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要旨

　

　

1　研究の背景

　我が国は，災害立国と呼ばれる程，地震・津波・

火山噴火・台風など様々な自然災害を過去に多く

経験して来た（1～3）．それらの大災害が発生する度

に，防災の重要性が叫ばれ，災害対策の法制度が整

備されて来た．例えば，昭和34年9月26日に発生し

た伊勢湾台風上陸の後に出来た「災害対策基本法」

（昭和36年11月15日制定），平成７年1月17日に発

生した阪神・淡路大震災の後に出来た「地震防災対

策特別措置法」（平成７年6月16日制定）や「建築

物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年10月

27日制定），平成23年3月11日に発生した東北地方

太平洋沖地震とそれに伴い発生した津波，及びその

後の余震により引き起こされた大規模地震災害（い

わゆる東日本大震災）の後に出来た「津波防災地域

づくり法」（平成23年12月14日制定）などである．

また，平成11年6月29日に広島で発生した土砂災害

（いわゆる広島災害）の後に出来た「土砂災害警戒

区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（いわゆる「土砂災害防止法」）」（平成12年5月8

日制定）が，平成26年8月20日に広島で再度発生し

た土砂災害の後に改正されようとしている．

　災害対策基本法では，災害予防や災害応急対策に

ついて，それぞれ防災責任の所在と取られるべき応

急措置が定められている．特に，前者に関しては，

市町村や都道府県に住民の生命・身体・財産を災害

から保護する責務があることが明記されている．こ

れを受けて，各自治体では，独自に或は連携して，

これまでに様々な防災対策が講じられてきた．しか

し，平時にはその費用対効果が実感出来ないことか

ら，防災に対する自治体間の温度差があることは否

めない事実である．平成23年3月11日に発生した東

日本大震災においては，住民の自助・互助・ 共助

に加えて，自治体の防災対策（公助）の内容や程度

が，地域住民の生死を分けた可能性が高い．この東

日本大震災を機に，災害に強い地域づくりが国を挙

げての課題となっている．

　筆者らの研究拠点である広島県福山市において

も，災害時の避難場所やエネルギー源の確保など，

地域の防災能力の向上を目指して，本学と市が連携

しながら様々な取り組みが行われようとしている．

著者らは，この3年余りにわたり，主に福山市域を

対象として，都市のエネルギーと水の分散型システ
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ムに関する研究を行ってきた（4）．しかし，他市と

比べて，福山市の防災対策が十分かどうかを判断す

る難しさを感じて来た．この問題を解決するために

は，都市の防災能力の高さを評価する何らかの客観

的指標が必要であると考え，本研究を行うことにし

た．

 

２　研究の目的

　本研究では，地震やそれに伴う津波などによる災

害に対して，都市の防災能力の高さを評価するため

の客観的指標を作る．ここで注目するのは，都市の

防災能力であって，都市の災害リスクを評価するの

が目的ではない．本論文中では「防災」という言葉

を使うが，災害の発生を前提に，いかに被害を少な

くするかという「減災」の思想に立脚して，その耐

災害能力をできるだけ客観的に評価することが目的

である．この指標を用いて，幾つかの都市の防災能

力を実際に比較し，都市の防災上の課題を明らかに

すると共に，調査結果を公表して，より良い防災ま

ちづくりに取り組む自治体への提言と，住民意識の

向上を図ることが目的である．

 

３　研究の方法

3.1　調査対象都市の選択

　中国や四国の瀬戸内地方において，本学のある福

山市と類似の規模（人口（5），面積（6））や立地条件

（沿岸）をもつ近隣都市を比較するため，松山市・

倉敷市・福山市・高松市（人口の多い順）の4市を

聞き取り調査の対象としてピックアップした（図

１）．広島市（1,164,654人，905.41km2）と岡山市

（691,955人，789.92km2）は規模が大き過ぎるた

め，その他の都市は全て規模が小さ過ぎるため，比

較には適さないと判断して，それらを調査対象から

除外した．

図１　聞き取り調査の対象にした瀬戸内地方にある自治体4市

　更に，研究の後半においては，上記の瀬戸内近隣

4市に加えて，規模・立地条件や災害経験などが異

なる遠方の都市と比較をするため，札幌市・仙台

市・那覇市を訪問して同様の聞き取り調査を実施す

ることにした（表１）．

表１　聞き取り調査の対象にした遠方にある自治体3市

（*那覇市の面積は境界未定のため参考値）

3.2　調査項目の精査

　先ず，災害対策基本法に基いて各自治体が講じる

具体的な施策を多岐にわたりリストアップした．そ

の中で，防災能力を評価するための客観的指標とし

て，最適と思われる調査項目を精査した．その結

果，図２の16項目を指標候補として絞り込んで，

聞き取り調査を行うことにした．
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図２　調査項目（防災能力を評価するための指標候補）

