


講演会情報 

【日時】 平成２８年１１月２４日（木） １３：３０～１６：３０ 
 
【会場】 ホテルマリターレ創世佐賀４階 グランデピアッツァ 
     （佐賀市神野東2-5-15） 
 
【講演会内容】 
 （１）基調講演Ⅰ １３：３０～１４：１０ 
   演題 「Yahoo！JAPANにおける災害情報の取り組みとｲﾝﾀｰﾈｯﾄにおける情報発信の課題」        
   講師 田中 真司 氏（ヤフー㈱ Yahoo！天気・災害サービスマネージャー） 
 （２）基調講演Ⅱ １４：２０～１５：００ 
   演題 「ＩＣＴ×防災×市民参加」        
   講師 牛島 清豪 氏（㈱ローカルメディアラボ 代表取締役） 
 （３）取組事例発表 １５：１０～１５：４０ 
   内容 「県内自治体・民家企業における災害時の 
           情報発信取組事例の発表」 
   発表 ソフトバンク㈱、㈱ケーブルワン、佐賀県消防防災課    
 （４）対談及び質疑応答 １５：５０～１６：３０ 
   田中氏及び牛島氏による対談、参加者からの質問への応答  
    
【参加者人数】 
  高情協会員８４名＋一般参加者５８名＝総計１４２名 
 
【アンケート回答数】 
  １００名分 （回収率 約６８％） 

田中 真司氏 

牛島 清豪氏 



アンケート用紙（表上半分） 



アンケート用紙（表下半分） 



アンケート用紙（裏） 
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（6%） 
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16名 

（16%） 4名 

（4%） 

27名 

（27%） 

7名 

（7%） 

企業（経営者） 企業（従業員） 

団体・NPO 大学・専門学校（教員） 

大学・専門学校（学生） 官公庁 

その他 

問１ 所属先 

アンケート集計結果 

会員からの参加が、前回の１０４名から今回
は８４名と減少したが、県・市町によるチラシ
開架や所管事業所への周知、メディア等で
の告知を行ったことで、一般参加者は５８名
と大変多くの参加を頂いた。 

［一般参加者（５８名）の内訳］ 
 ※男性４０名 女性１８名  
  県内消防本部 ６名 
  長寿社会課所管施設 １５名 
  障害福祉課所管施設 ８名 
  大学関係者 ５名 
  幼保・学校関係者 ５名 
  その他 １９名  

 「防災」がテーマであったことで、介護施設
や障害者支援施設、学校関係者等から多く
の参加をいただけた。 
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長い 

ちょうどよい 

短い 

無回答 

17名 

（17%） 

50名 

（50%） 
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（3%） 

3名 

（3%） 
5（高い） 

4

3

2

1（低い） 

無回答 

回答いただけた参加者のほとんど
は、 
「ちょうどよい」という回答を得られた。 

内容を３０分～４０分ずつに区切って
行ったことが、長く感じられなかった 
要因であると考えられる。 

問２① 講演時間 問２② 講演内容満足度 

６７％の参加者に高い評価（5または4）をいた
だけたが、「評価3または2」については、前回
１９％から３０％とやや増加した。 

その中の意見としては、「ハンドアウト資料が
欲しかった」「高齢者・障がい者等に焦点をお
いた話も聴きたかった」という声があった。 

アンケート集計結果 
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問３ 今日の講演を聴いて当てはまるものをお選びください。（複数回答可） 

６３名（６３％）の参加者が「防災関連アプリをインストールしたい」と回答。 
また、防災にはＳＮＳによる市民参加が重要であることを感じていただけたのか、 
「ＳＮＳを利用したい」「ＳＮＳの講習会に参加して勉強したい」と回答された方が 
目立った。 

アンケート集計結果 
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問４ 今後、どのようなテーマに興味がおありですか。（複数回答可） 

現在旬なトレンド「ＩｏＴ」の人気は根強い。 
今回の大きな特徴としては、「ビッグデータ」「オープンデータ」に対する関心が急増 

している点。これは、牛島氏の講演の中でも触れられたワードの影響も大きいと思
われる。また、「人材育成」が前回より倍増しているが、経営者に限らず、ＮＰＯ・団
体、学校関係者など幅広く回答されている。 

