お客様事例

滋賀県米原市役所 様
半分以下のコストでデジタル化を実現した
1万4000世帯を網羅する利便性の高い防災情報伝達システム
水と緑に包まれた、自然豊かな地域として知られる滋賀県米原市。同市では、1万4000世帯を網羅するアナログ防災行政無線の
老朽化に加え、合併前の旧4町で使っていた複数のシステムを統合運用しており、利便性の悪さも課題となっていた。また、国の
方針により2022年12月までにデジタル化を行う必要にも迫られていたが、従来方式でデジタル化を行うには相当なコストが必
要だった。こうした背景から、携帯電話通信網を利用した低コストかつ柔軟性に優れる減災コミュニケーションシステムの導入を
決定。事業費を半分以下にまで抑え、なおかつ住民にとっても利便性の高い防災情報伝達システムを実現した。
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事業概要

2005年2月に山東町・伊吹町・米原町
が合併して米原市が誕生、同年10月に
米原市と近江町が合併し、現在の米原市
となった。市役所の各機能は米原庁舎、
山東庁舎、伊吹庁舎、近江庁舎に分かれ
ており、近江庁舎には市民部（税務課、収

放送装置

双 方 向 通 信
コンパクトな送信システムから、地
域内に配備した屋外スピーカーやタ
ブレット端末、携帯電話などへ民営
網（携帯通信網等）を通じて防災情
報などを配信可能

タブレット

納対策課、防災危機管理課、保険課）、土
木部（建設課、都市計画課、上下水道課）、
地域振興部（近江自治振興課）が配置さ

スマートフォン
携帯電話
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れている。このうち防災危機管理課では、
消防・防災・防犯に加えて公共交通に関す
る業務も担当している。
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http://www.city.maibara.lg.jp/
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