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業種：
自治体
業種詳細： 熊本都市圏と阿蘇カルデラ
の 間 に 位 置 す る 自 治 体。
2016年4月 に 発 生 し た 熊
本地震では甚大な被害を受
けた。
（2017 年6月現
世帯数： 2,558 世帯
在）
導入クラウド
Sales Cloud Salesforce Platform
活用用途
災害関連業務の迅速化、情報管理の正
確性向上、情報共有の促進

熊本地震の罹災証明書発行を短期間で完了
Salesforceで行政サービスの品質を向上
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罹災証明書申請受付システムをわ

め罹災証明書を短期間で発行する

Cloudで構築

ずか一晩で構築

画像管理をbox･位置情報との連携

現地調査と判定の迅速性と正確性

必要があった
災害発生後の混乱の中で、新制度

をUPWARD・デ ー タ 入 力 形 式 を

が向上し、2016年9月には調査を

にも対応しつつ正確な住民情報を

ほぼ完了

れた

Sales Cloudで連携させ取り込む
正確な情報を記録管理、OPPRO
ARTSを活用した帳票印刷を実現

初めて利用する職員、県内外から

必要項目の入力基準の統一・簡素

の被災地支援要員がミスなく簡単

化・モバイルからのアクセスを実

に使えることも必須条件だった

現

取得し記録していくことが求めら

災害対応関連の20を超える業務へ
展開し住民サービスも向上

導入クラウド

Sales Cloud
Salesforce Platform

“採用を決めた最大のポイントは、即座に利用開始可能なことです。Salesforceは
開発に時間がかからず、すぐに使い始められるという話を聞き、
『 これはいける
ぞ！』と感じました”
吉井 誠氏
西原村役場 災害復興推進室 係長

地震発生から
約5か月で完了

わずか一晩

罹災証明書申請受付システムの
構築期間

従来の方法では困難だった
罹災証明書の迅速な発行
熊本市から東へ約20km、熊本都市
圏と阿蘇カルデラの間に位置する、熊
本県阿蘇郡西原村。村の中央部には布

地域では、広いエリアが1つの地番で
表記されていることが多く、土地勘が
なければ建物の位置を正確に見つけ出
すことも困難です。そのため罹災証明
書の申請受付から発行までに、かなり
の時間がかかってしまうのです」。

月に発生した熊本地震では震度7を観

即座に利用開始できる
Salesforceを採用し
罹災申請受付システムを一晩で構築

約2,300棟の住宅のうち、6割以上が
全半壊したのである。

このような問題を解決するため、吉

このような災害被害からの早期復興

井氏は当初、自分で新たなシステムを

を実現する上で、重要な役割を果すの

構築しようと考えていたという。iPad

が「罹災証明書」
だ。
これは各自治体
（市

等のタブレットを使って現地調査を行

区町村）
が、
住民の申請によって家屋の

えば建物の位置把握や写真撮影等が容

被害状況を調査し、その状況に応じて

易になる。しかしここで重要なのが、申

「全壊」
「大規模半壊」
「半壊」
「一部損壊」

請受付や建物調査で集まった膨大な情

等を認定・証明するものである。
住民は

報をどのようにして管理するかだ。こ

この証明書によって、固定資産税や国

れらを使いやすい形で集中管理しなけ

民健康保険料の一時減免・猶予や、
被災

れば、大量データの突き合わせに時間

者生活再建支援金や義援金の支給、仮

がかかり、結局は迅速な罹災証明書の

設住宅や公営住宅への優先的な入居、

発行にはつながらない。また職員だけ

災害復興住宅融資等の公的支援を受け

ではなくボランティアも含め、多くの

ることができる。

人が簡単に操作できることも求められ

「住民の皆さまに安心していただく

調査・判定ミスによる
誤った建物の解体

2次調査も含めた全世帯の調査

田川断層帯が走っており、2016年4
測、極めて大きな被害を受けた。
村内の

ゼロ

吉井 誠氏
西原村役場 災害復興推進室 係長
“Salesforceを活用することで、仕事の進
め方は大きく変化します。この便利さ
を、ぜひ多くの人に知ってほしいと思い
ます”

