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趣旨・目的

• 公共情報コモンズの円滑な運用のためには、災害時を想定して、
一連の情報の入力、改訂等を行う訓練の継続的実施が不可欠

– 担当者の人事異動等への対応

– 情報発信者側と情報伝達者側の顔の見える関係の構築

• 公共情報コモンズへの各府県の参加拡大に伴い、府県域を越
えた利用に関する運用の確認や課題の抽出をすることが必要

– 広域放送局や全国的なポータルサイト等での利用

– 情報発信者側での他の府県の情報の共有、運用の参照

• 全国的な取組を行うことで、各自治体、メディア等へのアピール
や試行的な取組なども可能であり、参加の拡大等につなげる。

– 広域的な運用状況のデモ等

– メディアからの住民向けの情報発信を確認することで、既参加者
の円滑な情報入力等も促進
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 表１ 公共情報コモンズ合同訓練 府県別訓練概要（1/２） 2013.6.12 

 宮城県 福島県 静岡県 大阪府 

運用状況 6/12 運用開始予定 運用中 運用中 運用中 

参加市町村 全市町対象 

 

45 市町村の参加を予定 

（不参加：桑折町、国見町、川俣町、大玉村、矢吹

町、鮫川村、柳津町、双葉町、広野町、楢葉町、富

岡町、大熊町、葛尾村、飯舘村） 

全市町対象 

 

 

実施時間 9：３0～12:00、13:30～16:00 9：３0～12:00 9：３0～11:00 10:00～15:00 

発信情報モード 訓練 訓練 訓練 訓練 

発信する情報 避難勧告・指示情報， 

避難所情報 

被害情報， 

イベント情報 

避難勧告・指示情報 (市町村), 

避難所情報(市町村) 

災害対策本部設置(県) 

避難勧告・指示情報，(市町) 

避難所情報(市町)  

被害情報(県) 

災害対策本部設置 

避難勧告・指示情報， 

避難所情報 

参加メディア 

★： 合同訓練臨時閲覧者 

 

ＮＨＫ仙台放送局（TVCML） ＮＨＫ福島放送局 

福島中央テレビ 

テレビユー福島 

ラジオ福島 

ＦＭ会津 

喜多方シティＦＭ 

福島テレビ★ 

福島放送★ 

エフエム福島★ 

いわき市民コミュニティ放送★ 

福島コミュニティ放送 （FM-POCO）★ 

NHK静岡放送局（TVCML） 

静岡放送(SOAP)  

 

NHK 大阪放送局 

毎日放送（ビューワ） 

テレビ大阪（ビューワ） 

産経新聞★ 

エフエムひらかた★ 

FM802★ 

関西テレビ（ビューワ） 

ジュピターテレコム-関西（ビューワ） 

住民等への訓練情報の発出 なし なし あり 

静岡放送(SBS)のデータ放送 

なし 

情報の確認方法  NHK 仙台放送局 

 

 ＮＨＫ福島放送局 

局内の検証系モニター 

 その他のメディア 

コモンズビューアにより確認する。 

 NHK 静岡放送局 

局内検証系モニター 

 静岡放送 

データ放送 

 NHK 大阪放送局 

局内の検証系モニター 

 その他の放送事業者 

コモンズビューワ 

地域での報道発表、デモ     

中止基準   (1) 東海地震に関連する情報(定例の調査情報を除

く)が発表された場合 

(2)  静岡県に津波警報・注意報が発表された場合 

(3)  県内で震度４以上の地震が発生した場合 

(4)  県内に気象警報(大雨・洪水・暴風・波浪・高潮)

が発表された場合 

(5)  伊豆東部火山群の地震・火山活動に異常が認

められる場合 

(6)  富士山の火山活動に異常が認められる場合 

(7)  その他、中止することが必要であると判断される

事象が生じた場合 
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表２ 公共情報コモンズ合同訓練 府県別訓練概要（２/２） 