アンケート集計結果 

←前回９ 

↑前回１５ 

←前回１０ 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

企業 
（経営者） 

●アプリを使用しながら進めてほしい。ほとんどもっている。 
●基調講演が２つとも良かった。 
●タイムリーな内容であり、講師の話も分かりやすかった。 

企業 
（従業員） 

●講演内容が、防災上の立場目線がバラバラの為、理解しづらいと感じた。
（災害現場にいる者の目線、情報配信する側の目線、国・自治体側の目
線など） 

●貴重な機会を頂き、有難うございました。タイムリーなテーマで多々参考
にさせて頂きます。 
●課題を盛り込んだ講演であり、今後の対応への前向きな姿勢を感じた。 
●的確で分かりやすい講演内容であった。 

●ＪＭＡＰ、クライシスマッピングなど、とても興味深いお話を聞かせていただ
きました。ありがとうございます。 
●佐賀県内の企業でも、結構色々されている事が解ってよかった。 
●SNS活用の問題点がよく理解できた。スマートフォンの普及で、情報提供 

源も増えてきたため、信頼ある情報源なのかも分からなくなってきている。
ＳＮＳも万人が使っているわけではないので、他のメディアも合わせ、使い
分けが必要になっているように思いました。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

企業 
（従業員） 

●分かりやすい説明だった。ネット情報に頼りすぎているところがあるので、
話を聞けて良かったです。 

●地域における災害情報のＩＣＴ利活用が理解できた。 
●事例発表が短かった。 

●ＩＣＴ×市民＝防災・減災 の可能性を感じた。行政のシステムとの連携な
どについても今後の取組として紹介いただけると良かった。 
●障碍者向け対応はすすんでいるか？ 
●貴重な内容ありがとうございました。 
●現在の情報化社会にマッチした有意義な内容だった。 
●知識の再認識が出来て良かった。 

●今後の拡大のためにと、本日の内容・詳細を高情協サイトにアップしてい
ただきたい。もっと情報・仕様も公表していただき、多くの人が利用できる
しくみを作っていただきたい。 

●ちょっと難しい。 
●今後の取組を考える良いきっかけになった。 

●分かりやすい内容だった。防災ネットワーク的な構築を始めたい（県レベ
ルで） ユーストで中継したらどうでしょう。せっかく中身の濃い講演会な
ので。遠方の会員さんにも見てもらえますし。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

企業 
（従業員） 

●具体的な事例が豊富であった。キチンとした言葉で説明していただいたの
が良かったです。 

●防災・減災に対するそれぞれの取組が参考となった。 

●取組事例発表はもう少しゆっくり説明していただきたかった。防災関連の
アプリ、企業から発信されるサイトなど、改めて探して緊急時に利用でき
るようにしたい。発信されていることを知らないことも多いし、情報も多い。
大変興味深く有意義な講演でした。講演と講演の間にも少しの休憩（席を
立つなど体を動かすことができるくらい）があればいいなと思いました。 

●ＩＴと災害について、多様な活用法があるという学びがあった。 

団体・ 
ＮＰＯ 

●ＰＣ・スマホに的を絞った内容だった。全年齢に対応したモノがあればと期
待しています。対談がとても面白かった。色々と話が聞けて良かった。佐
賀県の中でも光回線が来ていない地域に早く光回線を。ＬＴＥの電波も入
りにくいので、インフラ整備をしてほしい。ハードの整備が出来ているのか
もしれないが、利用する側の教育は全く不十分。 
●テーマがタイムリー 
●先進機器を用いた今後の可能性が見えた。 

●熊本地震のリアルな体験が発生しており、もっと事例・実践的に活かせる
内容がほしかった。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

団体・ 
ＮＰＯ 

●分かりやすかった。 

●防災アプリはインストールしていたが、入ってきた情報を見るだけで、活用
はしていなかった。今後は、意識を変えて見ていきたい。クライシスマッピ
ングを少し調べたくなりました。 