た。

ためには、できるだけ早く罹災証明書

このような中、熊本県を拠点にITを

を発行する必要があります」と語るの

活用したイノベーションを推進するシ

は、西原村役場 震災復興推進室で係長

ステムフォレストと、セールスフォー

を務める吉井 誠氏。しかし従来の方法

ス・ドットコムが西原村役場を訪問。

では、これを実現するのは簡単ではな

Salesforceによる災害関連業務支援シ

かったと振り返る。
「家屋の被害状況は

ステムを提案する。西原村はその日の

建物単位で調査する必要があります

うちに導入を決意。その翌日には罹災

が、罹災証明書は世帯単位で発行する

申請受付機能の構築に着手するのであ

必要があります。しかし建物の情報は

る。

固定資産台帳、世帯情報は住民基本台

「採用を決めた最大のポイントは、即

帳や郵送物の宛名台帳で管理されてお

座に利用開始可能なことです」と吉井

り、これらを人の手で突き合わせなけ

氏。Salesforceは開発に時間がかから

ればなりません。また西原村のような

ず、すぐに使い始められるという話を

松野 雄一郎氏
株式会社システムフォレスト
クラウドインテグレーショングループ
リーダー コンサルタント
“Salesforceならご依頼いただいた機能
をすぐに開発でき、実際の運用に合わな
ければその場で改修できます。熊本地震
発生後は災害関連の新制度への対応も必
要になりましたが、これも短期間で実現
しています”

西原村が Salesforce で構築した、災害関連業務システムのデータフロー
世帯情報と固定資産（建物）情報をSalesforceで一元管理する一方で、申込書等のスキャンデータや現地写真等はboxに格納し、世帯情
報と紐付けられている。
また建物の位置情報管理にはUPWARD、帳票印刷にはOPPRO ARTSが利用されている。
なお、インフラ面では、iPadはソフトバンク、スキャン用複合機をリコーが提供、パソコン30台をレノボが寄贈した。九電工とQTNet
における回線復旧工事および、KDDIが貸与したポケットWiﬁなど、複数企業の協力で構築された。

Salesforce を活用して業務アプリケーションを実装

証明書発行状況

西原村罹災申請各種アプリケーション

聞き「これはいけるぞ！」
と感じたとい
う。またセールスフォース・ドットコム
とシステムフォレストのレスポンスの
速さも高く評価された。
「要望を伝えた
翌日には、提案に要望以上の内容が盛
り 込 ま れ て お り、使 い 方 も 簡 単 で し
た」。
罹災申請受付機能の構築は、セール
スフォース・ドットコムが現地支援し、
運用方法のリハーサルを含めても、本
番運用までに要した期間はわずか4日
間だった。地震発生から約半月後の5
月1日には、このシステムによる罹災
証明書受付が開始されているのであ
る。

その後も災害関連業務の機能を逐次追加
20を超える機能の実装で
業務基盤を一元化
その後も、災害関連業務で利用する
機能が逐次追加されていく。
「改修は毎
日のように行われています。災害への
対応では、次に何が起きるのかわから
ないため、走りながら考え、必要な機能
を次々に実装していく必要があるから
です。Salesforceならこのような機能
追加や変更も柔軟に行えます」
（ 吉井
氏）
。
西原村の要望への対応はシステムフ
ォレストが実施。同社の担当者が週2
～ 3日の割合で西原村役場でオンサイ

調査状況可視化地図

トサポートを行い、開発作業や問い合
わせ対応等を行っている。
「Salesforce
ならご依頼いただいた機能をすぐに開
発できます」というのは、システムフォ
レスト コンサルタントの松野 雄一郎
氏。Salesforceで管理されているデー
タを元にフローを作成するだけで、新
たな業務を構築できると説明する。
「構
築したものが実際の運用に合わなけれ
ば、その場で改修できます。熊本地震発
生後は、災害関連の新制度への対応も
必要になりましたが、これも短期間で
実現しています」。
世帯情報は住民基本台帳システム、
固定資産（建物）の情報は固定資産管理

