遣いにくそう
システム

メニュー構成が今一わかりにくかった。

タブレット端末を使用する

が初めてな

で不安。

使いにくい。
欲しい情報になかなかたどり着けなかった。
便利だと思った。
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若干だが、動きが緩慢だった
情報共有に有効だと思った。
マウスがない か。
サイズが小さい。
なんか遣いにくそう
システム

メニュー構成が今一わかりにくかった。

タブレット端末を使用する

が初めてな

で不安。

使いにくい。
欲しい情報になかなかたどり着けなかった。
便利だと思った。
なし
当初、操作方法に馴れない部分があったが、時間と共に馴れた

で、特になし。

ハイテクだ。
これ 、便利！
使い方が最初

わからず戸惑いましたが、周り

職員に教えてもらいながら入力等を行いました。

特になし
これで情報

やり取りがスムーズにできると思った。

支援物資 輸送など一元管理が出来ていることや避難者と
感じました。

コミュニケーションを取るツールとしても役立っていたことなどがとても良かったと

特になし
タブレット

移動が出来る

で便利そうだ

誤操作していないかどうか
初めて使うシステムだった

で、予備知識がなかったことが不安だった。

弁当注文でしか使った記憶しかない
お弁当

注文画面までたどり着く

で、本当に役立つも

かわからなかった。

に以外に時間がかかる。

エクセルシートがメインで出てきて、少し難しい感じがしました。
引継ぎや物資

情報が分かる

で良いと思いました。

引継ぎを行う際に、情報を集約しやすいと重いました。
情報が集約される

で良かったと思った

使い慣れていないことと、システムが出来ていないことでどうしてよい

か分らないところがあった。

使いにくい。
うまく使いこなせるか不安だった。
サーフェス

基本的な使用方法が分からなかった

で少し戸惑った

便利であると思った。
システム効果を最大限に発揮させるに
普段使用しているも

と

違う

相応

習熟が必要。

で、作業しにくいと感じた。

特になし
使いづらかった
いつも使用しているパソコンと
操作方法が難しく、不測

違うぞ

事態に陥った時

対処がわからない。

情報共有、情報 取得ができる端末ができて、便利になった。
間違えて作ってしまったページ 削除が困難だったことがあり、そ

点が不便であった。

特になし
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６）

R ねっとを活用するなかで、嬉しかったこと／困ったこと／想定外だったことがあ
れば教えてください。
（任意回答・自由記述・箇条書きで構いません）

嬉しかったこととして、
「各避難所へ届いている情報を可視化・共有化できたこと」
や「物資の調達がスムーズになったこと」が挙げられている。また、困ったことと
して、「操作の煩雑さ」や「操作の引継ぎが困難であった」ことが挙げられている。
また、
「弁当の必要数を本部に伝えることができた」や「弁当注文の入力方法がわか
らなくなった」等、弁当注文システムに関する実際的な感想が 6 件あった。

＜凡例と回答数＞
凡例

内容

回答数

割合

黄色

ポジティブ

42

33%

無色

ネガティブ

47

37%

緑

そのた

37

29%

＜回答詳細＞
６）R

っとを活用するなかで、嬉しかったこと／困ったこと／想定外だったことがあれ

対応した避難所に 、アイパッドやサーフェイスが配備してあったが、とても使いにくく、Rネット
端末及びノートPC 使い方を習熟する必要があった。

教えてください。

使用 に関らず、まず

対応するタブレット

特になし
印刷ができるようになった
・区によって運用

で、避難所

情報発信も出来、良かった。

方法が異なったため、別

区

避難所に行ったときに混乱した。

Ｒネット 導入で格段に作業効率 向上した。大規模災害 対応に 必要不可欠。
初めて避難所運営に携わる職員 Ｒネットを閲覧しない、操作方法がわからない等 引き継ぎ
対応職員

中に

・弁当注文

問題が生 じた。

、使用方法がわかりにくく使用 に差があった。

エクセル入力などが、通常

パソコンと使い勝手が違った で、最初

手間どった。

入力に時間がかかる
端末も通常使わない、小さなタブレット型
操作もしにくい
せめて、普通サイズ ノートPCを配備して欲しかった
他 避難所 様子を知ることができ、そ ことにより市 被害全体像・負荷 重い地区・地域を可視化することができた。これにより、人
員・物 資 適切な投入先を決定しやすくなり、また、投入計画を立てやすくなった。
避難者から 相談対応に使用し、必要な情報提供ができて喜

れた（安心された）こと 良かった。

なし
掲示板 更新がわからない、
いくつも 情報が ると確認できていない事があった。
スレッドが乱立して、必要な情報を見つけ出す

に時間がかかった。

導入以前 避難所から様々な物 資を要求してもなかなか届かなかったも が、スムーズに届くようになり、避難者 かたへ届けられること
ができ、喜んでもらえたことが自分もうれしかった。また、必要な情報を必要なときに得られること 非常に心強かった。

物資

要求について

顔を見ること

紙で行っていたため、物資

できないが、各避難所等

仕事する場所

近くにCネットが無かった

で助かった。

コメント欄がある が意外と便利だった。（情報伝達
メールでやり取りするより楽でした。
人

供給・管理等まで行えるとより利用しやすいと感じる。

頑張りが確認できたこと。
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確認ができる

で）

入れ替えが多く、引継ぎがあまりできていなくて使用 方法がよくわかららかった。

検索エンジンを利用して
電話連絡と

不動産情報を検索し、避難者

併用だった点が気になった。

転居先を一緒に探したりできた。

なし
掲示板 更新がわからない、
いくつも 情報が ると確認できていない事があった。
スレッドが乱立して、必要な情報を見つけ出す

に時間がかかった。

導入以前 避難所から様々な物 資を要求してもなかなか届かなかったも が、スムーズに届くようになり、避難者 かたへ届けられること
ができ、喜んでもらえたことが自分もうれしかった。また、必要な情報を必要なときに得られること 非常に心強かった。

物資

要求について

顔を見ること

紙で行っていたため、物資

できないが、各避難所等

仕事する場所

供給・管理等まで行えるとより利用しやすいと感じる。

頑張りが確認できたこと。

近くにCネットが無かった

で助かった。

コメント欄がある が意外と便利だった。（情報伝達
メールでやり取りするより楽でした。
人

確認ができる

で）

入れ替えが多く、引継ぎがあまりできていなくて使用 方法がよくわかららかった。

検索エンジンを利用して
電話連絡と

不動産情報を検索し、避難者

転居先を一緒に探したりできた。

併用だった点が気になった。

同上
・操作分からない部分が多い。
・弁当 注文がやりやすかった
・LINEなどが使えると便利だと思った
・i-padも配布されたが、2つ 環境 不要だと思った
・アナログでやる部分、IT（クラウド）環境で対応する部分をすみわけする必要がある
プリンタがあるとより便利。
市役所 Cネットが、タブレット端末でみることができるととても有益。
浸透するにつれ、担当者が変わる度に電話連絡などなく、情報共有ができてよかった。
いろんな情報があった で、フォルダなどを整理し情報提供ができるといい。
避難所担当者 困ったことなども文書に残され、電話で受けた担当者だけでなく、そ 後も共有ができよかった。
情報 やりとり等、記録として残ることについてもよい。
操作方法が分からないとき、たまたま同じ避難所運営に情報政策課
かったと思う。
避難所

