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１ 概要 

（１）目的 

災害発生時の初動期における帰宅困難者対策について、一斉帰宅抑制及び事業所等におけ

る支援と情報提供に着目し、『Not 混雑』を検討テーマとして災害時の対応方針や課題認識を

協議会員及び一時滞在施設協定締結事業者で共有し、三宮駅周辺地域における帰宅困難者対

策の推進を図る。 

 

（２）実施日時 

令和２年 11 月 12 日（木）15:15～17:00 

 

（３）実施場所 

神戸市役所４号館１階 本部員会議室 

 

（４）参加者 

ア プレイヤー 

区分など 事業所名・参加者名 班 

集客施設 

㈱神戸サンセンタープラザ E 

㈱神戸新聞会館 B 

㈱阪急阪神百貨店 神戸阪急 C 

神戸地下街㈱ D 

神戸セントモルガン教会 C 

㈱丸井 神戸マルイ E 

施設管理 
三宮ビル管理㈱ C 

銀泉㈱ A 

交通事業者 

西日本旅客鉄道㈱ A 

神戸市営地下鉄 B 

阪神電気鉄道㈱ C,D 

神戸新交通㈱ E 

宿泊施設 ホテル ザ・ビー神戸 B 

一時滞在施設 

神戸文化ホール E 

北野工房のまち B 

行吉学園神戸女子大教育センター B 

スペースアルファ三宮 D 

兵庫池田文化会館 E 

神戸ポートピアホテル A 

のじぎく会館 A 

兵庫県民会館 C 

 

イ コントローラー 

神戸市危機管理室、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 
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ウ 各班の編成 

駅、集客施設等、一時滞在施設で編成する。 

 

（５）会場レイアウト 

駅、集客施設等、一時滞在施設で構成された５つの班（A～E）ごとにテーブルを分け、会

場設営を行った。会場レイアウトは図 1 のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 会場レイアウト 

 

新型コロナウイルス対策として、各テーブルにはアクリル製の衝立を設置するとともに、

訓練事務局（市）からマスク着用の呼びかけがなされ、全参加者がマスク着用して本訓練を

行った。また、受付（会場入り口）において検温及び手指消毒を実施した。 
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２ 実施内容 

（１）進行スケジュール 

項目 時間 概要 

事前説明 
15：15～15：25 

（10 分） 

 図上訓練の趣旨説明 

 全般状況の付与 

 

訓練 
15：25～16：25 

（50 分） 

 局面１の課題検討・グループ討議 

 局面２の課題検討・グループ討議・情報共有システム

操作 

ふりかえり 
16：25～17：00 

（35 分） 

 各班から発表 

 全体での意見交換 

 質疑応答 

 講評 

 

（２）訓練局面 

三宮駅周辺地域における帰宅困難者対策の流れは、「三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画 

第四版」（令和２年３月、以下「帰宅困」という。）に基づき整理すると、図 2 のとおり。 

このうち、今回の訓練局面は、次の２つとする。 

局面１ 施設利用者に対する支援・駅の混雑防止 

局面２ 屋外滞留者に対する支援・駅の混雑防止 

 

 

図 2 三宮駅周辺地域における帰宅困難者対策の流れと今回の訓練局面 
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（３）実施手順 

各 G 向け課題を各団体で検討した結果をワークシートに書き出し【下記(1)】、検討結果を

班内で共有し【下記(2)】、班内で意見交換を行った。【下記(3)】 

 

図 3 訓練の実施手順 

 

 

 

（４）訓練の初期情報 

訓練の前提として、次の内容で、スライドの映写にて初期情報を付与した。 

 

【地震の概要】 

令和２年 11 月●日（●）●時ごろ、京都府福知山市南部を震源とする地震が発生。地震の

規模は M6.2。最大震度は、京都府福知山市・綾部市で震度６強。 

各地の震度は、震度６弱が京都府亀岡市、兵庫県丹波市。震度５強が京都府京都市・舞鶴

市・京丹波町。震度５弱が京都府八幡市・久御山町、大阪府高槻市・茨木市・摂津市・枚方

市・寝屋川市・守口市・吹田市・豊中市・大阪市。 

兵庫県では、尼崎市、伊丹市、西宮市、丹波篠山市、三木市、小野市、稲美町、加古川市、

高砂市、神戸市西区で震度５弱。 

神戸市では、西区で震度５弱、北区で震度４、東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・

須磨区・垂水区で震度３。 

この地震による津波の恐れはない。 

 