システムや地図システム等から

その結果、調査内容の正確性も向上

Salesforceに取り込み、これらを元に

した。
「罹災証明書の内容に不満がある

住民だけでなく報道や遠隔地とつながる
被災地支援の新たなアプローチを開拓

業務フローが構築されている。また各

場合には、住民の申請に基づき2次調

また、Salesforceを核とした情報共

種申込書や発行した証明書はスキャン

査を行う必要がありますが、西原村で

有を、住民や報道機関等に拡大してい

してPDF化し、box上のファイルとし

はこれがあまり発生しませんでした。

くことも検討されている。その取り組

て管理。現地調査で撮影された写真も

また誤った建物を解体してしまうとい

みの一環として、2017年5月に実施

boxに格納されている。さらに建物の

うミスもゼロでした」
（吉井氏）。

された防災訓練では、消防団にiPadを

位 置 情 報 等 はUPWARDで 管 理。こ れ

2016年9月には2次調査も含めた全

配布し、消防団が撮影した被害状況を

らの情報がすべてSalesforce上の世帯

世帯の調査をほぼ終えることができ、

Salesforceに取り込むという運用を試

情報と紐付けされている。

罹災証明書の発行も完了。
「おそらく県

験的に開始。その情報を報道機関に提

2017年6月の時点で、実装された機

内でもっとも早かったはずです」と吉

供するという試みも行っている。これ

能の数は20を超える。罹災申請受付や

井氏は語る。2017年8月には、罹災家

によって災害時の情報収集を迅速化す

証明書発行はもちろんのこと、建物確

屋の解体もほぼ完了
（他の自治体では

ると共に、報道機関から個別に取材を

地図検索、
固定資産、
認、2次調査申請、

6割程度）。2017年9月には、解体で発

受けることで発生する対応負担を軽減

仮設申請等、災害関連のあらゆる業務

生する廃棄物の処理広場も閉鎖する予

できると期待されている。将来は住民

が一元化されているのだ。またダッシ

定だ。

が提供する情報や、報道機関がヘリコ
プターで撮影した映像なども、取り込

ュボードによって、罹災申請受付や建
物調査状況の見える化も実現されてい

西原村ではこのような効果を高く評
価しており、通常業務でもSalesforce

る。
現地調査と罹災判定をより正確かつ
迅速に実施。
通常業務でも活用し
住民サービスの質を向上
「このシステムを構築したことで、
災
害関連業務の負担は大幅に軽減されま
した」と吉井氏。
たとえば家屋の被害状
況の現地次調査を行う場合、従来であ
れば申請者の情報を住民基本台帳、建
物の情報を固定資産台帳で調べてから
現地に行き、調査後は現場で撮影した
写真を徹夜で整理しなければならなか
った。しかし現在では必要な情報をす
べてSalesforceで即座に確認、iPadで
撮影された写真も位置情報と共に自動
的に世帯情報に紐づけされた状態で保
存される。そのため現地調査に要する
時間が大幅に短縮され、調査内容にも
とづく判定基準の統一性も確保しやす
くなった。

を活用。
住民健康管理や住民検診管理、

んでいくことが視野に入っているとい
う。
また地域を超えた情報共有を行うこ

母子手帳管理、DV支援措置通知等の

とで、被災地支援のあり方も変わるだ

行政サービスにまつわる業務アプリケ

ろうと吉井氏は指摘する。現状では被

ーションを次々と実装している。従来

災地に行って支援を行うのが一般的だ

はよくあるスプレッドシート管理によ

が、宿泊場所の確保や作業指示等、受け

って、
そのスプレッドシートの共有・更

入れ側の負担も大きい。しかし被災地

新・再入力など人的ミスや組織内にお

の写真やデータを共有できれば、建物

ける膨大な情報検索時間に手間をとら

の罹災判定等を遠隔地からでも行え

れ、サービス提供品質が安定しづらか

る。これなら被災地の負担を増やすこ

った。しかし、Salesforceでデータを

となく、復興に必要な労力を確保しや

一元的に集約・共有し、新たな情報はそ

すくなるはずだ。

こへ入力するという規則を強制したこ

「Salesforceを活用することで、仕事

とにより、職員間の情報共有が正確に

の進め方は大きく変化します」と吉井

大幅に促進され、業務効率をあげる１

氏。この便利さを、ぜひ多くの人に知っ

つの要因となった。その結果、窓口で住

てほしいという。
「熊本地震への対応で

民を待たせることも少なくなり、行政

は、東日本大震災の被災自治体をはじ

サービスの質も向上している。

め、数多くの皆さまから支援をいただ

「Salesforceなら、基本的にどのよう

きました。今後は私達の経験をお伝え

な業務にも対応できます。今後はあら

することで、恩返ししたいと考えてい

ゆる業務で活用していきたいと考えて

ます」。

います」
（吉井氏）。
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