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1 BOSS の操作手順 
BOSS（防災システム）の管理者向けの操作手順を説明します。 

1.1 ログイン 
 

BOSS にアクセスすると、最初にログイン画面を表示します。 

 
管理者用の ID とパスワードを入力し、災害種別名を選択して「ログイン」をクリックしま

す。 

ID とパスワードを照会し、正しければシステムにログインします。 

ID の所属情報を確認し、所属している自治体の業務フローを表示します。 
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1.2 業務フロー 
 

ログインすると、業務フロー画面を表示します。 

 
 

また、講師ユーザーでログインした場合は、右ペーンに受講者検索欄が表示されま

す。 

 

 
 

1.2.1  画面の説明 
業務フロー画面の説明は以下の通りです。 

① モード表示 

現在の表示が、通常モードか、災害モードかを表示します。 
取得したデータの中に災害モード中の災害が無い場合、もしくは選択した災害がサイ

ンイン中のユーザーの自治体に対して災害モード中でない場合、通常モードとして表

⑥  

⑤  

④  

③  
②  ①  

⑦  

⑧  

⑨  

⑩  

⑪  
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示されます。選択した災害がサインイン中のユーザーの自治体に対して災害モード

中の場合は災害モードとして表示されます。 

災害ごとのシステム モードの切り替えはシステム管理で行います。 

閲覧モードか、編集モードかを表示します。クリックしプルダウンを選択することで、

モードを切り替えることができます。サインイン中のユーザーの自治体に対して 1 つ

以上災害モード中の災害がある場合は表示されず、閲覧モードとなり、編集モードに

切り替えることはできません。 

② 検索 

検索対象を選択し、キーワードを入力後、「検索」ボタンをクリックします。検索対象

から入力したキーワードで検索すると、検索結果画面で検索結果を表示します。 

検索対象は、「業務」「地域防災計画」「チェックリスト」「資料」「キーポイント」から選

択できます。複数選択も可能です。 

③右ペーン非表示／右ペーン表示 

右ペーンの表示／非表示を切り替えます。 

④アナウンス 

アナウンス画面を表示します。 

⑤組織選択 

部署を選択し、「表示」ボタンをクリックします。 

選択した部署が担当に含まれている中工程フローを全て表示します。 

⑥全体表示 

全ての業務についての中工程フローを表示します。 

⑦組織順表示 

組織ごとに担当している業務を表示します。 

⑧詳細シート一覧 

詳細シート一覧を表示します。 

⑨フロー図を出力 

フローチャートを画像ファイルとして出力します。「まとめる」を選択しないとフロー

チャートが複数表示されている場合は個別のファイルとして出力されます。「まとめる」

を選択すると、フローチャートが複数表示されている場合でも一つのファイルとして出

力します。 

⑩業務ボックス 

業務フロー上で一つの業務をクリックし、その業務の中工程フローを表示します。 

⑪受講者検索 

フローを表示させたい受講者受講者名を空白区切りで OR 検索します。テキストボッ

クスに検索内容を入力して検索ボタンを押すと、受講者業務フロー画面に遷移しま

す。 
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1.2.2  編集モード 
 

 
 

/編集」を切り替えます。 

 

編集モードでは以下のように表示されます。 

 

 
 

  

① 

② 
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(1) 新規業務ボックスの配置 
業務ボックスを配置するには、まず画面上のグレーのセルをクリックします。 

クリックしたセルがオレンジで表示します（①）。その状態で右側の編集画面（②）で、

業務番号、業務名称、略称を入力し、キーポイントが必要な場合は必要なだけキー

ポイントを追加・入力します。そして、右下の追加ボタンをクリックします。すると次の

図のように新規ボックスが追加されます。 

 
 

(2) 業務ボックスの編集 
既に配置されているボックスを変更します。 

右側の編集画面で、「追加・編集」を選択します。 
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編集画面で内容を修正し、「一時保存」をクリックします。 
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(3) コネクタの接続 
右の編集画面で、「追加・編集」>「コネクタ」タブをクリックします。 

 

 
 

その状態で、接続するボックスの一方を選択します。 

 
選択したボックスにオレンジの枠が付きます。 

 

コネクタの向きは選択した順番によらず左側から右側へ接続されます。 
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(4) 業務ボックスの色変更 
すでに配置されているボックスの色を変更します。 

右側の編集画面で「追加・編集」>「色」を選択します。 

 

 
 

