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資料１－１ 

 

 災害情報の収集《例》（総務局総合防災部ホームページの活用）         

  災害発生後に多くの都立学校は避難所や一時滞在施設、災害時帰宅支援ステーションとなる。そ

こでの役割の一つに情報の提供が挙げられている。 

 従来、災害発生直後からの情報の入手先はテレビ、ラジオが主であったが、新たな情報の入出先

として総務局総合防災部の「東京都防災ホームページ」を活用する。 

東京都防災ホームページでは災害発生時東京都災害対策本部に集められた各種情報から必要な情

報を選択した上、迅速な情報提供を行うために設けられている。また、このシステムはパソコン、

携帯電話による利用が可能である。そのため、災害発生直後からパソコンからだけでなく携帯電話

からもより確かな情報を入手することができる。東京都防災ホームページから得られた情報を避難

所、一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーションでの情報提供に活用することで、更なる情報提

供の強化を図ることができる。教育庁災害対策本部における携帯電話・固定電話等による情報提供

にも活用していく。 

 

総務局総合防災部「東京都防災ホームページ」のイメージ図 

 

    東京都災害対策本部 

   （総務局総合防災部） 

道路 火災 鉄道 橋梁・河川         東京都防災ホームページ 

震度情報 （ 発災時のページ ） 

 

                          （パソコン、携帯電話） 

 

             情 報 提 供 

 

防災機関 

区市町村 

 

                     都 民    避難所 災害時帰宅支援ステーション  

                            一時滞在施設 

   

「東京都防災ホームページ」により提供される情報（例） 

① 緊急ニュース       ⑤ 医療、救護情報 

② 火災情報         ⑥ 避難所情報 

③ 鉄道情報         ⑦ ライフライン情報 

④ 道路情報         ⑧ その他 

 

人的被害、建物被害、交通・道路 

被害状況を報告 

 




