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高知県民がいざという時に役立つ

スマートフォン防災アプリ

高知大学防災すけっと隊
地域「情報防災」プロジェクト



高知県では「南海トラフ地震」により甚大な被害が想定されて
いる。昭和南海地震（1946年）当時は、地震や津波、避難に関
する情報が発表され伝えられることはなかったが、現在では緊
急地震速報や津波警報、また、台風や大雨に関する情報や避
難情報等、命を守る・つなぐための情報が即座に発表され、テ
レビ、ラジオ、スマートフォン（以下「スマホ」という）等で伝えられ
るようになっている。

近年、スマホの保有率が格段に増加したことにより、様々な情
報が誰もが、いつでも、 直ちに入手することができるようになっ
ている。こうした情報を活用して適切な行動をとることにより、多
くの人が災害から命を守る・つなぐことができると考えられる。

このため、今回、高知県民がいざという時に役立つと思われる
スマートフォン防災アプリを取りまとめた。

2021年９月９日

はじめに



テレビやラジオ等色々な情報入手手段があるが

スマートフォン保有率は９割超

NTTドコモ モバイル社会研究所 2021年1月
スマートフォン・ケータイ所有に関する動向調査

ケータイ・スマートフォン所有者のうちのスマートフォン比率[調査対象：全国・15～79歳男女]

92.8%
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アプリ選定方法

１．災害ステージにおいて役立つアプリ
（無料）の洗い出し

２ ．メンバー使用による評価
使いやすさ、機能・内容、想定される災害への適応、
高知県の環境や生活への適応

３ ．各災害ステージはもとより平常時にも
活用できるアプリを選定



私達が選んだ
高知県民がいざという時に役立つ

スマホ防災アプリ



Yahoo！防災速報

My SOS

radikoYahoo!天気高知防災アプリ

高知県防災情報
総合アプリ

緊急防災情報
プッシュ通知

一次救命、AED、
急病対処

天気予報
雨雲レーダー

ラジオ

グーグルマップ

地図情報

総合防災 災害ニュース

地図 救命・救急

リアルタイム防災情報

NHKニュース・防災

最新ニュース
災害情報

知識

全国避難所ガイド

避難所検索
道順案内 防災知識

東京防災トイレ情報共有
マップくん

避難・避難場所

トイレ情報



文字、音声、地図
コミュニケーション

こえとら Safety tips

外国人向け
防災情報

高知市
津波SOSアプリ

津波避難
救出アプリ

コミュニケーション
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無料通話・
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安否確認

参考

設定直接配信

緊急速報メール
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緊急地震速報
津波警報

市町村
防災メール

登録
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通信各社
安否確認アプリ

地域



利用にあたって留意事項
■選定したアプリは私達等が実際に使い、いざという時に

役立つと思われるアプリです
■自分にとって便利だと思うアプリをインストールすること

をお勧めします

■アプリはインストールするだけではなく、使い方を覚
えて日頃から利用することが何より大切です

■自分だけではなく家族や友人等とも共有することで一層
役に立ちます

■選定した以外にも色々な防災アプリがあります
■アプリは電源を多く使うため、モバイルバッテリーやアダ

プター、ケーブル等を常備しておくことが大切です
■スマホ以外にも情報を入手手段（携帯用ラジオ等）も用

意しておくことが大切です



高知県民がいざという時に役立つ

スマホ防災アプリの解説

赤文字 概要
茶文字 ポイント



命を守る

総合防災アプリ（必携）
【主な機能】

高知県の総合防災アプリ
・防災情報をプッシュ通知
・雨量情報や河川、道路のカメラ等の表示
・防災マップの表示

（避難所や避難場所、ハザードマップ）
・グループ登録、安否確認
・防災学習・防災クイズ
・対象に応じたモードの切替え

（一般モード、ジュニアモード、シニアモード）

高知県防災アプリ



【主な機能】

緊急防災情報を直接通知
・緊急地震速報や津波警報、気象警報、避難情

報等を直接通知（現在地と3地点設定可）
・その他直接通知可能な情報
震度3以上、大雨危険度、豪雨予報、土砂災害、河川洪
水、熱中症情報、火山情報、自治体緊急情報等

【災害危険度マップ（キキクル）】
【その他】

・災害関連、感染症に関するニュース
・過去の災害カレンダー
・災害種類別避難所
・ハザードマップ（市町村等リンク）
・緊急連絡先（安否確認：NTTグループ、携帯各社提供サービス）

・備蓄品リスト、防災知識、困った時コンテンツ

Yahoo！防災速報

命を守る

リアルタイム防災情報



命を守る

リアルタイム防災情報
【主な機能】

雨雲や台風の接近がわかる
・天気予報、時間ごとの天気予報（5地点設定可）
・週間天気予報（6日間、15日間）
・近隣アメダスの観測値（気温、風、降水量、日照）

・雨雲レーダー
・台風の動き

【直接通知】
台風、雨雲接近、大雨危険度、気象警報、気温差等

【地域ニュース】
【その他】

・天気図、気象衛星、アメダス
・熱中症情報、大雨警戒レベルマップ、地震、台風、

河川水位、津波、火山、注意報・警報
・運行情報、道路渋滞情報

Yahoo！天気



【主な機能】

気象・災害ニュースが即座に分かる
・最新ニュースや災害情報がすぐに分かる
・現在地や登録地点の緊急情報を直接通知
気象警報、土砂災害警戒情報、記録的短時間大
雨情報、河川情報、避難情報等