●講演の進行がやや早い。 

●難しいテーマだと思ったが、分かりやすく身近に感じられる事が多く、興味
がわいた。とても素晴らしい講演でした。有難うございました。出席をため
らったけど、それを打ち消すほどの有意義な講演でした。とても勉強にな
り、良かったです。お世話になりました。有難うございました。 

●基調講演のテーマと各企業団体の事例報告の内容に関連性が明確で理
解しやすかった。 

大学・ 
専門学校 
（教員） 

●分かりやすい。しかし、課題解決案の提示がない。このような有意義な講
演会のじょうほうが限られた所、人にしか伝わっていないのが残念です。
本日の参加は、専門職、関心のある人達であり、講演内容を確認するだ
けでよいような会員間向けの講演でした。まだ、知らない、分からない一
般の人々にアナウンスして頂きたい講演会ですので、ハイテク分野の
方々がローテクの人達に伝達する方法も考えて頂きたいものです。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

大学・ 
専門学校 
（教員） 

●いろいろと興味深い話を伺うことができた。 

●その都度質疑応答があった方が良い。具体的な事例も交えてほしかった。
（事例紹介を分けなくてよい） 

官公庁 ●興味深い話でしたが、官公庁のシステムに取り入れられそうなものは限ら
れていました。（導入済のシステム有のため）参考になりました。 

●ありがとうございました。 
●HP・広報担当をしているが、災害時の情報発信は平常時とは異なり、必

要な情報を迅速に正確に広く伝えることが大切であるが、実際に災害が
あった直後の検索ワードからヒントが得られたことが良かった。 
●使い方次第で便利になるものだとわかった。 
●最新（熊本地震）の情報が得られて良かった。SNSの有用性・課題ともに
再認識した。 

●いろんな組織の取組が聞けて良かった。対談形式で面白かった。進行が
上手だった。 
●具体的な事例が多く、またメリット・デメリットが分かりやすかった。 

●講演に関する資料があれば良い。理解を深めるためにも録音できれば有
難い。 

●資料の配布があれば、持ち帰って情報の共有ができる。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

官公庁 ●いつ災害が起こるか分からないが、万が一起こった際の情報共有・情報
発信の方法、注意点等を知ることができた。 

●情報弱者に対しての対策が見えない。モバイルを持っていることが前提な
ので、持たない人をどのようにフォローするか考えていただきたい。 

●防災意識が高まってきている中で、市民参加型にすることはとてもいいこ
とだと感じたが、デメリットもあるため、ある程度の決まりごとを決めなけ
れば、うまく機能していかないようになると思った。しかし、試みていく必要
はあるので、みんなでより良いものを作り上げていければと思う。 

●防災に関することについてのみではなかったため、大満足ではなかった。
（今後の可能性について理解でき、良かった） 

●前半の講演内容が少し抽象的すぎて、分かりにくかった。防災と離れてい
た。 

●話の展開が早い。パワーポイントのレジュメがほしい。 
●内容が思った以上に有意義だった。 
●具体的な事例を交えた説明もあり、理解しやすかった。 

●対談も面白かった。牛島さんの進行・説明がスマートで分かりやすく、田
中さんのコメントも興味深かった。 

●講演者の数が多いため、個別にもう少し詳しく説明等がほしかった。 

アンケート集計結果 



問５ その他、ご意見やご感想がございましたらご記入ください。 

所属先 ご意見やご感想 

官公庁 ●ためになる内容であった。（一部理解できない内容もあったが、これは自
身の知識不足である） 講演される内容は、ペーパーでも配布いただきた
い。 

●講演の内容に対して、講演時間が短かったためか、お二人ともやや早口
で頭で理解することやメモすることが大変だった。 

その他 ●とても分かりやすかった。 
●タイムリーな演題であった。 

●質問に的確に答えてもらえた。もう少し事例を紹介してほしかった。自治
体の温度差をなくせるように行動したい。また参加したい！ 

アンケート集計結果 