職員がR

パソコン
他

職員がいた

で、教えてもらうことができたが、自分だけで

使えな

っとを含めて運営全般に積極的に関与せずに、応援職員に丸投げをしていたこと。

扱い方が無図しかった

避難所 状況も知ることができ、便利であった。

時間ごと

避難者数を毎回電話で受けなくて済んだことが嬉しかった。

ネットが見れた

で、情報収集ができた。

特になし
なし
一人に任せてしまって、発注数
タブレットだった

間違いなどがみられた。

で移動中でも仕事ができたこと

ワード、エクセル等が使えず、メール機能もあまり使いこなせなかった。

特になし。
使えなかった
操作がしづらかった。
仕様と操作方法に慣れていなかったため、手順を誤りそうになり焦った。（ヘルプデスク等がないため）

特になし。
なし

特になし
慣れるまで、使用 方法でとまどいがあったように思う。
操作がややこしく、複数 ページを切り替える作業が最初分からなかった。
よく固まって再起動しないといけない で、快適に使えなかった。
もちろんパスワード等

必要であるが、簡単なマニュアル（取り扱い説明）があれ

、応急・応援職員でも利用できると思われる。

各種連絡が簡単になった
一度情報をアップすると、情報政策課に依頼しないと削除されない。

特になし
ユーザーにおける運用方法（フォルダー

物資

管理など）について共通 理解が前もっとあれ

もっと使えたかな。

配達依頼ができなかった。

操作端末 画面が小さかった。
Word/ExcelがOnline版 で使用に耐えなかった。通常ファイルも開けないし。OneNoteも使用に耐えなかった。
・他

避難所

情報が見れること

特になし
特になし
他

（一部

）避難所 状況がわかった
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ネットが上手くつながらないと何もできない。
使い方が、いまひとつわからなかった。
とくになし。
情報がすぐ確認できたこと
Rネットで区役所・本庁と

良かった。
連絡がとれる

なら

、職員が一旦区役所に行ってから避難所に行く必要

ネット環 境があることで、現在 状況、注意喚起等

情報を得ることが出来た。

ない

で

ないかと思った。

ユーザーにおける運用方法（フォルダー

物資

管理など）について共通 理解が前もっとあれ

もっと使えたかな。

配達依頼ができなかった。

操作端末 画面が小さかった。
Word/ExcelがOnline版 で使用に耐えなかった。通常ファイルも開けないし。OneNoteも使用に耐えなかった。
・他

避難所

情報が見れること

特になし
特になし
他

（一部

）避難所 状況がわかった

ネットが上手くつながらないと何もできない。
使い方が、いまひとつわからなかった。
とくになし。
情報がすぐ確認できたこと
Rネットで区役所・本庁と

良かった。
連絡がとれる

なら

、職員が一旦区役所に行ってから避難所に行く必要

ない

で

ないかと思った。

ネット環 境があることで、現在 状況、注意喚起等 情報を得ることが出来た。
避難所運営を交代でするにあたり、不慣れな操作等によりデータ破損などが発生した。
再掲ですが、困惑した状 況下で覚えられませんでした。
初動段階であまり活用 されなかったと感じています

物資に関して 紙面で 連絡も必要、情報共有に関して 支援システム ほうが有用に感じた為、R っと 意義がいまいち理解できな
かった。支援システムとR っとを私が混同している可能性もあるが、それ それで緊急システム 一本化すべきだったとも思える。
操作が簡単であったこと。
端末

不具合で困ったことがあった程度で、Ｒ

っとそ

も

について特筆すべきこと

思いつかない。

画面展開がわかり辛かった
避難所 物資管理 （在庫）がexcelで出来る で管理上楽でしたが、他 避難所と 情報共有や全体 情報を一元化して分析利用すると
ころまで いかなかった かな、と思いました。個々 避難所でそれぞれ 避難所 情報を管理するところまでで止まったように思いま
す。
Office Online

使い方が通常

Officeと違っていて、最初

少し困りました。

特になし
情報
R

古い。

っとが通常業務で使用 しているCネットに似た環境で馴染み易く良かった。
じめて

利用 だった

に詳しい説明が無かった。

活用する部署に携わっていません
マニュアルがわかりやすく作っていただけるとありがたい。
また、業務にてクラウドを使う環境になかったため、慣れていなかった。
個人的な書き込みが多い印象。どこまでがオフィシャルなも
各避難所へ届いている情報を可視化できたこと。物資
操作が煩雑であり、操作 引継ぎが困難であった。

か線引きがわからなかった。

調達がスムーズになったこと。

同上
・それまで、学校 Ｃネットを利用させていたたき、避難所 運営引き辻事項を記載していたが、Ｒネットに変わってから
しかし、文書作成機能が劣っていた で使いづらかった。（使い方を知らなかったからかもしれないが）
操作方法が通常業務で使用するパソコンと異なったため、最初
他