その状態で色を変更したいボックスを選択します。複数選択することもできます。 

 

 
 

ボックス選択後、右側の編集画面で色名ドロップダウンを変更すれば、変更した色が

ボックスに反映されます。 
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(5) 枠の追加 
枠を新規追加します。 

右側の編集画面で「追加・編集」>「枠」を選択します。 

 

 
 

その状態で、枠の範囲の左上、右下、もしくは、左下、右上となるボックス、もしくは、

セルをクリックします。一つのセルのみを選択することも可能です。 

それから選択完了ボタンをクリックします。 

 

 
 

そうすると、枠が表示されるので、見出しを入力して一時保存ボタンをクリックします。

すると、見出しが反映されます。 
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(6) 枠の編集 
枠の移動と見出しの編集をします。 

右側の編集画面で、「追加・編集」>「枠」を選択します。 

 

 
 

その状態で、既存の枠を選択します。すると、枠が選択状態になり、その枠の見出し

が右側の編集画面に表示されます。 

 

 
 

枠の位置を移動する場合は、作成した場合と同様に二点選択し、選択完了ボタンを

クリックします。 
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すると枠が移動します。 
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(7) カテゴリの追加 
カテゴリを新規追加します。 

右側の編集画面で「追加・編集」>「行」を選択します。 

 
 

フローチャートの左下にある、カテゴリ追加ボタンで新規カテゴリを追加します。 

 

 
 

そうすると、最下行に新規カテゴリが追加されます。 

 

 



1 BOSS の操作手順 

 13 
 

カテゴリ上部左側とカテゴリ下部左側に表示される「上へ」「下へ」ボタンを利用して、

カテゴリを配置したい位置まで動かします。 

 

 
 

最後に右側の編集画面でカテゴリ名を入力して、「一時保存」ボタンをクリックすると

反映されます。 
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(8) カテゴリの編集 
カテゴリの編集をします。 

右側の編集画面で、「追加・編集」>「行」を選択します。 

 

 
 

その状態で、既存のカテゴリを選択します。すると、カテゴリが選択状態になり、その

カテゴリの名前が右側の編集画面に表示されます。 

カテゴリの位置を変更する場合は、カテゴリ作成時と同様に操作します。 

カテゴリ名を変更する場合も、カテゴリ作成時と同様に操作します。 

 

(9) 業務ボックスの移動 
既に配置しているボックスを別の位置に移動します。 

右側の編集画面で、「移動」を選択します。 
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方法１： 

ボックスを選択すると、選択したボックスにオレンジの枠が付きます。 

 
 

 

 

方法２： 

グレーで表示されている移動先セルをクリックすると、クリックされた部分がオレンジに

なります。 
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方法３： 

まず、「ドラッグ＆ドロップ」タブを選択します。 
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(10) 列・行の追加 
列追加ボタン、行追加ボタンを押下すると、列・行が追加されます。 

新規追加された列・行にボックスを配置しなかった場合、その列・行は保存時に削除

されます。 

 
 

(11) オブジェクトの削除 
既に配置しているボックス、コネクタ、枠、カテゴリを削除します。 

左側の編集画面で、「削除」を選択します。 

 
 

 

この状態で削除したいオブジェクトを選択すると、選択されたオブジェクトがオレンジに

なります。「削除」をクリックすると、選択されたオブジェクトが削除されます。 

 

(12) データの保存 
編集モードで行った作業を最終的に保存します。 

編集画面で「保存」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。 
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1.3 業務フロー（災害モード） 
 

取得したデータの中に災害モード中の災害が含まれている場合、災害選択 UI が表

示されます。 

選択された災害に対して災害モード中の自治体のデータは、災害モード中としての表

示となります。 

 

 
 

1.3.1  画面の説明 
業務フロー（災害モード）については基本的に通常モードと同様の操作になります。

1.2.1 画面の説明を参照してください。ただし、災害モードでは編集できません。また、

通常モードでは表示されていなかった項目がいくつか表示されますので、以下で説

明します。 

 

①災害選択プルダウン 

現在表示中の災害を表示します。ログインユーザの都道府県配下で複数の災害が

災害モードである場合はそれら全部を表示し、切り替えることができます。 

②ガントチャートリンク 

全体ガントチャートへのリンクを表示します。 

③サマリリンク 

全体サマリへのリンクを表示します。 

④一覧リンク（川崎向け機能） 

全体一覧へのリンクを表示します。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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1.3.2  全体ガントチャート 
業務フロー（災害モード）からガントチャートリンクを押すと全体ガントチャートに遷移し

