
『HONBUくん』は、災害の種類にかかわらず対策本部が担うべき「機能」に着目し、各機
能を実施する要員が、自分たちのなすべきことを視覚的に把握できるよう工夫された対策
本部運営キットです。現実の災害発生時の対策本部運営に役立つだけでなく、訓練に
おいて使用することで、対策本部員の役割認識および対応力の強化につなげることがで
きます。ご利用のIT環境を踏まえ、データでの実装、対策本部運営のDXもご支援します。

① 対策本部長の役割
② 対策本部の設営
③ 社員の安否確認、安全確保
④ 当事業所の物的被害把握
⑤ 災害情報の収集
⑥ 各事業所の状況把握
⑦ 関係先の状況把握

HONBUくんを開けると、以下の
ファイルケースが収納されています

それぞれのファイルケースには、ケースに記載された機
能を担う方々が現場で必要とする
（１）手順書
（２）帳票類、掲示物
が収められています。

『HONBUくん』提供メニュー例

1 『HONBUくん』作成支援コンサルティング

2 『HONBUくん』導入訓練の企画・実施

『HONBUくん』を使って対策本部運営を訓練形式
で体験します。体験結果をもとに、必要に応じて
『HONBUくん』をカスタマイズ致します。

手順書 帳票類・掲示物

例：「①対策本部長の役割」ケース
の内容物（一部）

『HONBUくん』の作成にあたっては、地震
初動対応訓練形式の導入研修を実施致
します。「標準訓練シナリオ」を活用すること
で、準備の手間なく、手軽に、初動対応訓
練を体験しながら、『HONBUくん』が導入
できます。必要に応じ、チュートリアルを通し
て見出された課題を踏まえたカスタマイズも
致します。（導入訓練を実施しない作成
支援のみのご提供も可能です。）

災害対策本部運営キット『HONBUくん』
見てわかる！手にとってわかる！やるべきことがきちんとできる！

⑧ 感染対策



【ご質問・問合せ先】
医療・福祉業界の方…医療・介護コンサルティング部［担当：橋本,宮本］mail: hp-bcp@sompo-rc.co.jp
上記以外の業種の方…ＢＣＭコンサルティング部［担当：宮田,菅谷,新藤］mail：smiyata52@sompo-rc.co.jp

『HONBUくん』使用イメージ

■こんな企業様・団体様にオススメ
 対策本部機能を強化したい（対策本部の設営の迅速化、要員の任務の具体化、等）
 対策本部に何を用意すれば良いか分からない（帳票類、とりまとめ様式、等）
 災害時に社内にいる役職員で対策本部がまわせるか心配だ …etc.

『HONBUくん』の開発について
『HONBUくん』は、災害対応の各機能に着目した「ファンクショナルアプローチ」の観点から、工学院大学村上正浩教授及
び合同会社グローバルリンクが開発した「避難所開設キット」をヒントに企業の災害対策本部運営用に開発されたものです。
なお、帰宅困難者受入施設の開設・運営用のキットも、工学院大学村上教授、東京大学廣井悠准教授、合同会社グ
ローバルリンク及び当社にて共同開発しています。対策にお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

『HONBUくん』メニュー例 概要 概算費用(税別)

１ 『HONBUくん』作成支援コンサ
ルティング

『HONBUくん』を打ち合わせを踏まえて作成します。
作成に当たっては、『HONBUくん』の標準的な構成・手順・
帳票等を活用することもできますし、お客様の既存のマニュ
アルや手順に合わせて作成することも可能です。費用も含
め、お気軽にご相談ください。

50万円～

２ 『HONBUくん』導入訓練の企
画・実施

『HONBUくん』を使って、対策本部の初動対応を模擬体
験していただきます。大規模地震想定の「標準訓練シナリ
オ」を活用することで、準備の手間なく、手軽に、訓練を体
験しながら、『HONBUくん』の使い方を確認いただけます。