・天気予報、アメダス、ハザードマップ、防災情
報、危険度マップ、地震情報

・地図で最新の防災情報表示
・気象解説を動画配信
・ライブ映像の配信

命を守る

災害ニュース

NHKニュース
防災



【主な機能】

停電時にも情報が聞けるラジオアプリ
・スマホやパソコンで無料でラジオが聴ける
・現在地で放送しているラジオ番組が聴ける

（高知放送、FM高知等）
・災害が起きた時は災害情報も聴ける
・過去1週間以内に放送された番組が聴ける
・日本全国のラジオ番組が聴ける
・番組情報をTwitterやLINEなどで共有できる

命を守る

災害ニュース

radiko
(ラジコ)



【主な機能】

町が詳しくわかる地図アプリ
・現在地を正確に把握することができる
・目的地のルート（車、徒歩等）が分かる
・GPS、ナビ、交通量、交通機関に関するリアルタ

イムの情報が入手できる
・交通量、事故、通行止めのリアルタイム情報に基

づく最適ルートが把握できる
• 到着予定時刻と交通状況で渋滞を回避できる
• インターネット接続がなくてもオフラインマップで

経路を検索して移動できる

命を守る

地 図

グーグルマップ



【主な機能】

トイレ検索アプリ
・Googleマップと連動してトイレを探せる
・災害時にも必要不可欠なトイレを探せる

命をつなぐ

避難・避難場所

トイレ情報共有
マップくん

【主な機能】

災害時の避難所や避難場所検索
・現在地周辺の避難所・道順をルート案内
・オフラインでもマップ表示
・現在地に連動した「防災情報」を直接通知

気象警報や地震情報等の防災情報や避難指示を配信

・安否登録や安否確認機能が登載全国避難所ガイド



【主な機能】

救命・健康サポートアプリ
・倒れている人に必要な一次救命処置
・成人・小児救急、応急手当ガイド
・近隣のAED情報の検索、表示
・家族の医療情報をまとめて管理

My SOS

命を守る

救命・救急



【主な機能】

防災知識コンテンツ
・「あそぶ」「まなぶ」「つかう」をコンセプトに楽し

みながら防災の基礎知識を得られる
・災害に対する事前の備えや発災時の対処法な

どいざというときに役立つ情報（東京防災閲覧）

・日本語、英語、中国語（繁・簡）、韓国対応
東京都防災

備える

知識・備え



【主な機能】

無料通話・メールアプリ
・グループラインによる連絡網
・防災情報を直接通知（Yahoo!防災速報と連携）

・避難場所や緊急時対応等を ノートに保存
・現在地や集合場所などを正確に伝える
・被害状況等を写真で送信可能
・「LINE災害連絡サービス」で安否を知らせる

命を守る・つなぐ

コミュニケーション・安否情報

LINE



【主な機能】

聴覚障害者コミュニケーション支援
・音声でも入力できる
・文を音声で伝えることができる
・定型文の登録と利用ができる
・絵文字で感情や季節を表現できる

【主な機能】

外国人旅行客向け防災情報
緊急地震速報、津波警報、噴火速報、特別警

報、熱中症情報、国民保護情報、避難勧告等

日本語、英語、中国語（繁・簡）、韓国語、スペイン語、ポルトガ
ル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパー
ル語、クメール語、ビルマ語、モンゴル語の14か国語（15言語）

命を守る・つなぐ

コミュニケーション

こえとら

Safety tips



参 考
その他のスマホ情報伝達



命を守る

リアルタイム防災情報

【主な機能】

誰にでも直接配信される緊急防災情報
・該当エリアのスマホに一斉お知らせ
・緊急地震速報や津波警報、特別警報
・国や地方公共団体が配信する災害・避難情報

名称 緊急速報メール：au、Softbank
エリアメール：NTTドコモ

緊急速報メール
エリアメール

直接配信



命を守る

リアルタイム防災情報
【主な機能】

住民向け防災情報提供サービス
事前登録等により防災情報等を配信

※地元市町村HP等により確認のうえ登録する

市町村
防災メール

登録配信



【主な機能】

安否確認・災害伝言板アプリ
通信各社で設定したアプリ

NTTドコモ docomo災害用キット
au au災害対策
Softbank 災害用伝言版

命を守る

救命・救急、安否確認

災害用伝言板

設定



命を守る・つなぐ

市町村アプリ
【主な機能】

津波避難救出アプリ
長期浸水地域で孤立した避難者の情報を収
集して救助・救出につなげるアプリ
・津波避難ビルが探せる
・救助隊へSOSが送れる

高知市
津波SOSアプリ

地域

※宿毛市、四万十町、香美市、南国市でも独自のアプリを設けている（HP調べ）



■取りまとめ■
高知大学防災すけっと隊

担当 福田 三冬 kochiuniv.disaster@gmail.com
地域「情報防災」プロジェクト（※）

担当 荒 谷 博 ara56chan@gmail.com
（※）千葉県柏市在住 元 高知地方気象台