3.3　防災施策の調査

　著者らが手分けして調査対象の7市を訪問し，防

災に関する施策の聞き取り調査及び資料収集を行う

ことにした．また，各自治体がインターネットを

通じて公表しているWeb情報も参考にすることにし

た．訪問日と各市の対応部署を表２に，聞き取り調

査に用いた共通の様式を図３に各々示す．

表２　調査対象7市の訪問日と対応部署

 

3.4　調査結果の比較

　調査対象の7市を訪問して，防災に関する施策の

聞き取り調査及び資料収集を行い，そこで得る情報

と，各自治体がインターネットを通じて公表してい

るWeb情報を参考にして，図２に挙げた各調査項目

について都市間の比較を行うことにした．

図３　聞き取り調査に用いた共通様式

3.5　課題の抽出

　本調査研究を通して，都市の総合的な防災能力を

評価するための統一的指標として，図２に挙げた調

査項目は適切であったかどうかを再検討することに

した．また，調査対象7市の防災能力の比較を通し

て，今後の課題についても考察することにした．

 

４　研究の結果

4.1　瀬戸内4市の比較

　都市の防災能力を評価するため，福山市と同規模

の瀬戸内都市である松山市・倉敷市・福山市・高松

市の4市の間で，第３章の図２に挙げた各指標を用

いて調査結果を比較した．以下に，その結果を順次

示す．

4.1.1　危機・防災管理担当部署の職員数

　図４の中には，例えば連携する農林土木課や公共

建築課などの職員数は含まれていない（松山市の場

合）など，単純にこの数字だけをもって市の防災能

力を比較するのは難しい側面があるが，危機・防災

管理担当部署に比較的に多くの人員を配置している

のは松山市であると言える．
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図４　危機・防災管理担当部署（連携部署の職員数

を除く）の職員数

　また，危機・防災管理担当部署の職員当りの人口

数をグラフにしたものが図５である．これを見れ

ば，職員当りの人口数が最も少ないのが松山市であ

り，職員が住民に対して比較的に手厚い危機・防災

対応をしていると言えるだろう．この数値は，特に

人口規模が異なる都市間の比較をする場合にも，有

効であると考えられる．しかし，上記のように，連

携部署の職員を含めるかどうかの曖昧さゆえに，職

員当りの人口数は，その自治体がどれ程の熱意をも

って手厚く住民を災害から守ろうとしているのかを

表す指標として使うには注意を要する．

 