ます。自治体ドロップダウンで選択した自治体の業務ごとのガントチャートを表示しま

す。業務配下の各中工程のうち、一番早い開始から、最後の終了までのチャートを

表示します。 

 

 
① リンク 

全体一覧（川崎向けの場合）、全体サマリ、業務フロー画面へのリンクを表示します。 

② 自治体選択プルダウン 

指定の災害に移行した自治体（通常モードに戻った自治体含む）を選択します。 

③ スケール 

ガントチャートのタイムスケールを 1,3,6,12 時間に切替えます。 

④ ソート 

ガントチャートを業務番号、開始日時、終了日時でソートします。 

  

① 

② ③ ④ 
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1.3.3  全体サマリ 
業務フロー（災害モード）からサマリリンクを押すと全体サマリに遷移します。全体サマ

リでは自治体ドロップダウンで選択した自治体（もしくは、全て）の全てのステータス別

の中工程の数を業務ごとに確認できます。また、川崎モードで全体サマリ（すべて）か

全体サマリ（市区町村）を表示した場合は、上部に CF の進捗一覧が表示されます。 
 

全体サマリ（都道府県） 

 
 

① リンク 

全体サマリ、全体一覧（川崎向けの場合）、業務フロー画面へのリンクを表示します。 

②自治体選択プルダウン 

指定の災害に移行した自治体（通常モードに戻った自治体含む）を選択します。「す

べて」を選択した場合は、指定の災害に移行した全都道府県/市区町村の集計値を

表示します。 

  

① 
② 
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1.4 中工程フロー 
 

業務フローで一つの業務をクリックし、中工程フロー画面を表示します。 

 

 
 

1.4.1  画面の説明 
中工程フロー画面の説明は以下の通りです。 

①モード表示 

現在の表示が、通常モードか、災害モードかを表示します。 
取得したデータの中に災害モード中の災害が無い場合、もしくは選択した災害がサイ

ンイン中のユーザーの自治体に対して災害モード中でない場合、通常モードとして表

示されます。選択した災害がサインイン中のユーザーの自治体に対して災害モード

中の場合は災害モードとして表示されます。 

災害ごとのシステム モードの切り替えはシステム管理で行います。 

閲覧モードか、編集モードかを表示します。クリックしプルダウンを選択することで、

モードを切り替えることができます。サインイン中のユーザーの自治体に対して 1 つ

以上災害モード中の災害がある場合は表示されず、閲覧モードとなり、編集モードに

切り替えることはできません。 

②業務情報、前へ、次へ 

業務名と業務番号を表示します。 

また、前へ、次へボタンで業務番号に基づいて前後の業務へ遷移することができま

す。 

③業務フローボタン 

業務フロー画面に戻ります。 

④表示切替（表示範囲） 

表示する自治体を選択して、上の「表示」ボタンをクリックすると表示されます。 

① 
 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑦ 
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⑤表示切替（担当部署） 

所属している自治体の部署を選択できます。選択された部署が担当するボックスが

強調表示されます。 

⑥表示切替（地域防災計画） 

地域防災計画の有無を選択できます。地域防災計画が設定されているフローが強

調表示されます。 

⑦フロー図を出力 

フローチャートを画像ファイルとして出力します。「まとめる」を選択しないとフロー

チャートが複数表示されている場合は個別のファイルとして出力されます。「まとめる」

を選択すると、フローチャートが複数表示されている場合でも一つのファイルとして出

力します。 

⑧中工程ボックス 

中工程フロー上で一つの中工程ボックスをクリックし、その中工程の業務詳細シート

を表示します。 

 

右ペーン非表示／表示ボタンと、フロー図を出力ボタンは業務フローと同様の動きに

なります。1.2.1 画面の説明を参照してください。 
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1.4.2  編集モード 
編集モードについては基本的に業務フローと同様の操作になります。 

1.2.2 編集モードを参照してください。 

 

なお、中工程フローでは業務フローの「移動」タブの代わりに「移動・コピー」タブがあり

ます。以下で使い方を説明します。 

 

(1) 中工程ボックスの移動 
すでに配置している中工程ボックスを移動します。 

右側の編集画面で「移動・コピー」>「クリック」を選択します。 

編集画面の左下の「移動」／「コピー」選択ボタンでは「移動」が選択されている必要

があります。 

 