避難所

情報を見ることができた

それを利用した。

戸惑いがあった。

がよかった。

特に無し。
情報

共有化ができ、便利であった。

なし。
・タブレット端末が使いにくかった
・入力しても反応が遅く、保存できている

かわかりにくかった

Ｃネットが使えない状況にいる職員にとって

、情報を得られること

大変助かることだと思った。

別になし。
弁当注文

入力方法がわからなくなった。

なし
・Rネット

活用 が当初から運用されていれ

、避難所 物資等

運用が適正にできていた

で

ないか。

特になし
キーボードがない

で不安。

特になし
市民病 院

看護師さんたちが管理していたため、パスワードが変更になったりしていたため、途中から使用しなくなった。

なし
エクセルを使うことができた

で、避難所内

人数等が把握できたことが良かった。

各避難所などへ一斉に同じ情報を流せて、しかも、避難所以外へも周知を行えて、伝言ゲームや文書で
情報伝達できた。
情報共有が図れたことがよかった

特になし
避難所、区により扱いが違ったことが問題。
意見なし
新しい情報を得ることができた

特に無し
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通知より、簡単でスピーディーに

特になし
キーボードがない

で不安。

特になし
市民病 院

看護師さんたちが管理していたため、パスワードが変更になったりしていたため、途中から使用しなくなった。

なし
エクセルを使うことができた

で、避難所内

人数等が把握できたことが良かった。

各避難所などへ一斉に同じ情報を流せて、しかも、避難所以外へも周知を行えて、伝言ゲームや文書で
情報伝達できた。

通知より、簡単でスピーディーに

情報共有が図れたことがよかった

特になし
避難所、区により扱いが違ったことが問題。
意見なし
新しい情報を得ることができた

特に無し
弁当

必要数を本部に伝えることができた。

支援物 資

注文ができることで、避難者に対応する時間が確保できた。

特になし
お弁当注文画面を綴じることができず困った。触りすぎて共有情報が壊れてしまう

で

ないかと不安で、そ

ままにしていた。

必要としている物資を、連絡できることがとてもよかった。
電話で やり取りより、効果的だった。

決まったところしか使用していなかった
弁当

注文数を入力する際に、他

で特にありません。

避難所

避難者数を把握することができました。

想定外だったこと 特になかった
企業
他

好意で機器を借りられたところ

良かったと思う。

人間が同時使用だと動きが悪くなり（？）使いづらい。

タブレット型な

で避難者へ

説明がしやすかった。

ログインパスワード 変更 伝達がうまくいっておらず、ある日避難所に行ってログインしようとすると出来ないということがあった。そこか
ら新しいパスワードを取得する に時間を要した。
みんなが使えれ
他

、いろいろな情報

避難所が抱える課題など

蓄積ができ、より便利であったと思うが、使えない人が多く、データ管理ができていなかったと思う。

情報が得られて参考になったこと。

保存方法がやりにくかったことや元 画 面に戻る
キーボード

に、手間がかかった。毎日使用していれ

慣れた

かもしれないと

入力がしづらかった

・使いづらかった
・電話で連絡する方が確実で早かった
保存できているか

確認が、最初わかりづらかった

操作方法が難しく、不測
同じ避難所

担当内で

事態に陥った時

対処がわからない。

情報共有が改善されたこと。

・文字入力 反応が遅かったり、保存に時間がかかったりと、1日 記録を入力するだけでも非常に時間がかかった。
・Ｒネット端末と別にi-Padも配布されていたが、1台 端末に統一してほしい。
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思いますが。

７）

R ねっとに掲載された中で、嬉しかった情報／困った情報／想定外だった情報につ
いて教えてください。
（任意回答・自由記述・箇条書きで構いません）

嬉しかった情報として、
「他の避難所に関する情報」（126 人中 11 人）が最も多く、
特徴的な情報として「夏場の暑さ対策」「食中毒に関する情報」「不審者情報」等が挙
げられている。

＜回答詳細＞
７）R

っとに掲載された中で、嬉しかった情報／困った情報／想定外だった情報について教えてください。

なし
もう覚えていない
掲示板にあまり情報が載ってこなかった。
夏場

暑さ対策

役に立った。

っきり覚えていません。Ｒネット以外
ません。

情報もたくさんあった

で、現段階で

Ｒネット

Ｃネット 電子掲示板と全く同じ情報が掲示されていれ よかったが、どちらかに
載していないということがあった で、連動していれ いいなと思いました。
避難所を担当した数日しか使用していないが、もっと活用 できた
（想定外だった情報として）当初NGとされていた個人情報
市全部

避難所

こと

で

情報かどうか判断がつきか

掲載しているが、どちらかに

掲

ないかと思った。

掲載

情報共有ができたこと。弁当申込みができたこと。ボランティア申請情報が把握できたこと。

Ｒネットを使い始めたころに 、小学校など
いた かなと思います・・・ で特になし。

閉鎖したり、閉鎖にむかっていた

で、困った状況

だいぶ落ち着いて

支援物 資に思いがけない物があり、避難者に喜んでもらえた。
・情報が少ない。
・他 避難所がどうしている

かがわからない。

各避難所毎及び各時間毎に人数把握ができた
とてもよかった。
後で各避難所 延べ人数を出すときも役にたった。
避難所マニュアル 様式や、災害救助所要額調査で必要になる情報など
いと思う。
他

様式を作成し、Ｒ

っとで入力できるとよ

避難所 状況が判明した

新たな情報をタイムリーに知ることができ、便利だった。
避難所運営支援ネットワークに

み入力している避難所があって困った。

５区

良かった。

動きがリアルにみれた事

情報を出す側だった
発信
他

で分かりません

ルールが当初なかった で、ただ情報が羅列されていたように感じた。
避難所 状況がある程度把握できた。

弁当注文表を見ることで、避難者数

推移が見ることができたこと。

実際、拠点ごと 管理 仕方で正確な物資が把握されていない で、正確に物資等を把握する（統一した）マニュア
ル作りを作成すれ 、Ｒネット 利便性がアップすると思われます。
他避難所 状況が把握できたこと
掲載された内容をみていない
他
最新

避難所

でわからない。

情報を見ることができ、参考になった。

情報がいち早く確認できたこと。
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入力がスムーズにできなかった。
全避難所宛て

情報な

か一部

食中毒に関する情報により、食材
たこと。

みな

か分からない情報

保管や管理・配給に気をつけることで、担当した運営所内で食中毒者が出なかっ

弁当注文表を見ることで、避難者数

推移が見ることができたこと。

実際、拠点ごと 管理 仕方で正確な物資が把握されていない で、正確に物資等を把握する（統一した）マニュア
ル作りを作成すれ 、Ｒネット 利便性がアップすると思われます。
他避難所 状況が把握できたこと
掲載された内容をみていない
他

避難所

最新

でわからない。

情報を見ることができ、参考になった。

情報がいち早く確認できたこと。

入力がスムーズにできなかった。
全避難所宛て

情報な

か一部

みな

食中毒に関する情報により、食材
たこと。
二人で勤務する中で他

特定

情報弁当

数

か分からない情報

保管や管理・配給に気をつけることで、担当した運営所内で食中毒者が出なかっ

ところ 状況がわかった

吉でした。

み活用 されていた気がします

いまひとつ記憶がない

特に思いつきません。
Ｒ

っと

運用開始後

他

避難所

あまり避難所業務に携わらなくなっため、特に思いつかない。

運営情報が

Ｃネット端末が無い環境

避難所で

、R

っとから

掲示板でタイムリーな情報が提供されたとき
情報

情報源でした。

古い。

個人情報
こ

情報がリアルタイムで活用 できる唯一

助かりました。

取扱いに注意を要した。

システム

連絡と文書による連絡とがあり逆に煩雑になった。

活用する部署に携わっていません
掲載内容

物品
・他

場所等、もう少しわかりやすけれ

提供情報

ありがたかった。

有用だった

避難所と 情報交換ができて助かった。

自身が情報提供したも

を共有されていたこと。

いろいろな情報を入力するため
掲載で

様式があれが良いと思われた。

ないが、インターネットが活用できてよかった。

掲載される情報が少なかった で 。
また、タブレット 画面で 閲覧しにくいも

もあった。

行政情報を入れて欲しかった。
支援物 資 オーダもFAXに変更になった で、Rネット 方が便利だと思うし、他
た。
（避難所により、支援物 資 依頼 内容に温度差があった。）
食品に関する情報（賞味期限等）について
Rネット配備後に避難所配置
他