90万円～

『HONBUくん』標準価格表

④対策本部会議
ネットワーク回復後はweb会議
でスムーズに情報共有

安否確認集計表（全社）

全社集計
集計日時 無事 負傷 不明 出社可能

部署 確認日時 無事 負傷 不明 出社可能 特記

HONBUくん　【３. 社員の安否確認、安全確保】ケース ③

［　　　　　　　年　　　　月　　　日　AM・PM　　　時　　　分現在　　　］

停電

断水

都市ガス停止

国の情報

自治体の情報

消防の情報

警察の情報

区分 路線 規制・運行状況

高速道路 首都高 全線 緊急車両以外通行禁止（緊急輸送のため）

一般道 環状七号線 内側 緊急車両以外通行禁止（緊急輸送のため）

鉄道(都内主要路線以外） 東海道新幹線 全線 運行停止。再開の見込みたたず。駅には帰宅困難者が殺到。

空港・港湾 羽田空港 一時閉鎖。再開時期不明。

横浜港 一時閉鎖。再開時期不明。

千葉港 一時閉鎖。再開時期不明。

その他

公共インフラ等外部情報（世の中の被害状況）

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

墨田区、台東区、荒川区、品川区、江東区の大部分、他23区および東京市町村部の一部で発生

東京23区の大部分で発生

東京23区の大部分で発生

HONBUくん　【６. 災害情報の収集】ケース ②

公
共
機
関

官邸に非常災害対策本部設置

東京都より自衛隊出動要請

○/○PM○時○分、119番通報はつながらず
都内の火災発生により、消火活動を行っている模様（報道）

…

医療機関の情報 ○○病院（災害拠点病院）：傷病者を受け入れている（ただし、混雑している模様）

各地の被害
（火災や家屋の倒壊等）

世田谷区、杉並区、中野区、荒川区、板橋区など環状7号線の内側を中心に、都内各地で火災が発生し、延焼している模様。

帰宅困難者
（発生状況、行政の要請等）

23区内鉄道各駅にて発生。
東京都は企業に対して従業員職場に待機させるよう要請。

交
通
状
況

①ファイルケースを
開ける

対策本部長の役割

事務局長の
○○さん

対策本部設営を
指示します

承知
しました

②手順書の確認

対策本部
設営完了
しました

対策本部
設営の手順

は…

各班
HONBUくん記載
のとおり活動・報告

してください

私たち●●班が
まずやることは…
使うものは…

③情報収集・整理
安否確認集計表（全社）

全社集計
集計日時 無事 負傷 不明 出社可能

部署 確認日時 無事 負傷 不明 出社可能 特記

HONBUくん　【３. 社員の安否確認、安全確保】ケース ③

安否
被害状況確認表

No. 場所 名称 被害の内容
業者手配
(要/否/済)

対応状況 復旧見込日 復旧完了日 更新日時

HONBUくん　【５. 各事業部の状況把握】ケース ④

確認部署

［　　　　　　　年　　　　月　　　日　AM・PM　　　時　　　分現在　　　］

停電

断水

都市ガス停止

国の情報

自治体の情報

消防の情報

警察の情報

区分 路線 規制・運行状況

高速道路 首都高 全線 緊急車両以外通行禁止（緊急輸送のため）

一般道 環状七号線 内側 緊急車両以外通行禁止（緊急輸送のため）

鉄道(都内主要路線以外） 東海道新幹線 全線 運行停止。再開の見込みたたず。駅には帰宅困難者が殺到。

空港・港湾 羽田空港 一時閉鎖。再開時期不明。

横浜港 一時閉鎖。再開時期不明。

千葉港 一時閉鎖。再開時期不明。

その他

公共インフラ等外部情報（世の中の被害状況）

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

墨田区、台東区、荒川区、品川区、江東区の大部分、他23区および東京市町村部の一部で発生

東京23区の大部分で発生

東京23区の大部分で発生

HONBUくん　【６. 災害情報の収集】ケース ②

公
共
機
関

官邸に非常災害対策本部設置

東京都より自衛隊出動要請

○/○PM○時○分、119番通報はつながらず
都内の火災発生により、消火活動を行っている模様（報道）

…

医療機関の情報 ○○病院（災害拠点病院）：傷病者を受け入れている（ただし、混雑している模様）

各地の被害
（火災や家屋の倒壊等）

世田谷区、杉並区、中野区、荒川区、板橋区など環状7号線の内側を中心に、都内各地で火災が発生し、延焼している模様。

帰宅困難者
（発生状況、行政の要請等）

23区内鉄道各駅にて発生。
東京都は企業に対して従業員職場に待機させるよう要請。

交
通
状
況 交通

情報

ライフ
ライン

物的
被害

次は●●を
指示しよう…

■HONBUくんを使った訓練で9割以上の方が「役に立つ」と回答
『HONBUくん』を使った地震初動対応訓練の参加者からの感想：
 「実際に現場責任者として対応を進めるうえで、『HONBUくん』があるのと無いのとでは、初

動対応のスピードに大きな差がでるように感じました。」
 「対応の抜け漏れを防ぐためにもMUSTアイテムだと思います。」

※ご要望に応じてそのほかのメニューもご提案します。お気軽にご相談ください。
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