図５　危機・防災管理担当部署（連携部署の職員数

を除く）の職員当りの人口数

4.1.2　危機・防災管理担当部署の年間予算額

　各市が危機・防災管理担当部署に配分した直近の

年度当初予算の平均額を図６に示す．この中には，

年度途中の補正予算は含まれておらず，他の連携部

署の予算も含まれていない．従って，今回の場合も

単純にこの数字だけをもって市の防災能力を比較す

るのは難しい側面があるが，危機・防災関連部署に

比較的に多くの予算を配分しているのは高松市と松

山市であり，福山市では，高松市の約15%，松山市

の約22%の予算しか防災対策に配分されていない．

図６は危機・防災管理担当部署の年間予算額だけを

表したものであるが，他の指標，例えば，市の年間

総予算額に占める危機・防災管理担当部署の年間予

算額の割合や人口当たりに換算した危機・防災管理

担当部署の年間予算額などを計算して比較してみる

必要があるかも知れない．

図６　危機・防災管理担当部署の年度当初予算の平

均額（松山市は平成24～26年度，倉敷市は平成16

～26年度，福山市は平成18～26年度のそれぞれ平

均額，高松市は平成25年度の額）

4.1.3　想定災害の種類

　想定する災害の種類を表３に示す．地震，津波，

土砂，洪水については全ての市で想定災害としてい

る．一方で，火山噴火と原子力事故についてはどの

市も災害の想定をしておらず，火山噴火や原子力事

故の可能性を他の被害よりは確率的に低く捉えてい

ると言える．原子力事故については，伊方原発（愛

媛県伊方町）などの事故によっては4つの都市に被

害が及ぶ可能性もあり，今後の課題と言える．福山

市は台風や火災への被害想定が他の都市よりも少な

く，このような災害に対して対応に弱さがあり，今

後の推進課題と言える．台風や火災について倉敷市

は想定しており，近隣で大きな工場を抱える福山市

も同様のリスクがあると言える．
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表３　想定災害の種類

4.1.4　想定災害の規模

　この項目については，様々な立地要因などに左右

され，客観的な数値で比較するのが困難であること

が分かった．

4.1.5　広域避難場所指定

　広域避難所とは，災害発生時に一時的に避難する

場所のことで，地震防災対策特別措置法に基づいて

各自治体が定めている．指定数は倉敷，福山，松山

の順に多い（表４）．また，面積を見ると倉敷が最

も広く，次いで高松，福山，松山の順に広くなって

いる．

　このような数字だけを見ると，倉敷が最もよく整

備されているように見えるが，そうではない．倉敷

市の場合，広域避難所の中で最も広い場所は水島

緑地福田公園（4.0ha）であるが，この公園は干拓

地の小河川が集まる遊水地上の低地にあり，標高

1.8mと低く，河川を遡上する津波災害に対しては

脆弱である．このような悪条件の公園が広域避難所

に指定されている要因として，戦災被害の小さな倉

敷市中心部では戦後の区画整理事業が進んでおら

ず，中心市街地に広い公共スペースが確保しにくい

ことが考えられる．

表４　広域避難場所の数と収容人数

4.1.6　災害用物資の備蓄

　主な災害用物資の種類毎の備蓄量を表５に表す．

これを見ると，各市において備蓄内容に多少の差は

見られるものの，特筆すべき点は見出せなかった．

表５　主な災害用物資の種類毎の備蓄量

4.1.7　防災地図の作成と全戸配布

　防災地図（ハザードマップ）の作成の有無と種

類，南海地震を想定しているか，全戸配布してい

るか，Web公開しているかを比較したのが表６であ

る．何れの市も概ね対応がなされているが，特に液

状化マップについては，作成が遅れている所が多い

ことが分かる．また，配布については，全戸配布を

徹底している所と「関係者」のみ配布している所が

あるが，人の移動は基本的に自由であり，住所登録

地以外での被災の可能性もあるから，全戸配布を行

うべきであろう．

表６　防災地図の比較

4.1.8　住民への緊急連絡設備

　住民への緊急連絡設備（表７）に関しては，松山

市が非常に多様な方法を駆使して対応しようとして

いることがわかる．防災無線と電子メール，報道各

都市経営　No.7（2015），pp.01-11
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社への放送依頼については，どの都市も採用してい