【三宮駅周辺の状況】 

・人的被害、建物被害は確認されていない 

・電気、ガス、水道、固定電話・携帯電話は通常どおり 

・鉄道各社は、地震発生後から運行を停止し、再開時期は不明。 

 

※上記の「●」は、事業者等ごとに帰宅困難者対策にとってのワーストケースが異なることを踏まえ、意図して具

体的な日時を設定せず、局面１の設問(1)-1 でプレイヤーの検討事項としたものである。 

 

(2)検討結果の班内共有

(3)班内での意見交換

集客施設等

（協議会Ｇ）

一時滞在施設

（一時滞在施設Ｇ）

駅

（交通事業者Ｇ）

(1)交通事業者G向け
課題の検討

(1)一時滞在施設G向け
課題の検討

(1)協議会G向け
課題の検討
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（５）訓練課題 

訓練局面ごとに以下の検討課題を提示した。 

 

【局面１】施設利用者に対する支援・駅の混雑防止 

 

【前提】 

三宮駅周辺地域の商業施設等では、地震発生直後に施設内放送等にて、利用者に対し

屋内待機を呼びかけています。 

しかし、利用者は、スマートフォン等から災害情報を入手し、三宮駅周辺では大きな

被害がないことが分かり、施設から退出を始めようとしています。 

 

【検討課題】 

(1)-1 『ワーストケース』の想定（対象：協議会G、一時滞在施設G、交通事業者G） 

自施設に多くの利用者が見込まれる場面（観点：時間帯、曜日、催事の有無等）

とその場面で地震が発生した場合に起こり得る事態を想定し、ワークシートに書

き出してください。 

(1)-2 施設利用者の一斉帰宅抑制対策（対象：協議会G、一時滞在施設G） 

上記(1)-1 の状況で前掲の地震が発生した場合、利用者に屋内待機を促すため

に自施設でできそうな対応（例：待機場所の確保、情報提供、誘導、物資提供等）

を想定し、ワークシートに書き出してください。 

(1)-3 駅構内の混雑抑制対策（対象：交通事業者G） 

上記(1)-1 の状況で前掲の地震が発生した場合、運行再開に向けて対応する中

で、駅構内の混雑を抑制するためにできそうな対応を想定し、ワークシートに書

き出してください。 

(2) 意見共有 

(1)で書き込んだ内容を班内で共有をしてください。 

(3) 有効な対応策の検討 

(1)、(2)を踏まえ、「一斉帰宅抑制」「駅構内の混雑抑制」に一番有効な対応策を

班内でまとめてください。 

 

  



 

6 

【局面２】屋外滞留者に対する支援・駅の混雑防止 

 

【前提】屋外滞留者に対する支援・駅の混雑防止 

三宮駅周辺地域の商業施設等では、利用者に対し屋内待機を呼びかけており、施設内

では特に混乱は発生していません。 

一方、三宮駅周辺地域では、行き場のない多くの人が駅や集客施設等に押し寄せた

り、道路が多くの人であふれかえったりするなど、様々な場所で混乱が生じており、市

は、情報共有システム等で、協議会員および一時滞在施設協定締結事業者に協力を求め

ています。 

 