避難所

避難者

避難所

情報も共有できると思っ

、避難者が口にする可能性もあり、非常に良かった。

機会が２日間しかなかったため、多く

機能を使いこなせなかった

概数が把握できた

特記事項なし
お弁当注文画面しか使用 していないため、ありません。

決まったところしか使用していなかった
他

避難所

情報が分かる

他

避難所であった不審者案件

で特にありません。

良かった
共有などが出来たこと

掲載内容を記憶していない。
ただ、掲載事項を人によって 毎日確認していない で、周知漏れがあった。
暇なときにさか ぼって確認しているときに気付くこともあった。
周知内容について 、紙で配布して周知したほうが引継ぎ等も確実にできる。ﾌﾟﾘﾝﾀｰも無い
も、うまく引き継がれない。（１週間ほど ローテーションだったため）
他

っとに掲示されて

避難所に関する情報など

情報過多（似たようなも
他

で、

避難所

が多かった）ため、情報を探す

に苦労した

情報がみられた

今までなかなか伝わってこなかった、また
たことが一番 助かった。

電話等でしか伝達がなかった、各避難所に向けた指示が書面で確認でき
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８） 他システムとの比較
R ねっと以外の被災所運営支援システムと比べ、
「有益だった」
（22 人,17％）と「ど
ちらかといえば有益だった」
（36 人,29%）と肯定的な評価は 46％を占めたのに対し、
「どちらかといえば有益ではなかった」
（8 人,6%）と「有益ではなかった」
（3 人,2%）
という否定的な評価は 8%という結果になり、避難所に導入された他のシステムより
も R ねっとが有益だったことがうかがえる。
また、肯定的な評価をした理由をみてみると、
「避難所に関する情報共有」に関す
る理由がもっとも多い。
また、
「どちらともいえない」という回答が 54 人,43%と多いが、その理由をみる
と R ねっと以外のシステムを使っていない、または知らないという回答が多く、比
較自体が出来ない状況があることがわかった。

＜質問と選択肢＞
R ねっと以外に導入された避難所運営支援ネットワーク（システム）と比べて R ねっ
とは有益でしたか？

 有益だった
 どちらかといえば有益だった
 どちらともいえない
 どちらかといえば有益ではなかった
 有益ではなかった
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＜回答詳細＞
８−１〜５）R
「有益だった」と回答した理由

っと以外に導入された避難所運営支援ネットワーク（システム）と比べてR

「どちらかといえ
回答した理由

有益だった」と

っと

有効でしたか？

「どちらともいえない」と回答 「どちらかといえ 有益で
した理由
かった」と回答した理由

な

「有益で
た理由

なかった」と回答し

まちづくり推進課等と連絡を取り
相談員として配置されたときに
合うツールとして 、電話で行っ
使用したため、情報収集に非
たほうがどうしても早かったが、他 Rネット以外使用 していない
常に有益であった。一方、避難
避難所と同時に情報を共有す から
所 物資管理 面で 、使用し
るツールとして 時間短縮につな
にくかった印象がある。
がったため。

使い勝手が悪い

リアルタイムで

当初 操作方法等にとまどい
もあったが、時間 経過ととも 誰でもいつでも簡単に操作できる あまり活用されていた印象
に、避難所運営にＲネットが必 状況になかった で。
がないため
要不可欠となった。

使い方がわからなかった。

追いついていない。

情報共有できること。

facebook 災害情報職員グ
ループ 情報等 ほうが多
最初に導入されたiPad 方が
く使用 し役立った で、これ
シンプルで使いやすかった。
日ごろから使っていないとわか
だけ コストをかけてまでで
なぜ、iPadが突然利用されなく
りません。
なく、そ 他 ＳＮＳなど
なって、Rネットに変わった
を使用して安くできないかな
かが分からなかった。
と思いました。

なんとなく。

仕事する場所にCネット端末等
オール市役所で活用するため
避難所 物 資調達がスムーズに 両方とも記憶に残るような事
なく困っていた で、大変有益
工夫や配慮が必要であった
できた。
が無かった
だった。
と思いました
他 システム（アイパッド） 活
用が全くなかった で、Ｒネット
毎日 情報提供として利用
したから。

Ｒネット 方が多様な使い方がで
きた でよかった。
あと、結局普段がＣネットな で、 もうひとつ
ＩＰＡＤよりサーフェイスがみんな ない。
慣れてる感じ。

看護師さんが利用されていた
から不明

物資や人数 把握にとても便利
だったと思うから。

どちら 優位性があったか
実感できない。

操作がわかりづらい。

他 システムを知りません。た
比較的自由に、ワードやエクセ だ、それほど役に立ったとまで
ル等が添付できた で。
言えなかった で、どちらかとい
え 有益を選択。

Rネットしか利用していない
ため。

画面が小さい とキーボードが
使えない で不便。
あまり使いたいという気がしな
かった。

他 システムを利用してい
そ 他 システムをあまり把握し ないため、Ｒネットが利用し
ていなかったため
やすいシステムであったか
不明。

導入された時点で、本当に重要
な情報 すでに共有できていた
と思われる。

情報

把握に役立ったため。

私が混同してなけれ
話だ
システムを知ら が、支援システム ほうが避難
所運営について 有用だった
ように感じた。

情報共有するツール 必要
くまもとRネット ほうが使用 し
や り周り 状況（避難者数、必 だが、職員がいつも使用して
やすかった。また、表示も分か
要物 件）理 解できた
いるシステムを活用してほし
りやすかったと思う。
かった。
Cネット 避難所で 見られな
いし、アイパッド ほぼ活用さ 課
れなかった。

伝達事項に使用できたため

インターネット環境ができたこと
で、市ＨＰに掲載されている中
それより、情報システム
情報で相談業務に応じたり、
してほしい。
わからないこと 検索して対応
できた。

一本化

他

も を操作していない。

違いがよくわからない

外 避難所 状況を同時に見
れたため、近隣 避難所と物 比較対象がよく分からないが、有
あまり使用していない
資 やり取りがスムーズに出 益で あったと思うため。
来たため。
使い方に応用 が可能なシステ
ムで、汎用に使用できた。