る．特に，防災無線の設置が基本にあり，どの都市

も設備投資は防災無線に投入されていた．

　表７にまとめられた緊急連絡設備は健常者を基本

にしており，非健常者（視聴覚障がい者以外）のた

めの対応も今後は必要となると考えられる．

　また，外国人への対応は緊急連絡設備にはあまり

考慮されていない場合が多く，避難指示などは多言

語で示されているが，防災無線や放送，広報車も多

言語での対応にはなっていないのでこの点の検討も

今後の課題である．

表７　住民への緊急連絡設備

4.1.9　要援護者名簿

　災害時に避難の手助けを必要とする障がい者や高

齢者については，予めその住所や連絡先のリストを

作成し，災害時に速やかに支援するための配慮が必

要である．各都市とも，この目的により，政府の災

害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づく要援

護者名簿を作成しており，また災害時の支援マニュ

アルも作成されている（表８）．但し，どの都市に

も共通する課題として，個人情報保護の原則によ

り，リストへの掲載へは本人の同意が必要であるこ

とが挙げられる．実際の災害時には，当然リストに

は掲載されていない要援護者への支援が必要になる

ため，今後の対策が必要な項目であろう．内閣府の

資料（11）に紹介されている先進事例のように，介

護保険の担当課や医療機関・福祉施設などの関係機

関と情報共有の上でリストを作成するなど，多角的

な情報からのリスト作りが求められる．

表８　要援護者名簿及び支援マニュアルの有無

4.1.10　災害情報収集と指揮命令系統の整備

地震や台風などによる甚大な被害発生時及びその恐

れがある場合に，行政としての危機管理機能を発揮

させる施設として，緊急時対応の常設指揮所を市役

所内に設置しているかどうかを比べたのが表９であ

る．常設指揮所は災害時に迅速な対応を取るための

施設で，防災対策に熱心かどうかを測る最も適した

指標であると考える．

表９　常設指揮所設置の有無

4.1.11　自主防災組織との連携

　自主防災組織の結成状況を表10に示す．倉敷市

や高松市においては，自主防災組織の結成率が伸び

悩んでいることが問題である．各々の活動の中身に

ついての比較は，今後の課題である．

表10　自主防災組織数と連携の有無

4.1.12　学校における防災教育

　各都市とも防災教育の必要性は理解し，年数回の

避難を各学校で行っている（表11）．しかし，その

内容は各都市によって異なり，福山市は年数回の避

難訓練の実施のみであり，他の都市では防災アドバ

イザーや防災士，大学教員による出前講座などを実

施し，防災に関する知識の共有化を図ろうとしてい

る．松山市ではより積極的な取り組みを行い，災害
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対策指導監などによる学校訪問指導や防災センター

の活用推進などを行っている．　

　非健常者や子供のような弱者に対する教育や情報

伝達は，災害時の対応を理解する上で大変重要な対

策である．単なる教室からの避難であったり，集団

下校であったりと少し形骸化した取り組みだけでな

く，子供たちにも災害時対応の重要性を十分理解さ

せ，適切・迅速な避難が大人や教員の指導の下に行

えるベース作りも必要不可欠となる．

表11　学校における防災教育の比較

4.1.13　住民参加による定期的防災訓練

　地震・津波災害を念頭に置いた定期的な防災訓練

は，①市が主催し，住民の他に市内の事業所が参加

する総合訓練，②小学校区単位など，地域毎に行わ

れる自主的な訓練に大別される．4都市全てが，総

合および地区単位どちらの訓練も実施しているが，

その内容には大きな開きがある．ここでは総合訓練

について述べる．

　最も大規模な総合防災訓練を行っているのは，参

加人数が約7,000人を数える松山市である．携帯電

話向けの緊急速報メールを試験運用して住民が一斉

に高台へ避難し，また協力機関として自衛隊が加わ

るなど，実際の災害発生時に想定される協力体制の

確認も含む大規模な訓練が実施されている．

　倉敷市の防災訓練も，80の自主防災組織を含め

て一斉に実施される大規模なもので，参加者は約

6,000人を数える．訓練はメイン会場と各地区に分

かれて行われ，避難訓練の他に炊き出し訓練や防災

マップ作りの体験などが行われている．

　一方，福山市と高松市では，市が主催する大規模

な訓練は行われているが，その対象地域がやや限定

的で，全市を挙げての訓練を実施するには至ってい

ない．地区毎に想定される被害が異なったり，県レ

ベルの防災訓練との役割分担など実施には多くの課

題が存在すると思われるが，参加人数が多い程，よ

り高いレベルの訓練（例えば松山市のような，自衛

隊による救援訓練）が可能で，効果が期待できる．

両市にとって今後の課題であろう．

表12　住民参加による定期的防災訓練の比較

4.1.14　大学等研究機関との連携

　それぞれの市と大学等研究機関との連携を比較し

たのが表13である．倉敷市を除いて，地元大学と

の連携を行い，その研究成果を地域の安全・安心の

ために生かそうと努力していることが伺える．

表13　危機管理・防災について大学との連携

4.1.15　インフラの確保

　災害時のインフラ（産業や生活の基盤となる施

設）の確保について，対策の有無を調査した（表

14）．表14には，インフラと共に，医療救護活動や

応援物資提供，一時避難施設使用の有無も追記し

た．今回の調査が十分でなく，表の中に空白が多い
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が，高松市の対策の遅れが目立つ．また，福山市に