【検討課題】 

(1)-1 屋外滞留者に対する支援（対象：協議会G、一時滞在施設G） 

駅周辺地域にあふれた屋外滞留者に対して、自施設でできそうな支援（例：一

部の場所の開放、受入れ、情報提供等）を想定し、ワークシートに書き出し、情

報共有システムに投稿してください。 

(1)-2 情報提供の方法の検討（対象：協議会G、一時滞在施設G） 

上記(1)-1 の情報を屋外滞留者に提供する方法を想定し、ワークシートに書き

出してください。 

なお、なるべく多くの屋外滞留者に情報を届ける観点から、自施設でお持ちの

方法のほかにも、可能性も含めて思いつく手段を挙げてください（例：他団体の

設備の利用、市でまとめて発信）。 

(1)-3 駅の状況の情報共有（対象：交通事業者G） 

市、協議会員、一時滞在施設協定締結事業者が駅の状況を情報共有し、必要な

対応を調整できるよう、自駅から共有する情報（例：改札付近、コンコース等の

混雑状況）を想定し、ワークシートに書き出し、情報共有システムに投稿してく

ださい。 

(1)-4 駅に押し寄せる人を減らすための情報提供（対象：交通事業者G） 

駅では、運行再開に向けた対応に追われ、自ら情報発信することが難しい状況

も十分考えられます。そこで、駅の混雑を少しでも軽減するための情報提供につ

いて、市や協議会員等に期待したい対応をワークシートに書き出してください。 

(2) 意見共有 

(1)で書き込んだ内容を班内で共有をしてください。 

(3) 有効な対応策の検討 

(1)、(2)を踏まえ、屋外滞留者を減らすために一番有効な情報提供の内容及び方

法を班内でまとめてください。 
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（６）情報共有システムへの入力 

情報共有システムのログイン方法や操作の確認のため、局面２の(1)-1、(1)-3 の回答を情

報共有システムへ入力を行った。 

 

（７）訓練の振り返り 

訓練終了後、各グループから訓練で挙がった意見等の発表を行った。 
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３ 実施結果 

 

（１）ワークシートへの記入内容 

各プレイヤーがワークシートに記入した内容（※局面２の(1)-1、(1)-3 は情報共有システ

ムへの入力内容）を以下にとりまとめる。 

 

【局面１】施設利用者に対する支援・駅の混雑防止 

(1)-1 『ワーストケース』の想定 

【概要】 

交通事業者 G：平日朝の通勤ラッシュ時、イベント開催時に多くの利用者が見込まれる。 

協議会 G：業種により混雑する時間帯は異なる。 

一時滞在施設 G：休日やイベント開催時に多くの利用者が見込まれる。 

【交通事業者 G】 

・一斉にお客様が動き出すことによる転倒事故、ホーム上があふれた時のエスカレータ

ー(UP)での将棋倒し事故。 

・地下鉄であるので、構内待ち合わせ旅客、列車旅客、地上からのお客様で大混乱とな

る。エレベーターが途中で停止する。エスカレーターが停止する。乗車中のお客様が

転倒する。地下線内途中で列車が停止する恐れあり。 

・運行再開情報等を求められる。乗車券の処理や取扱説明。旅客対応以外のことは難し

い状況になる。 

【協議会 G】 

・通路でサンプルケースの移動、床置き看板転倒。１～７番街店舗でのショーケース、

ウィンドウ、備品、商品の落下、移動、破損。五社協定広場での壁面の落下、及びエレ

ベーターの一時停止。一般事業所では、什器、備品類の移動の発生。負傷者の発生。 

・開店時間前だと、出社従業員が少なく対応が万全でない可能性が高い。フラワーロー

ド側、外装が、ガラスのカーテンウォールのため、ガラス破片飛散の恐れあり。 

【一時滞在施設 G】 

・エレベーター停止時にスタッフの誘導を待てず、階段利用者が多く、事故につながる

可能性 

スタッフに対する問い合わせが殺到する。状況がまだわからないなか館外へ出ようと

する方が増える。 

・来客の「一斉帰宅」や混乱→抑制への反発。物資の不足や電源の確保。 
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(1)-2 施設利用者の一斉帰宅抑制対策 

【概要】 

利用者への情報提供が多く挙げられ、その他にも待機の呼びかけ、待機場所の確保、物

資の提供などの対応が挙げられた。 

【情報提供】 

・館内放送・電話対応、貸室訪問による情報提供 

・交通機関、道路の状況をロビーに掲示。館内放送にて情報を共有し、パニックになら

ないようにする。 

・館内放送を使用し、情報を提供する。フロントエリアには、ホワイトボードを使い、

日・英、二か国語での館内の情報及び災害の情報を掲示する。 

【待機場所の確保】 

・会議室の開放 

・二次災害防止の観点から、インフラ等の「緊急安全確認点検」の実施後、公共通路を

待機場所として利用 

【物資の提供】 

・長時間になる場合は物資の提供 

・水、食料の提供。 

【待機の呼びかけ】 

・エントランスホールに 1 名配置、情報提供＋屋内待機 

・店内放送を使用して待機を促す。 

・館内放送での待機のお願い。 

・１Ｆの出入口で職員が呼びかけ。 

 