リアルタイム（１日おき？）で情報
システムを利用したメリット
が更新されるようですから、や
が見出せなかったため。
り有益である。

本部等から 情報提供、他
避難所 状 況確認、インター
情報共有ができやすくなった
ネットによる情報収集に活用で
きた。

情報

共有ができたこと。

なかった。

どちら ｼｽﾃﾑも詳しくわか
らないから、判断 しようが
ない。

緊急 際 携帯電話で 連
Ｃネット端末があれ いち んよ 絡が功を奏した。余裕があ
かったが、それに代わるも とし るとき R っとから 情報
て活用できたため。
を確認し、避難者へ 情報
提供に役立ったため。

支援物資を事前に頼めることが
区役所などから 情報が携帯 できる
よかった。
電話で なく、掲示板によりい
頼んだ支援物資が届かない場
ち早く周知が かられたこと。 合あり、避難者からクレームが出
ることもあった。

それぞれ用途が異 なるか
ら。
Rネット 避難所運営に関す
る情報であり、もう一方 避
難者に関する支援サービス
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情報であったから。

使用頻度が少なく、使いこな
運営に役に立ったから。 していたと いえなかったた
め。

他に情報端末がなかったから

避難所

避難所 状況を報告すること
に活用できた。

十分満足が出来るネット環境で
うまく活用できたと 思えな
なかったが、情報 提供、共有が いから。（もっと活用できた
できたこと。
ず）

使い方に応用 が可能なシステ
ムで、汎用に使用できた。

が更新されるようですから、や
り有益である。

本部等から 情報提供、他
避難所 状 況確認、インター
情報共有ができやすくなった
ネットによる情報収集に活用で
きた。

情報

共有ができたこと。

システムを利用したメリット
が見出せなかったため。
どちら ｼｽﾃﾑも詳しくわか
らないから、判断 しようが
ない。

緊急 際 携帯電話で 連
Ｃネット端末があれ いち んよ 絡が功を奏した。余裕があ
かったが、それに代わるも とし るとき R っとから 情報
て活用できたため。
を確認し、避難者へ 情報
提供に役立ったため。

支援物資を事前に頼めることが
区役所などから 情報が携帯 できる
よかった。
電話で なく、掲示板によりい
頼んだ支援物資が届かない場
ち早く周知が かられたこと。 合あり、避難者からクレームが出
ることもあった。

それぞれ用途が異 なるか
ら。
Rネット 避難所運営に関す
る情報であり、もう一方 避
難者に関する支援サービス
情報であったから。

使用頻度が少なく、使いこな
運営に役に立ったから。 していたと いえなかったた
め。

他に情報端末がなかったから

避難所

避難所 状況を報告すること
に活用できた。

十分満足が出来るネット環境で
うまく活用できたと 思えな
なかったが、情報 提供、共有が いから。（もっと活用できた
できたこと。
ず）

操作が簡単だったため。

報告について 操作を覚えてしま 利用していない
え 簡単であった。
ない。

形や規制に縛られない、オープ
ンなシステムだったこと。

ほか システムを使ったこと
他に情報源がない中で、市から がない。
支援情報や他避難所 情報を i-Pad 使ったかな。避難者
知る唯一 機会だったから。
情報 みですが、簡潔でよ
かったと 思います。

でわから

避難所開設時 、どこにど よう
Ｒ っとを利用 してみていい
Ｒネット導入により各避難所に な情報が流れている かが不透
事もあれ 、悪いことも考え
出向いて情報発信する必要が 明であったが、こ 機能により可
られる で
なくなったから。
視化され、共通認識を持って運営
にあたることができた。
こちらから 情報が伝わっ
ているか確認がとれない
情報共有 即時性などにおい 情報量や利用しやすさなどが、他 が大きなデメリット。要望に
て有益だったと思う
も より有益だった。
対する対応・回答が迅速に
される であれ 非常に有
効であると考える。
通常時から使用している等、使用
比べるほど利用しなかった
方法に不安がなけれ より効果
で。
的に活用できたと思う。
情報 共有化と情報
単にできた。

入力が簡 何が有効だった
ないから。

情報を電話等で伝達するよりも正
比較できるも
確に伝わるから。
情報を一度に送信できる

か分から

が乏しい。

十分活用されたと
いから

思えな

電話連絡や紙ベースで 、担当
者が不在だったり、情報に受け取
りに時間がかかったりと、タイム ipad ほとんど使っていない
リーな情報 伝達ができない場 ため、比較ができません。
合もあったっため、すこし 解消さ
れた感があった。
情報

可視化

そこまで使い込んでいない
ため

あまり他 媒体を利用し比較する
機会もなかった で、何とも言え
活用する部署に携わってい
ませんが、少なくともRネット 情
ません
報共有や報告 簡略化等に有益
だったと感じました。

特に理由

なし

ネットワークについて情報を
得ていなかった

今回 ような大きな災害 初めて
ことで、時間 流れに併せて対
応を代えなけれ ならなかった中 あまり利用しなかったため。
に、簡単なシステムだったことが
使いやすかった。
情報 相互伝達がリアルタイムで
長所、短所があったため
行うことができたから

生活再建に係る情報について、
当初 なかなか避難所において
知ることが困難であったも
、R 使用していない
ネットによってある程度 情報を
入手することが出来たため。
２つシステムがあったが、もう１方 避難所支援システムを使っ
、使われていなかったため。
ていない
避難所運営にあたり情報収集に
便利であった

Ｒネット以外 活用方法と
質が違うから

上 回答と同じで、避難所向け
指示が把握しやすくなったため。

以外
い。

システムがわからな
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機能を使いこなせていな
かったということもあり、R
ネットと支援システム 違い
が今となって よく分からな
いため。
理由なし。
なし

情報 相互伝達がリアルタイムで
長所、短所があったため
行うことができたから

生活再建に係る情報について、
当初 なかなか避難所において
、R 使用していない
知ることが困難であったも
ネットによってある程度 情報を
入手することが出来たため。
２つシステムがあったが、もう１方 避難所支援システムを使っ
ていない
、使われていなかったため。
避難所運営にあたり情報収集に
便利であった

Ｒネット以外 活用方法と
質が違うから

上 回答と同じで、避難所向け
指示が把握しやすくなったため。

以外
い。

システムがわからな

機能を使いこなせていな
かったということもあり、R
ネットと支援システム 違い
が今となって よく分からな
いため。

理由なし。
なし
Ｒネット以外
かったから

システムがな

Ｒネットを避難者 管理で
み使用し、物資依頼等 ＦＡ
Ｘを用いたため、Ｒネットを限
定的にしか用 いていないた
め
残念ながら比べるほど避難
所 支援を行っていませ
ん。
一長一短
他に効果的な方法がある
で ないかと考えた
有益だった
い

かよくわからな

利用 仕方を理解できてい
なかったため。
使っていない
せん。
他

で分かりま

よくわからなかった

使っていなかったから。
使い分けがよくわからなかっ
た。
比較対象 支援システムを
扱った記憶がなく比較できな
い。
R っとがもう少し利用 しや
すけれ と思った。
操作した日から、日にち経過
が長い で