おいては，インフラなどの確保のために，各方面に

対して積極的に協定を結ぶなどしているが，例えば

電気・ガスは被害状況の情報提供のみの協定を結ぶ

など，中身は不十分であると言える．特に，電気・

ガスなどのライフラインについては，土地・施設の

使用や技術の提供など，一歩踏み込んだ協力体制が

必要と考える．

表14　災害時のインフラ確保対策の有無

4.1.16　その他の設備投資の内容

　上記の4.1.1～4.1.15に含まれなかった重要な項目

として，学校の耐震化率が挙げられる．公共の建物

の耐震化率を向上させるための設備投資は，自治体

の防災能力を評価する上で役立つと考えられる．こ

れに関して，松山市の調査においては，情報を自ら

提供して下さったが，他市の調査においては，我々

が調査項目に明示的に挙げなかったため，残念なが

ら比較のための情報を得ることが出来なかった．

4.2　遠方3市との比較

　上記の瀬戸内近隣4市に加えて，立地・規模や災

害経験などが異なる遠方の札幌市・仙台市・那覇市

を訪問して，同様の聞き取り調査を実施した．

　先ず，札幌市と那覇市について考える．瀬戸内海

に面する4都市との大きな違いはその地理的・気候

条件に起因する．札幌市では地震や津波による被害

想定ではなく，原子力発電所や雪害の対応に重点を

置く．雪害については毎年の除雪費は150億円を超

える．交通障害などの間接的な被害が大きい．那覇

市では台風と埋設爆弾処理が災害対策でウエイトが

大きい．台風については慣れもあり，対応などで問

題の発生は少ない．被害に遭うのはむしろ観光客で

ある．暴風雪の警報発令時には公共交通機関は遮断

され，住民は敢えて外出しない．こうした備えのな

い観光客が倒木などで怪我を負うことがある．爆弾

処理は戦時下の米軍による艦砲射撃の不発弾の処理

出動である．毎月1回程度の出動がある．発見後は

まず警察が対応するが，住民避難や交通遮断で市の

危機管理部署が出動する．実際の処理は自衛隊が行

う．移動して処理する場合と現地で処理する場合と

がある．札幌の雪害対策と那覇の不発弾処理は，他

の都市では発生しえない課題であり，そのためにか

なりの人員と経費を充てざるを得ない．

　次に，仙台市について考えると，やはり平成23

年3月11日の東日本大震災の影響が非常に大きい．

そのため，防災対策は極めて現実的である．震災の

前後で大きく変わったことは，「自助・共助を前面

に進める，公助には限界がある」という考え方であ

る．具体的には，①市の本庁部局を中心に，地域と

行政が顔の見える関係づくりを行う，②地域の実情

に合わせ，市と住民が一体となって避難所運営マニ

ュアルを作ることで，地域づくりにつなげる，③自

助による安全・安心の確保や共助による地域での支

え合いによる活性化を基本にし，公助は要介護者を

主に支援を行う，というものである．

　こうして見ると，札幌市・仙台市・那覇市の場合

は，地域固有の問題が特徴的であり，先に述べた瀬

戸内4都市の場合と共通した問題と，地域固有の問

題とを各々分けて対策を考える必要があることが分

かった．

 

５　結論と今後の研究課題

　本研究では，第３章の図２に挙げた16の調査項

目を客観的指標として用い，福山市と規模や立地が

似かよった松山市・倉敷市・福山市・高松市の瀬戸

内近隣4市の防災能力の比較調査を行った．第４章

に記した調査結果を見れば，各自治体共に，国が定

める災害対策基本法などに基いて，将来起こる可能
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性のある大規模災害への事前対応を，着実に実行し