 
移動したいボックスを選択します。複数選択可能です。 
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その後移動先のセル（複数選択した場合は、一番右側の一番上に対応するセル）を

選択すると、そのセルに移動します。複数選択した場合で、移動できないセルを選

択した場合は、移動されません。 

 

 
 

中工程ボックスのコピー 
すでに配置している中工程ボックスをコピーします。 

操作方法については、(1)中工程ボックスの移動と同じです。 

ただし、「移動」／「コピー」選択ボタンでは「コピー」が選択されている必要がありま

す。 
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(3) クリティカルフロー作成（川崎向け機能） 
市区町村もしくは部署（避難所）で共通する中工程として、クリティカルフローを作成

できます。クリティカルフローは都道府県管理者のみ作成・編集が可能です。市区町

村の中工程フロー内で作成・編集します。 

 

空のセルを選択します。 

右側の編集画面で「追加・編集」>「中工程名称」を選択します。 

クリティカルフローの中工程名称を入力します。 

 
 

市区町村で共通するクリティカルフローを作成する場合は、「クリティカルフロー「区」

追加」を押下します。部署（避難所）で共通するクリティカルフローを作成する場合は、

「クリティカルフロー「避難所」追加」を押下します。 

 
 

 

最下行に 1 行追加し、クリティカルフローが追加されます。 
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1 BOSS の操作手順 

 27 
 

1.5 中工程フロー（災害モード） 
 

取得したデータの中に災害モード中の災害が含まれている場合、災害選択 UI が表

示されます。 

選択された災害に対して災害モード中の自治体のデータは、災害モード中としての表

示となります。 

 

 
 

  

③ 

② 

⑦ ⑨ 

① 
④ 

⑥ ⑧ 

⑤ 
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1.5.1  画面の説明 
中工程フロー（災害モード）の基本的な操作は通常モードと同様となります。1.4.1 画

面の説明を参照してください。ただし、災害モードでは編集できません。それ以外の

通常モードとの違いは以下になります。 

 

① 中工程フロー 

中工程フロー上で一つの中工程ボックスをクリックし、その中工程のステータスと

チェックリストを表示します。 

クリックした中工程が、所属している自治体のものである場合には、ステータスの変

更、チェックリストのチェック / チェック解除ができます。 

また、中工程名のリンクをクリックすることで、業務詳細シートに遷移することができま

す。 

 

 
 

 災害選択プルダウン 

現在表示中の災害を表示します。ログインユーザの都道府県配下で複数の災害が

災害モードである場合はそれら全部を表示し、切り替えることができます。 

③ 一覧（都道府県単位）リンク（川崎市向け機能） 

一覧（都道府県単位）へのリンクを表示します。 

④ 一覧（市区町村単位）リンク（川崎市向け機能） 

一覧（市区町村単位）へのリンクを表示します。 

⑤ サマリ（都道府県単位）リンク 

サマリ（都道府県単位）へのリンクを表示します。 
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⑥ サマリ（市区町村単位）リンク 

サマリ（市区町村単位）へのリンクを表示します。 

⑦ ガントチャート（都道府県単位）リンク 

ガントチャート（都道府県単位）へのリンクを表示します。 
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1.5.2  ガントチャート（都道府県単位） 
中工程フロー（災害モード）からガントチャート（都道府県単位）リンクを押すとガント

チャートに遷移します。指定した災害に移行した自治体の中工程のステータスをガン

トチャートで表示します。 

 

 
ガントチャート（都道府県単位）については基本的に全体ガントチャートと同様の操作

になります。1.3.2 全体ガントチャートを参照してください。 

① リンク 

サマリ（都道府県単位）、一覧（都道府県単位）（川崎向けの場合）、ツイート、中工

程フロー画面へのリンクを表示します。 

② クリティカルフローのみ表示（川崎市向け機能） 

クリティカルフローのみを表示する/しないを切替えます。 

③ 不要を表示 

ステータス「不要」の中工程フローを表示する/しないを切替えます。 

④ 市区町村リンク（川崎向け機能） 

ガントチャート（市区町村単位）へのリンクを表示します。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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1.5.3  ガントチャート（市区町村単位） 
中工程フロー（災害モード）からガントチャート（市区町村単位）リンクを押すとガント

チャートに遷移します。指定した災害に移行した遷移元自治体の中工程のステータ

スをガントチャートで表示します。 

 