(1)-3 駅構内の混雑抑制対策 

【概要】 

構内放送、サイネージによる情報提供や入場規制などの対応が挙げられた。 

・係員による開札制限、駅構内放送による呼び掛け、電光掲示案内 

・構内放送を利用しての状況伝達。構内に多数の旅客がいる場合は改札機フリー扱い、券

の後日処理 

・発災当初は駅施設外へ誘導してもらう。駅施設の安全点検後は、駅構内での滞在可能。

とにかく構内放送で呼びかけて、落ち着いて行動するように促す。※他の鉄道会社につ

いても運転見合せとなっている旨も可能な範囲で情報提供。 

・被害状況、運転再開までの情報提供。立入制限 
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【局面２】屋外滞留者に対する支援・駅の混雑防止 

(1)-1 屋外滞留者に対する支援 

【概要】 

施設の一部の開放、滞留者の受入れ、情報提供などの対応が挙げられた。 

【一部場所の開放】 

・一部、トイレ等の施設開放。 

・一部共用部分の施設を開放いたします。収容可能人数 30 名程度。カフェスペース、ロ

ビー、トイレ、wifi 利用可、充電等利用可。 

・ホール内客席などのスペースの提供、水道の提供、トイレの提供。 

【滞留者の受入れ】 

・定員○人の会議室を○時まで解放しています。現在、○人が利用中ですので、○人ま

で受け入れ可能です。三宮駅から徒歩約 25 分かかります。（元町駅から約 15 分）。 

・16 時時点開設可能です。受入可能人数は 100 人程度です。 

・屋外への呼び掛けをする設備がありません。館内へ入ってこられた方に限り 1 階、地

下 1 階のエントランスホールへの案内放送を行う。 

【情報提供】 

・屋外ビジョンによる情報提供。 

・ホワイトボードを使用しての情報提供を行う。 

・当日の催事内容にもよりますが、催場を開放する予定。ご案内は出入口での声掛けや

SNS を通じて行う。 

・公共交通機関のホームページ等により、取得した情報の提供。 

・店頭ページングによる情報提供(伝達範囲不明)。 

・館内放送、印刷物の配布、大書の掲示。 

 

(1)-2 情報提供の方法の検討 

【概要】 

デジタルサイネージ、放送、掲示物、声掛けなど直接的な情報提供のほか、ホームペー

ジや SNS などインターネットを活用した情報提供が挙げられた。 

【デジタルサイネージ】 

・屋外ビジョン。 

・市の防災無線、神戸市役所の高層階にデジタルサイン。駅前高層ビルにデジタルサイ

ン、大型ビジョン。 

【掲示物、声掛け】 

・ホワイトボード設置にて情報提供。 

・職員による声かけ（人数は限定的） 

【ホームページ、SNS】 

・自社のホームページのお知らせや、Instagram、Facebook に掲載 

・ＨＰ、Twitter、LINE、メールマガジンへ投稿。 

・アプリ、スマホ経由での一斉発信。情報収集のアプリ等を付け、各個人からの発信を
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共有する（Facebook、Twitter など）。 

【放送】 

・放送設備設置（市から逐時放送）。 

・インバウンド対策、４か国語の放送が可能（トラメガ使用）。 

 

(1)-3 駅の状況の情報共有 

【概要】 

運行停止の状況、駅の混雑状況の情報提供が挙げられた。 

・運行再開見込み、駅の混雑状況等の情報提供。自施設では、ホームページ、列車運行情

報、Twitter 等。自施設以外では、地震速報の続報として携帯等の各端末に情報配信でき

ないでしょうか。自駅から共有する情報は、列車運行再開の見込み、駅の混雑状況。駅

に押し寄せる人を減らす方法として、協議会員間での列車運行情報提供アプリからの情

報収集とお客様への情報提供。コンコースでの情報提供（モニター、放送）。可能なら運

行情報を情報共有システムに投稿し周知。 

・運行停止の情報。改札口の混雑状態の写真の投稿ぐらいまで。運行情報は再開後であれ

ば投稿できるが事前は難しい。 

・駅に設置しているホワイトボードと、駅の混雑状況の画像を合わせて情報共有システム

に投稿する。 

次の内容を提供する。「最新情報は運行情報ツイッターをご覧ください。なお、電車の駅

に直接電話されても情報に変わりはございませんので、ご遠慮ください。」 

・運転再開を待つ多くのお客さまで、駅構内が混雑している旨を共有。 

 