ていると言える．対応策の種類はどの自治体も大差

はないと言えるが，その内容は自治体によって温度

差が感じられる．例えば，松山市や倉敷市のように

緊急時対応の常設指揮所を市役所内に設置している

所と，福山市や高松市のようにそれを設置していな

い所がある．更に，松山市では，丸1日をかけて，

防災ヘリを導入するなど市を挙げて大規模な防災訓

練を年に１度行っており，災害対策に非常に熱心な

自治体として，全国的にも注目されている．一方，

福山市では，全ての項目において一通り防災対策に

力を入れており，防災訓練にしても，市長室の向か

いの会議室を災害対策本部に充て，年に2，3回訓

練を行うなど，それなりの対応がなされているもの

の，情報入手の手段が電話（衛星携帯電話を含む）

のみであるなど，その対応の中身は決して十分とは

言えない所もあり，更なる充実が求められる．ま

た，福山市においては，他市と比べて遜色ない対応

がなされている項目においても，市民の認知度が低

く，防災対策が手薄であるといった批判を受けるこ

とが多いのは，広報活動が不十分だからではなかろ

うか．例えば，松山市のように，市を挙げた大がか

りな一斉の防災訓練を行い，防災対策を市民にアピ

ールすることも必要ではないか．

　瀬戸内海沿岸都市は，気候が比較的に温暖なため

か，そこに住む人々はのんびりと暮しているように

思われる．しかし，気候が温暖だからと言って，例

えば地震の原因となる地殻変動がないとは限らな

い．現に，これまで多くの活断層が都市部近くにも

見付かってきている（7～10）．これらの地域では，過

去に大きな地震が発生したことを物語っており，将

来も大規模な地震が起きる可能性を否定出来ない．

その時，十分な災害対策を取っている自治体とそう

でない自治体では，その結末は容易に推測できる．

防災対策については，費用対効果がその時点では明

確でないから，被害想定を過小評価しがちである．

しかし，住民の命を預かる自治体として，防災対策

のための労力や費用を決して惜しむべきでないこと

は，最近頻発する大規模災害を見れば明らかであ

る．都市の防災能力の差が，被災住民の数を左右す

るのである．

　巷では，「Ａ市はＢ市に比べて防災対策が不十分

である」などとささやかれることがあるが，概して

その根拠は乏しい．一方，我々が本研究で採用した

一連の指標は客観的で，それなりに都市の防災能力

を比較するのに役立つと考える．これに基いて，例

えば，「防災都市ランキング」を作成して公表すれ

ば，競って防災対策に力を入れる都市が多く現れる

のではないだろうか．

　更に，我々は，遠方の札幌市・仙台市・那覇市の

防災能力調査も行った．これらの調査結果と瀬戸内

4市の調査結果を合わせて比較検討することによっ

て，今後の研究課題が明らかになった．それは，危

機・防災管理に関して，①何れの都市にも共通した

問題と②地域固有の問題があり，各々分けて対策を

考える必要があるということである．①について

は，我々が用いた指標を用いて，都市の防災能力を

ある程度評価・比較できる．その際，今回の調査

のように，指標に挙げた各項目に○/×や量で答え

るだけでなく，その質（中身）をどうやって簡易的

なやり方で測るかが課題である．一方，②について

は，例えば，那覇市における台風対策や米軍不発弾

処理対策など，他の都市と同じ指標を用いて比較で

きない，地域固有の問題であり，当該都市における

それらの災害対策が十分かどうかを一律に評価する

のは難しい．

　最後に，当該地域において過去に地震や津波など

の災害が起きたか起きなかったかに関係なく，これ

らの災害がいつ何処で起きるか分からないのである

から，各自治体は防災対策をしっかりと講じるべき

である．その意味で，今回の研究結果を基に，防災

対策が比較的に手薄である自治体においては，他市

の事例を参考にしながら，一人でも多くの住民の命

を災害から守ることが重要な責務であることを再認

識し，謙虚にその対策を講じてもらいたいと願って

止まない．

　本研究の一部は，平成23年度から始まった福山

市・福山市立大学連携事業「災害に強い都市づく

り」の平成25年度報告の中で，福山市の担当部局

である企画総務局総務部危機管理防災課へ紹介し
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た．詳細な内容は，今後の連携事業の中で報告を行

い，市の防災対策に活用する計画である．
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An Evaluation of City Disaster Preparedness and Management Systems
- A Comparative Study of Cities in the Seto Inland Sea Region -

Hiromu ISHIO, Masami FUKUDA, Yukihiko TSUTSUMI, Yuki SAWADA

In order to evaluate and compare city disaster preparedness and management systems by using objective indices, 

we carried out hearing investigations of four neighboring cities including Fukuyama, all of which are located in the 

Seto Inland Sea region. In addition, we also carried out hearing investigations of three diff erent cities located very far 

from Fukuyama. By reporting here the results of those investigations, we intend to disclose problems to be solved and 

enhance inhabitant consciousness for improving city management systems in consideration of disaster preparedness.

Keywords : city disaster preparedness, city management system, city-to-city comparison, objective indices
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