 
ガントチャート（市区町村単位）については基本的に全体ガントチャートと同様の操作

になります。1.3.2 全体ガントチャートを参照してください。 

① リンク 

都道府県ガントチャート、サマリ（市区町村単位）、一覧（市区町村単位）（川崎向け

の場合）、ツイート、中工程フロー画面へのリンクを表示します。 

  

① 
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1.5.4  サマリ（都道府県単位） 
中工程フロー（災害モード）からサマリ（都道府県単位）リンクを押すとサマリに遷移し

ます。指定した災害に移行した自治体の中工程のステータスを集計、表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① リンク 

ガントチャート（都道府県単位）、一覧（都道府県単位）（川崎向けの場合）、ツイート、

中工程フロー画面へのリンクを表示します。 

② 市区町村リンク（川崎向け機能） 

サマリ（市区町村単位）へのリンクを表示します。 

1.5.5  サマリ（市区町村単位） 
中工程フロー中工程フロー（災害モード）からサマリ（市区町村単位）リンクを押すとサ

マリに遷移します。指定した災害に移行した遷移元自治体の中工程のステータスを

集計、表示します。川崎向けの場合は上部にクリティカルフローの進捗テーブルが表

示されます。 

 

 

② 
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① リンク 

都道府県サマリ、ガントチャート（市区町村単位）、一覧（市区町村単位）（川崎向け

の場合）、ツイート、中工程フロー画面へのリンクを表示します。 

  

① 
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1.5.6  ツイート 
中工程フロー（災害モード）からツイートリンクを押すとツイートに遷移します。指定した

災害に移行した自治体の中工程のツイートを一覧表示します。 

 

 
 

① リンク 

ガントチャート（都道府県単位）、サマリ（都道府県単位）、一覧（都道府県単位）（川

崎向けの場合）、中工程フロー画面へのリンクを表示します。 

 

  

① 
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1.6 業務詳細シート 
 

中工程フローで中工程ボックスを選択し、業務詳細シートを表示します。 

 
 

 

 

1.6.1  画面の説明 
業務詳細シートの説明は以下の通りです。 

①モード表示 

現在の表示が、通常モードか、災害モードかを表示します。 
取得したデータの中に災害モード中の災害が無い場合、もしくは選択した災害がサイ

ンイン中のユーザーの自治体に対して災害モード中でない場合、通常モードとして表

示されます。選択した災害がサインイン中のユーザーの自治体に対して災害モード

中の場合は災害モードとして表示されます。 

災害ごとのシステム モードの切り替えはシステム管理で行います。 

閲覧モードか、編集モードかを表示します。クリックしプルダウンを選択することで、

モードを切り替えることができます。サインイン中のユーザーの自治体に対して 1 つ以

上災害モード中の災害がある場合は表示されず、閲覧モードとなり、編集モードに切

り替えることはできません。 

②中工程フローリンク 

中工程フロー画面へ戻ります。 

③業務フローリンク 

業務フロー画面へ戻ります。 

 

① 
② 

 

③ 
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1.6.2  編集モード 
モード切替用のタブ（①）を使い、「閲覧/編集」を切り替えます。 

 

 
 

 

1.6.3  地域防災計画とのリンク 
 

 
 

指定した中工程について、地域防災計画に記述されている場合は、業務詳細シート

の下部に地域防災計画へのリンクを表示します。 

クリックすることで地域防災計画の内容を確認することができます。 

また PDF マークをクリックすることで、実際の地域防災計画の PDF ファイルを表示し

ます。 
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1.6.4  関係資料～その他のリンク 
 

 
 

指定した中工程に関連資料、関連システム、過去の対応資料などが紐付けられて

いる場合は、リンクが表示されます。 

それらのクリックすることで閲覧、もしくは、ダウンロードをすることができます。 
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1.7 業務詳細シート（災害モード） 
 

取得したデータの中に災害モード中の災害が含まれている場合、災害選択 UI が表

示されます。 

選択された災害に対して災害モード中の自治体のデータは、災害モード中としての表

示となります。 

 
 