(1)-4 駅に押し寄せる人を減らすための情報提供 

【概要】 

鉄道関連の情報の積極的な収集と発信、輸送代替手段の確保等が挙げられた。 

・各鉄道会社の運行情報を入手し、駅とは別に情報提供をして欲しい。ルミナリエや花火

大会の際、鉄道事故等が発生すれば、警備本部経由で、市中のガードマンに伝わる仕組

みがある（突発的な場合にこれに替わる手段は？）。列車運行情報アプリを各施設でダウ

ンロードしてもらい、情報提供していただきたい。 

・運行再開の情報はＨＰやテレビ等のニュースの方が早くなると思われる。運行停止情報

を確認できれば放送により、お伝えいただければ助かります。運転再開時には、一斉帰

宅抑制の呼びかけ（滞留と選択）をしてもらえれば。 

・協議会員、行政間での情報共有システムを用いた情報共有。鉄道以外の輸送体制の確立

（バス輸送など）。街宣車で三宮中心地より鉄道の運行情報を発信する。歩道橋の上から

呼びかけ。 

・一斉帰宅抑制の協力を求める情報提供をして欲しい。開放箇所（地図）の準備。 

（２）各班からの発表 

訓練の振り返りで各班からの発表内容を以下にとりまとめる。 
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【Ａ班】 

震度５弱の地震が発生したらどの電車も止まり、復旧にかなりの時間を要する。帰宅困難者は

復旧情報について知りたいと思うが、各鉄道事業者は鉄道の運行情報アプリを配信している。 

そこで、各事業者に運行情報アプリをダウンロードいただいて、その情報を利用客に提供いた

だきたいと考えている。 

 

【Ｂ班】 

各施設とも放送設備は整っているため、発災時は放送による呼びかけは可能である。 

滞留者の受入れについては、出勤時間帯など従業員が揃っていない場合は、受入体制が確保で

きず、そういった場合の対応が課題である。 

外部への情報発信については、サイネージやホームページなどの媒体はあるが、自分たちの判

断で勝手に発信できないということが課題である。 

まず“一斉帰宅抑制”の取組について街の皆様に知ってもらうことが何より重要。そのためのＰ

Ｒの在り方を協議会で話し合っていくことが大事だと思う。 

 

【Ｃ班】 

滞留者の受入れや、充電場所、備蓄品の提供は可能であるが、その情報が拡散され人が押し寄

せてしまうと対応しきれないので、「受入可能人数があと何人」というような鮮度が高い情報をど

うやって発信していくかが課題である。 

また、情報提供については、外にいる人にピンポイントに情報を提供することは難しい。そこ

で、様々な情報が載っているサイトを行政がとりまとめてくれれば、各事業者は滞留者に対して

そのサイトのアナウンスを行い、スムーズに情報が行き届くのではないかと思う。 

スマートフォンが使えない場合にも備えて、大きなスクリーンを用いて情報提供を行うことも

重要ではないかと感じる。 

 

【Ｄ班】 

発災時、最初に滞留者が多く発生するのは、駅周辺である。大阪北部地震では、電車が動くま

でに８時間ほど要したが、夕方に発災した場合は、終日運行が停止してしまう可能性もある。そ

れでも、滞留者はどんどん駅に押し寄せてしまうと思うので、情報共有システムを用いて電車の

運行情報を各事業者間で共有し、滞留者に情報提供することが重要だと考える。 

具体的には、交通事業者に駅構内で放送している内容を情報共有システムで共有してもらい、

各事業者が館内放送で駅構内と同一内容の放送を行うということが考えられる。各施設でバラバ

ラの情報を流すよりも、統一した情報を流すほうが混雑は緩和されるのではないか。 
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【Ｅ班】 