特 になし
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９）

IT ボランティア
126 名中 17 名（13％）が「はい」
、109 名（87％）が「いいえ」と回答し、IT ボ
ランティアと接触のあった人の割合は低いことがわかった。また、
「はい」と答えた
17 名中 9 名が「丁寧に説明をしてもらい助かった。ありがたかった」等感謝のコメ
ントを回答している。

＜質問と選択肢＞
IT ボランティアスタッフとの接触がありましたか？
R ねっと設置における IT ボランティアスタッフのご支援について、ご感想・ご意見
があればご記載ください。
（任意回答・自由記述・箇条書きで構いません）

17
13%

はい
いいえ

109
87%

＜回答詳細＞
９）R

っと設置におけるITボランティアスタッフ ご支援について、ご感想・ご意見があれ

スタッフがPC好きな方な
分かった。一緒に指導を受けた方が、PC関連
が、「これ位わかるでしょ」という感じで質問しにくい印象 あった。
1度だけ、挨拶程度 接触だった で特になし

ご記載ください。

知識があまりない人であった

使用方法を丁寧に分かりやすく指導して頂き大変助かった。ありがとうございます。
なかなか積極的で助かりました。

特になし
設置時

支援されていない。本部側へ

支援が必要だった

で

。

最初にITボランティアスタッフから端末を受け取った。丁寧に説明してくれた
がん

で助かった。

っていただいたと思っています

特徴がある方が多かったように思います。
surface 配布にきていただいたとき 、ネットワーク 接続 お手伝いをしていただき、助かりました。
機械操作に疎 く不安 あったが、研修が開催され助かった。
普及に力を貸していただいた。
ボランティアスタッフ ご支援とRネット

設置と

関係が理解できていませんでした

よく手伝っていただいた。感謝です。
感謝している。
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１０）R ねっとを使用した感想

＜質問＞
今振り返ってみて、Ｒねっとはどうでしたか（感想）？（自由記述・箇条書きで構
いません）

＜回答詳細＞
回答者の半数（63 人,50%）が「導入されてよかった」等、好意的な感想を述べてお
り、R ねっとの導入が避難所等の現場で有効に利用されたことがうかがえる。一方改
善点に関するコメントとして、非常時に備えて、普段からシステムの準備、そして使
用方法ついて周知し研修を行うことの必要性を求めるものが多く、その点が今後の課
題となるだろう。
１０）今振り返ってみて、Ｒ

っと どうでしたか（感想）？

便利で あったが、まだ使用について 課題が残るシステムだと思われる。
タブレット端末 アプリなどでだれもが使いやすいようなも があれ いいと思う。
また、避難者 情報（名前、年齢等、家族構成、被災状 況）を入力し、様々な情報共有（例え
が違う場合 生 存情報 共有）ができれ 今後起こりうる災害にしようできると思う。
導入も途中からだったためか、すごく活用されていたように

正直感じなかった

せっかく

あったと思う。

システムだった

で、もう少し活用 できる可能性

、家族で被災した場所が違うため、避難所

普段から非常時に備えて、Ｒネットで行う連絡、報告等 内容等を予め決めておけ 、もっと効果的に運用 できると感じた。
特に各区によってバラバラに運用されている面もあった で、市全体で統一できること できるだけ統一して欲しいと思った。
どうしても細かい疑問、依頼等 携帯電話で連絡を行うことが多かったが、避難所が一斉に情報を共有できる 有益だった。
次に大規模災害が発生した場合、Ｒ

っとがなけれ

困る。

導入されて、実際操作となると、渡されたテキストだけで
一般財源を使用してまで
かと思います。）
使いにくい

、多く

職員が理解し、操作すると考えると難しいも

を感じる。

いらないかと思います。（国補助10/10でランニングコストなども安価なら 改善して今後も導入することもあり

一言

10ヶ月前 事について 感想を今さら聞かれても困る。しかし、大変助かった
事実であった。仮に避難所指定
れ 、震災初期 職員・市民 混乱・不安 適切な情報提供により払拭されたろうにと 感じる。
震災後

あ 状況に突然導入されたこともあり、十分に活用できていなかった

学校に常備してい

残念と思った。

有効であった。
情報が届くということ 安心感があってよかった。
避難所にいると情報が遮断されるためＲネット、電話が情報源になるため
ニュースとう ブロードバンド配信がみられるともっと多く 情報を避難所に伝えることができたと思う。
利便性が良かった反面、セキュリティ面で 課題があり、避難所と本部 支援物資 やりとりや個人情報以外（情報漏えいしても問題に
ならないレベル 情報） 情報共有 みで利用すれ 、心配なく利用でき、よかったと思います。
災害発生時に

大変有効であると思う

で、今後も有事に備えて整備してほしい。

各団体 ご協力 もと導入されたことについて大変感謝します。
しかし、改善する点 多々あるかと思います。情報共有や避難所状況、物資 管理など、今回 震災で経験した反省点やこ アンケー
トを活かしてよりよいシステムにしていただきたい。
また、次 災害時に 発災直後から使用できるよう、システム 管理体制や使用時 フロー 構築などをお願いします。
今回

地震等で道路寸断で簡単に移動できないとき、とても有効であった。

大変助かった

で、今後も広めていってほしい。
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もっと、早くあれ ！と今となって 思いますが、想定を超えた災害で、２週間？程度で準備していただいた で感謝です！
人数報告、物資、情報伝達、閉鎖・・・・すべてが電話だった で、電話対応に忙殺されていた が、なくなって体力的にも助かりました。
反省点 、区役所としてもせっかくあるＲネットを、もうちょっと効率的で有効な使い方ができた かな-と 思います。（課題ということで）
R

っとがあって良かったと思う。

情報

共用として、便利なシステムだった。

避難所にいると情報が遮断されるためＲネット、電話が情報源になるため
ニュースとう ブロードバンド配信がみられるともっと多く 情報を避難所に伝えることができたと思う。
利便性が良かった反面、セキュリティ面で 課題があり、避難所と本部 支援物資 やりとりや個人情報以外（情報漏えいしても問題に
ならないレベル 情報） 情報共有 みで利用すれ 、心配なく利用でき、よかったと思います。
災害発生時に

大変有効であると思う

で、今後も有事に備えて整備してほしい。

各団体 ご協力 もと導入されたことについて大変感謝します。
しかし、改善する点 多々あるかと思います。情報共有や避難所状況、物資 管理など、今回 震災で経験した反省点やこ アンケー
トを活かしてよりよいシステムにしていただきたい。
また、次 災害時に 発災直後から使用できるよう、システム 管理体制や使用時 フロー 構築などをお願いします。
今回