 兵庫県 広島県 愛媛県（準備中・試験中） 徳島県（準備中・試験中） 

運用状況 運用中 運用中 準備中・試験中 準備中・試験中 

参加予定市町村 全市町対象 全市町対象 全市町の見込み 松茂町、北島町、藍住町 

実施時間 9:30～12:00、13:30～16:00 

市町を午前と部と午後の部の２グループに分けて実施 

9：00～16：30 9：00～15：00 10：00～1１：３0 

公共情報コモンズ運用モード 訓練 テスト 訓練 訓練 

発信する情報 避難勧告・指示情報， 

避難所情報、 

イベント情報（コモンズエディタで入力） 

災害対策本部設置 

避難勧告・指示情報， 

被害情報 

避難勧告・指示情報 

避難所情報 

災害対策本部設置 

避難勧告・指示情報， 

避難所情報 

参加メディア 

★： 合同訓練臨時閲覧者 

 

NHK 神戸（TVCML） 

サンテレビ（TVCML） 

BANBAN ネットワークス（TVCML） 

ＮＨＫ広島放送局、（TVCML） 

中国新聞社(SOAP) 

広島ＦＭ放送（コモンズビューワ） 

NHK 松山放送局 

南海放送 

テレビ愛媛 

愛媛朝日テレビ 

エフエム愛媛 

ハートネットワーク 

宇和島ケーブルテレビ 

今治コミュニティ放送★ 

ＮＨＫ徳島放送局 

四国放送★ 

テレビトクシマ 

国府町 CATV★ 

キューテレビ★ 

テレビ鳴門★ 

住民等への訓練情報の発出 あり あり 

ＮＨＫ広島放送のデータ放送 

なし  

情報の確認方法  ＮＨＫ神戸放送局 

データ放送 

 サンテレビジョン 

データ放送 

 BANBAN ネットワークス 

告知チャネル 

 ＮＨＫ広島放送局 

データ放送 

 中国新聞社 

連携システム 

 広島 FM 放送 

コモンズビューワ 

 NHK 松山放送局 

データ放送検証環境でのコンテンツ動作確認 

 その他の放送事業者 

コモンズビューワ 

 NHK 徳島放送局 

コモンズビューワと TVCML 受信システム 

 その他の放送事業者 

コモンズビューワ 

地域での報道発表、デモ     

中止基準    次に示す事項に該当する場合は、徳島県危機管

理部南海地震防災課長が、当日午前９時までに中止

を決定し、電子メール及び電話で周知徹底を図る。 

（１） 徳島県内に気象警報（大雨、洪水、暴風警報）が

発表された場合 

（２） 徳島県内で震度４以上の地震が発生した場合 

（３） 徳島県に津波注意報若しくは津波警報が発令さ

れた場合 

（４） 徳島県に台風の接近又は上陸により被害発生の

恐れがある場合 

（５） その他、訓練が実施できない事態が生じた場合 

 ・不測の事態が発生した場合は協議して判断す

る。 
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公共情報コモンズ合同訓練 臨時参加団体 

 

群馬県 

京都府 

鳥取県 

千葉県 

千葉市 

常総市 

 

(株)福島放送 

福島テレビ(株) 

群馬テレビ(株) 

(株)とちぎテレビ 

(株)テレビ神奈川 

四国放送(株) 

(株)ひのき(キューテレビ) 

(株)テレビ鳴門 

ケーブルテレビ徳島(株) 

国府町農事放送農業協同組合（国府町 CATV） 

(株)エフエム福島 

(株)エフエムひらかた 

FM COCOLO（FM802） 

今治コミュニティ放送(株) 

(株)いわき市民コミュニティ放送 

福島コミュニティ放送(株) 

 

(株)産業経済新聞社 

 

(株) 共同通信デジタル 

 

(株)ウエザーニューズ 

 

ジャパンケーブルキャスト(株) 

 

国立大学法人山梨大学 
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