1.7.1  画面の説明 
詳細シート（災害モード）の基本的な操作は通常モードと同様です。1.6.1 画面の説

明を参照してください。 

ただし、災害モードでは編集できません。また、通常モードとの違いは以下になりま

す。 

① ステータス ラジオ ボタン 

中工程の現在のステータスを表示します。所属している自治体のステータスを変更

できます。リセット ボタンを押下するとステータスとチェックリストの状態が初期化され

ます。 

② チェックリスト 

中工程の現在のステータスが「開始」の時に表示されます。所属している自治体の

チェックリストをチェック/チェック解除でき、チェックするとその日時が記録されます。 

③ ツイート 

表示されている中工程に対するツイートを閲覧、追加、修正、削除ができます。 

  

① 

③ 

② 



1 BOSS の操作手順 

 39 
 

1.8 検索結果 
 

業務フローで検索した検索結果を表示します。 

 
 

画面の説明 
業務フロー画面で「業務」を選択して検索した場合は、「業務」「中工程」「ツイート」の

検索結果を表示します。 

「チェックリスト」を選択して検索した場合は、「チェックリスト」の検索結果を表示しま

す。この場合は、右上に重要度ドロップダウンが表示され、表示するチェックリストを重

要度によってフィルターすることができます。 

「資料」を選択して検索した場合は「資料」の検索結果を表示します。 

「キーポイント」を選択して検索した場合は「キーポイント」の検索結果を表示します。 
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1.9 詳細シート一覧 
 

ログイン ユーザーの属する自治体のすべての業務詳細シートの特定の情報を一覧

で閲覧・編集できます。 

 

 

 

1.9.1  画面の説明 
「地域防災計画(ページ番号)」・「業務概要」・「実施方法と留意事項」を画面上で編

集可能です。 

 

また、CSV としてエクスポート・インポートできる項目として、「担当部署・地域防災計

画 PDF ページ番号・業務概要・実施方法と留意事項」「資料」「チェックリスト」の 3
種類があります。 

  



1 BOSS の操作手順 

 41 
 

1.9.2  CSV エクスポート・インポート機能 
 

CSV としてエクスポート・インポートできる項目として、「担当部署・地域防災計画 
PDF ページ番号・業務概要・実施方法と留意事項」（別名：その他）「資料」「チェッ

クリスト」の 3 種類があります。エクスポート時には出力範囲を選択でき、「すべて」を

選択するとすべての業務に対して出力され、業務を選択すると選択した業務に対し

て出力できます。以下でそれぞれの CSV のエクスポート・インポート内容について説

明します。 

 

(1) 担当部署・地域防災計画 PDF 番号・業務概要・実施方法と留意事項（その他） 
 

この CSV を出力した場合、出力される項目は以下になります。 

 

表 1 その他 CSV エクスポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号  

2 業務名称  

3 中工程 ID  

4 中工程名称  

5 担当部署 複数存在する場合には、担当部署名が “;” 区切り

で出力されます。 

6 対応時期  

7 地 域 防 災 計 画

（ページ番号） 
複数存在する場合には、ページ番号が “;” 区切り

で表示されます。 

8 業務概要  

9 実施方法と留意

事項 
 

10 関係資料 複数存在する場合は、”;” 区切りで出力されます。 

11 関連システム 複数存在する場合は、”;” 区切りで出力されます。 

12 過去の対応資料 複数存在する場合は、”;” 区切りで出力されます。 

13 その他 複数存在する場合は、”;” 区切りで出力されます。 

 

また、インポートに利用する CSV の基本的な構造については、エクスポートされる

CSV と同じになります。他の種類の CSV インポートについては、インポートした項目が

新規追加されますが、この CSV インポートについては中工程 ID をキーに中工程に

関する情報がアップデートされます。 
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表 2 その他 CSV インポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号 アップデートされません。（ヘッダー行かどうかの判別

のため、正の整数が入力されている必要がありま

す。） 

2 業務名称 アップデートされません。 

3 中工程 ID この項目をキーに中工程情報がアップデートされま

す。 

4 中工程名称 アップデートされません。 

5 担当部署 担当部署を “;” 区切りで入力しておくと、CSV の記

載内容でアップデートされます。 

6 対応時期 アップデートされません。 

7 地 域 防 災 計 画

（ページ番号） 
ページ番号を “;” 区切りで入力しておくと、CSV の

記載内容でアップデートされます。 

8 業務概要 CSV の記載内容でアップデートされません。 

9 実施方法と留意

事項 
CSV の記載内容でアップデートされません。 

10 関係資料 アップデートされません。 

11 関連システム アップデートされません。 

12 過去の対応資料 アップデートされません。 

13 その他 アップデートされません。 
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(2) 資料 
 

この CSV を出力した場合、出力される項目は以下になります。中工程に資料が複

数紐づく場合は資料の数だけ行が出力され、中工程に資料が一つも紐づけられてい

ない場合も資料種別 ID 以降が空で 1 行出力されます。 

 