地震等で道路寸断で簡単に移動できないとき、とても有効であった。

大変助かった

で、今後も広めていってほしい。

もっと、早くあれ ！と今となって 思いますが、想定を超えた災害で、２週間？程度で準備していただいた で感謝です！
人数報告、物資、情報伝達、閉鎖・・・・すべてが電話だった で、電話対応に忙殺されていた が、なくなって体力的にも助かりました。
反省点 、区役所としてもせっかくあるＲネットを、もうちょっと効率的で有効な使い方ができた かな-と 思います。（課題ということで）
R

っとがあって良かったと思う。

情報

共用として、便利なシステムだった。

作成 目的 とてもよくわかる。パソコンをいちいち配置するわけにもいかない
きる。
しかし使用方法があまり理 解できない職員が多い点が課題と思う。
(使用マニュアル等、使用方法 周知 基本的に 図れていたと 思うが)

でタブレット端末になった

だろう、ということも理解で

時間がある時にまた学習したい
Ｃネットで

情報共有でよかったと思う。

先ほども記載したが、LINE

導入ができれ

まだ活用できたと思う

まあまあ使い勝手

よい

そもそもサーフェス

操作に慣れないと使いにくい。

と、混乱期にあれ

よかったと思う

使い勝手が悪い
あれ

使用したい

便利であった。 今後も緊急事態

時に必要と思う。（ネット環境が無い避難所もあるため）

とても役に立ったと思う。あえて改善点をあげると、より早期に導入でき、もうひとつ

システムと住み分けが明確であれ

より良かった。

弁当数量入力について、R っと 入力方法を真夜中に連絡してくる区役所担当者がいたが、あまりにかわいそうと思った。使っていても
C-net環 境と違い、入力状況や出力状況に手ごたえがなかった で、職員に限定された利用環境であれ 、C-netを拡張したほうがよ
かったと思う。C-net セキュリティ基準を平常時並に守ることと災害対応を円滑にし、災害状 況下で 職員負担を下げること、大事なも
何か検証してほしい。
最初、使用 方法にとまどいがあった
Wiｎ8以外 先々 使えると感じました。
日頃使っているWin7ならまだ、直感で使用できた。
日頃から利用（使用）が可能であれ

、全職員へ

周知がしてほしい。

システムとして 有益だったが、個人情報を掲載できないという縛りが不便だった。中央区で
他区で 使用できないままだったと聞いている。

個人情報も使用 できる状況になったが、

ない状態に比べ、格段に環境が改善されたが、使いこなしている人とだた ネット環境ができたとYoutube等見てる職員がおり、個々
職員 モラル 問題もあるが、利用にあたって 注意事項 示しておいた方がよかったかもしれない。
ポータブル端末だったことで、情報共有も図り安く良かったと思う。
また、避難所勤務者同士 引継ぎが、こ 端末でほぼ全てがが賄えた
良かった。
主に、避難者数と必要炊き出し数 入力を行っていたが、避難所によって 、物資 過不足があったため、早い段階から、そ
資 やり取りがＲネット上でできていれ なお良かったかなと思う。
今回について

中途で

導入だった

今回 避難所運営等でR
知したほうがよいと思う。

っと

で、末端で

十分な活用ができていなかったと感じた。

存在自体をを初めて知った職員が多数いることから、こんな便利なｼｽﾃﾑがあるならもっと全職員に周

あると便利だが、実際 避難所対応人員が少ない中で避難者対応に追われつつ 活用 厳しかった。避難所によって
いないところもあったような で、今後 避難所運営計画 に絡んだ活用方法 検討が必要だと思う。
総合的に判断すると、避難所で

ような物

ほぼ使用して

運営管理において有益であった。

どうといわれましても・・・
Ｒ っとを活用するよりも、電話等で担当課に直接尋 る事が多かった。パソコン操作等に疎い職員も多い。様々なサービスがネットで
行わるようになった
、若い職員にとって 有益かもしれないが、年配 職員やパソコン等 操作が苦手な職員に 、つかい難かっ
た で ないか？と思う。
使用方法にとまどい

あったも

、慣れれ

、避難所運営に対して有効なツールであると思う。

今回 ような使い方で もったいないと思いました。
今後避難所運営訓練などにも導入し、操作方法や活用手法を庁内職員に周知していかないとせっかく

機材が生かせないと思います。

特になし
本庁と電話でやりとりしたときより簡単に連絡できてよかった
あまり利用しなかった

で、有効性等

わからない。

特になし。
今後 防災ツールとして有用だと思う。
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もっと多く 活用ができたと思うが、区によって活用に温度差があることから、日頃から災害時
要がある。
早い時期で

端末配布、全職員へ

情報

面で

共有

周知が必要だと感じた。

必須だと感じた。

構成を含め、前研修が必要。

情報共有ツールとして周知、活用する必

た

で

ないか？と思う。

使用方法にとまどい

あったも

、慣れれ

、避難所運営に対して有効なツールであると思う。

今回 ような使い方で もったいないと思いました。
今後避難所運営訓練などにも導入し、操作方法や活用手法を庁内職員に周知していかないとせっかく

機材が生かせないと思います。

特になし
本庁と電話でやりとりしたときより簡単に連絡できてよかった
あまり利用しなかった

で、有効性等

わからない。

特になし。
今後 防災ツールとして有用だと思う。
もっと多く 活用ができたと思うが、区によって活用に温度差があることから、日頃から災害時
要がある。
早い時期で

端末配布、全職員へ

情報

面で

共有

周知が必要だと感じた。

必須だと感じた。

構成を含め、前研修が必要。
もともと、一時避難所(小学校)で使用すると聞いていなかった
運用を中心に、もっとブラッシュアップが必要と思う。
良いこと

情報共有ツールとして周知、活用する必

で困惑した。

方が多い印象である

私自信が、使用する目的が少なかった

で、何ともいえない。

情報を共有する上で有益であると思う。
モバイル端末として有効であると思う
日ごろから触っておかないと使いこなせるも
あまり有効な手段と
避難所で

、弁当

で

ないなと思う。

いえなかった。
注文以外Ｒ

っとを開く事がなかった

で、発信に必要な情報

もっと目に付くようにしていただけたら有り難い。

もっと使いやすいと良かった かと思います。
情報を入力したり、確認したり、即時性が低かった。
平時から使い慣れていれ
か。
あってよかったと

、より使いやすかったと思う。平時からもR

っと

ようなシステムを体験できる機会があれ

いい

で

ない

思う

使いづらい。
個人的なＳＮＳ ほうが役に立つ状態でした。
個人 も です で、判断に使用しただけです。
機器に対する一般常識を常日頃から一定程度持っていないと、今回 ような場合、うまく活用 できない で、常日頃から努力しておく必
要があると思いました。
そ 意味で 、公務で使用する端末に対する制限、特にフェイスブックすら特定 端末で みしか見れない状況など、改革すべき点が
多いとおもいました。
支援システム