屋外滞留者に対する支援については、施設の開放や備蓄品の提供等、できる範囲で支援は行っ

ていきたい。しかし、施設によって収容人数等、規模が違うので、具体的な対策は個別に考えて

いく必要がある。 

情報提供については、施設内に対しては館内放送等で行えるが、施設外に対してはなかなか難

しいと感じた。 

本日のテーマが情報“提供”であるが、災害時に情報が欲しい人は、スマートフォン等で検索し、

自ら情報を取りに来るのではないか。そこで、避難できる施設の場所や、交通機関の運行情報な

ど、帰宅困難者が必要とする情報を行政が取りまとめて、これさえ見れば全てが分かるというよ

うなサイトを作成すればよいのではないかと思う。 

外国人や障害を持っている方などの要配慮者への情報提供の方法も今後考えていくべきではな

いか。 
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４ 結果総括 

今回の訓練の目的（１（１）（p.1））に沿って、実施結果を基に、災害発生時の初動期におけ

る帰宅困難者対策の課題と対策を取りまとめる。 

 

（１）一斉帰宅抑制について 

災害時に初めに実施する帰宅困難者対策として、局面１（施設利用者に対する支援・駅の

混雑防止）の検討課題とした。 

初めに、帰宅困難者対策にとってのワーストケースとして、平日朝の通勤ラッシュ時、イ

ベント開催時、休日などの場面で多くの利用者が見込まれ、多くの人の転倒や将棋倒し、什

器や備品類の移動・落下等による負傷者の発生、屋外へ退出しようとする多くの利用者によ

る施設内での混乱、鉄道の運行情報を求める多くの人による駅の混乱等が想定された。 

次に、このようなワーストケースに対し、各施設における施設利用者の一斉帰宅抑制対策

として、館内放送等による利用者への情報提供（交通機関や道路の状況等）・屋内待機の呼び

かけ、待機場所の確保、物資の提供などが挙げられた。 

一方、駅の対応については、駅施設外への利用者の誘導と駅施設の安全点検を前提とし、

構内放送、サイネージによる情報提供や入場規制などの駅構内の混雑抑制対策が挙げられた。 

なお、第１回作業部会後に実施したアンケート結果では、「一斉帰宅抑制」という言葉自体

を平常時に広めておく必要性を指摘する意見が多く挙げられた。 

現在市では帰宅困難者対策の啓発を推進しているが（啓発グッズの作成・配布、啓発動画

の作成・配信など）、災害時に各事業者による一斉帰宅抑制対策、駅構内の混雑抑制対策の効

果をより一層高めるため、市と協議会員で連携し「一斉帰宅抑制」の啓発を推進していくこ

とも有効と考えられる。 

 

（２）事業所等における帰宅困難者への支援と情報提供について 

災害時に一斉帰宅抑制の次に実施する帰宅困難者対策として、局面２（屋外滞留者に対す

る支援・駅の混雑防止）の検討課題とした。 

各施設で対応できそうな屋外滞留者に対する支援として、施設の一部の開放（ホール等の

共用部分やトイレ等）、滞留者の受入れなどが挙げられ、この支援に関する情報提供の方法と

して、デジタルサイネージ、放送、掲示物、声掛けなどのほか、ホームページや SNS などイ

ンターネット活用が挙げられた。 

一方、三宮駅周辺地域で災害時に共有すべき駅の情報として、駅の混雑状況が挙げられた。 

なお、鉄道の運行情報については、駅に行くよりもインターネットやテレビ等のニュース

を確認する方が早いこと、各鉄道事業者では列車運行情報アプリを配信していることが訓練

内で共有された。 

災害時における鉄道の運行情報の情報収集・情報提供については、市で推進している帰宅

困難者対策の啓発においてインターネット活用をより一層打ち出すこと、各施設でインター

ネットやニュースを活用した利用者への情報提供の準備を進めることが期待される。 

このほか、駅に押し寄せる人を減らすための情報提供として、鉄道以外の輸送体制の確立

（バス輸送など）、一時待機場所の地図の準備などが挙げられた。 

 