表 3 資料 CSV エクスポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号  

2 業務名称  

3 中工程 ID  

4 中工程名称 中工程に資料が一つも紐づかない場合もここまで出

力され、これ以降の列は空となります。 

5 資料種別 ID 資料種別 ID が 1~4 の整数値で出力されます。 

6 関係資料 ID 必要帳票・マニュアル種別 ID が 1~5 の整数値で出

力されます。 

7 資料用ファイル ID  

8 公開 公開か非公開かが 0 か 1 で出力されます。 

9 URL  

10 タイトル  

 

また、インポートに利用する CSV の基本的な構造については、エクスポートされる

CSV と同じになります。この CSV では資料種別 ID が空の行は無視され、資料種別

ID が含まれている列には、新規資料として中工程情報に登録されます。そのため、

エクスポートした資料 CSV を書き換えてインポートした場合、既存の資料がアップ

デートされるのではなく、インポート CSV に含まれていた資料情報がすべて新規資料

として追加されます。 

 

表 4 資料 CSV インポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号 アップデートされません。（ヘッダー行かどうかの判別

のため、正の整数が入力されている必要がありま

す。） 

2 業務名称 アップデートされません。 

3 中工程 ID この項目をキーに中工程情報がアップデートされま

す。 

4 中工程名称 アップデートされません。 

5 資料種別 ID この項目が含まれている行を新規資料として中工程

情報に追加します。1~4 の整数値が記載されている
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必要があります。 

6 関係資料 ID 資料種別 ID が 1 の場合に必須です。1~5 の整数値

が記載されている必要があります。 

7 資料用ファイル ID この値と URL を両方含めるとエラーになります。ログイ

ンユーザの自治体に紐づく資料用ファイル ID を指定

する必要があります。 

8 公開 公開か非公開を 0 か 1 で記載する必要があります。 

9 URL この値と資料用ファイル ID を両方含めるとエラーに

なります。 

10 タイトル  
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(3) チェックリスト 
 

この CSV を出力した場合、出力される項目は以下になります。中工程にチェックリス

トが複数紐づく場合はチェックリストの数だけ行が出力され、中工程にチェックリストが

一つも紐づけられていない場合も資料種別 ID 以降が空で 1 行出力されます。 

 

表 5 チェックリスト CSV エクスポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号  

2 業務名称  

3 中工程 ID  

4 中工程名称 中工程に資料が一つも紐づかない場合もここまで出

力され、これ以降の列は空となります。 

5 チェックリスト  

6 重要度 重要度が 1~3 の整数値で出力されます。 

 

また、インポートに利用する CSV の基本的な構造については、エクスポートされる

CSV と同じになります。この CSV ではチェックリストが空の行は無視され、チェックリス

トが含まれている行は新規チェックリストとして中工程情報に登録されます。そのため、

エクスポートしたチェックリスト CSV を書き換えてインポートした場合、既存のチェック

リストがアップデートされるのではなく、インポート CSV に含まれていたチェックリスト情

報がすべて新規チェックリストとして追加されます。 

 

表 6 チェックリスト CSV インポート 

列番号 列名 備考 

1 業務番号 アップデートされません。（ヘッダー行かどうかの判別

のため、正の整数が入力されている必要がありま

す。） 

2 業務名称 アップデートされません。 

3 中工程 ID この項目をキーに中工程情報がアップデートされま

す。 

4 中工程名称 アップデートされません。 

5 チェックリスト  

6 重要度 この列が含まれている行を新規チェックリストとして中

工程情報に追加します。重要度を 1~3 の整数値で

記載する必要があります。 
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1.10 アナウンス機能 
 

システム管理者・都道府県管理者・市区町村管理者・講師は他のユーザーに対し

てアナウンスすることができます。 

 

 

1.10.1  画面の説明 
 

宛先として「都道府県」と「市区町村」を選択することができます。 

 

システム管理者の場合、「都道府県」を選択すればすべての都道府県ユーザーに

対して、「市区町村」を選択すればすべての市区町村ユーザーに対してアナウンスし

ます。 

 