一本化した方がいい、という

が教訓だった。

運営に有益だったと思う。
前述したように、運用 開始後まもなく避難所を離れた
利用

方法によって

、役立つツール

であまり触れる機会がなかったが、もっと活用してみたかった。

ひとつになると思う

導入されたころ 避難所 状 況も落ち着き始めたころだった で、もっと早い段階で導入されていたら活用
ます（他自治体や外部支援チームと 情報交換や情報共有 ために活用できれ よかったと思います）。
導入後に利用 者が使い方に慣れてくると、コンテンツ

仕方も変わった

かと思い

内容がよくなっていってどんどん充実していったと思います。

あまり使い込んでいないため、特に印象なし
意味不明
職員間

情報共有で役に立った。

日頃から使い慣れていないと人によって

操作が難しいと思った。

活用する部署に携わっていません
R っとについても色々な方が情報を安易に掲載したいようにという理由 で、課内でも一部 人しか知らせないようにと伝えられた。そ
ため、ど ようなも も知らないまま、避難所にてR っとにて操作したため、活用したと思う
支援物資についてでした。
情報共有ツールとして、もっと使える

で

と思った

使い方によって 、非常に有益であると思う。
操作画 面 簡素化（重要な情報へ アクセスと運営記録・物 資発注など 基本操作 みをピックアップして操作を分かりやすくし、そ
他 操作 煩雑 ままでもよい。）がされると更に使い勝手がよくなる で と感じた。
避難所にいると、外部から 情報 紙ベース みで、支援というより管理人という感じで、Rネットも弁当 注文や物品 把握程度 利
用 でした。
今後 、Rネットを想定した準備がなされていくと思う で、避難所にいても、行政情報もい含めてて、様々な情報や状況を把握でき、さら
に双方向にやりとりできれ 、支援 ため 有効なツール ひとつになると思います。
導入して助かった部分も大きかったが、改善して糒部分もあった。
ネットワークで

情報

通常時から活用 できれ

共有

大切だと感じた。使いにくい点等もあった

で、改善をしていって欲しい。

いいと思う。

浸透していない
便利なも だと思った。
地震 初期 段階で導入できたらもっとよかぅた

で

便利であった。災害時

変化がわかる入力画面があれ

データを入力でき、状況

と思った。
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良いと思われた。

あまり活用できなかった。
使用頻度が低かったこともあり、使い慣れなかった
Ｃネット環境がない避難所にとって 、とても有効だと感じる。端末自体 反応速度
大きい）操作に慣れるまでに時間もかからないと思われるため、有効だと思う。

どうしようもないが（ネットワーク環境

良し悪しが

用 でした。
今後 、Rネットを想定した準備がなされていくと思う で、避難所にいても、行政情報もい含めてて、様々な情報や状況を把握でき、さら
に双方向にやりとりできれ 、支援 ため 有効なツール ひとつになると思います。
導入して助かった部分も大きかったが、改善して糒部分もあった。
ネットワークで

情報

共有

通常時から活用 できれ

大切だと感じた。使いにくい点等もあった

で、改善をしていって欲しい。

いいと思う。

浸透していない
便利なも だと思った。
地震 初期 段階で導入できたらもっとよかぅた

で

便利であった。災害時

変化がわかる入力画面があれ

データを入力でき、状況

と思った。
良いと思われた。

あまり活用できなかった。
使用頻度が低かったこともあり、使い慣れなかった
Ｃネット環境がない避難所にとって 、とても有効だと感じる。端末自体 反応速度
大きい）操作に慣れるまでに時間もかからないと思われるため、有効だと思う。
今後、さらに改善すれ

どうしようもないが（ネットワーク環境

良し悪しが

、災害時に有効なツールとなり得ると思う。

引継ぎがうまくいかない前提で、いつでも、だれでもすぐ使える、実践的なマニュアルが必要。ログインパスワードすらわからなくなった。
地震直後から使えるとよかった
すこし

役にたったと回答している

災害が発生してから混乱する中で、割と早めに導入された
デスクトップ

パソコンなら使いやすい

避難所職員に
きると思った。

と思います。お疲れ様でした。

で

にと思った。

災害対策本部で刻々と決まっていくこと

情報が届かなかったり遅かったりすることがあったが、そ

ような点が解消で

役に立ったと思う。
なし
エクセルが使えたことで、避難所

人数等が把握でき、良かった。

良かった
情報共有に有益だったと思います。
使い方にもよるが、今回

ようで

効果

限定的であると思う

有効なツールであった。普段から手に触れることができるともっとスムーズに活用できた。
これと言って問題もなく大変良いと感じました。
もう少し情報が多けれ
ある程度

ルール

、なおよかった

もとで使用 しないと、宝

動作スピードが快適であれ
次に使うことがあった場合

よかった。
、分かりやすいと思います。

実際、弁当注文しか使った記憶しかない
利用

持ち腐れ感がある

で、よくわからないが、機能が充実することで、被災時に

役立つも

だと思う。

仕方が分からなかったため、なくてもどうにかなったように思う。

役に立ったと思います。
次

避難所対応

情報

共有化

人にも情報が分かって良かったと思います。
観点から非常に有益でした。

良かった
準備期間がなく、周知方法も難しかったなかで、よく配布できた。
使いこなすために 、簡易な使用 方法で、個人情報を気にせず、必要な職員全てが使えるようにする方法を考えることが必要。
文字入力について、キーボードがほしい。
日ごろから訓練が必要。
少なくともあってよかったと思うし、もっと使い勝手をよくすること

出来る

で

と思う。

使う側に抵抗無く使えるように、Ｃネットと同じ構成で使えるほうがよい。
使い方を知らない人が多く、使ってる人だけにとって資料集 ようなも であった。
取扱い

習熟と取扱いルールが確立普及すれ

利用しにくかった。普段

、相応

業務で使用していたらそう

効果が期待できる。

思わなかった。

便利であった
総じて使いづらかった。Cネットなど、一般的なシステムがよかった。
また、避難所対応が終わってかなり時間がかかっており、覚えていない点もあったため、こ
避難所へ

応援にたまに行く職員に

調査がもっと早くあってもらうと助かった。

操作が難しいと思う

避難所 支援回数 少なかった で、くまもとR っとが避難所運営で必要だったか
ただ、操作方法があまり理 解できませんでした。

、わかりません。

導入されてよかったです。
・Ｒネット 入力・保存に時間がかかるため、避難所 情報 記録だけなら普通 ノートＰＣ 方が使いやすいと思う。
・本部から 情報提供ツールとして 有益だと思う。ただ、配布する端末 1台に統一してほしい。
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