都道府県管理者・市区町村管理者の場合、「都道府県」を選択すれば、自身が属

する都道府県のユーザーに対して、「市区町村」を選択すれば、自身が属する都道

府県内のすべての市区町村ユーザーに対してアナウンスします。 
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1.10.2  通知 

 

アナウンスを受け取った場合、ログイン後に「新規アナウンスがあります。」というダイ

アログが表示されます。 

このメッセージは、アナウンス画面の未確認自分宛アナウンス一覧にあるすべてのア

ナウンスを確認するまでログインの度に表示されます。 
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1.10.3  確認・削除 

 

未確認自分宛アナウンス一覧にあるアナウンスに対しては確認ボタンが表示されま

す。アナウンスの内容を確認したら押下してください。押下後、そのアナウンスは確認

済み自分宛アナウンス一覧に移動します。 

(確認ボタン押下時に「保存に失敗しました。」というダイアログが表示される場合、当

該アナウンスがすでに削除されている可能性があります。その場合、画面をリロードし

てください。) 

 

自身が投稿したアナウンスは、投稿済みアナウンス一覧に表示されます。削除ボタ

ンを押下することで、当該アナウンスを削除することができます。そのアナウンスは、

宛先となっていたユーザーに対し未確認アナウンスとして通知されることも、そのユー

ザーのアナウンス画面に表示されることもなくなります。 
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1.11 BOSS の管理機能 
 

共通ヘッダーからシステム管理画面へ遷移することができます。 

 
 

「システム管理」をクリックし、管理者メニューを表示します。 

 
 

管理者メニューでは、ユーザー、部署、地域防災計画 PDF などの管理ができます。 

またシステムモード（通常/災害）の切り替えも行います。 
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1.11.1  管理メニューの基本操作 
災害種別一覧、災害一覧、ユーザー一覧、部署一覧、地域防災計画 PDF 一覧、

資料用ファイル一覧の基本操作について説明します。 

(1) 新規登録 
新たなデータを登録する場合は、下部の「追加」ボタンをクリックします。 

（例としてユーザー管理画面を用いて説明します） 

 
 

データを登録する画面を表示します。 

 
 

追加するデータの内容を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 
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(2) 既存データの編集 
既に登録しているデータを変更する場合には、その該当データの右端にある「編集」

ボタンをクリックします。 

 
 

データを変更する画面を表示します。 

 

 
 

データを変更し、最後に「登録」ボタンをクリックします。 

削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

 

(3) 既存データの削除 
 

 
既に登録しているデータを削除する場合には、その該当データの右端にある「削除」

ボタンをクリックします。 

 

データの削除については編集画面から行うこともできます。 
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1.11.2  災害種別管理 
災害種別管理画面の基本操作については、1.17.1 管理メニューの基本操作を参

照してください。 

なお、災害種別管理画面ではログインしている災害種別については削除することがで

きません。ログインしている災害種別を削除したい場合は、他の災害種別にログイン

して、削除してください。 

 

基本操作以外の操作については、以下をご覧ください。 

 

(1) 標準データのコピー 
標準データのコピーをする場合は、右下の「標準データのコピー」ボタンをクリックしま

す。 

 

 
 

標準データをコピーする画面を表示します。 

 
標準データコピー対象を入力して「コピー」ボタンをクリックします。 

  



1 BOSS の操作手順 

 53 
 

1.11.3  災害管理 
災害管理画面の基本操作については、1.16.1 管理メニューの基本操作 を参照し

てください。 

災害管理画面ではシステム モードの切り替えと、チェックリスト CSV のエクスポート

ができます。システム モードの切り替えについては 1.17.17 通常/災害モードの切り

替え をご覧ください。 

「市区町村のシステム モード一覧」リンクより、「市区町村のシステム モード一覧」画

面へ遷移できます。当該災害に対する当該都道府県に属するすべての市区町村の

システム モードを一覧で確認し、システム モードの切り替えおよびチェックリスト 
CSV のエクスポートが可能です。 

 

(1) チェックリスト CSV のエクスポート 
災害モードになっている災害と自治体の組み合わせには、「チェック リスト CSV を

エクスポート」リンクが表示され、押下することでチェックリスト CSV をエクスポートす

ることができます。 
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1.11.4  対応時期管理 
対応時期管理画面を表示するには、災害種別一覧から「対応時期一覧」リンクをク

リックします。 

 

 
 

対応時期を管理する画面を表示します。 

 

 
 

対応時期管理画面の基本操作については、 1.17.1 管理メニューの基本操作を参

照してください。 

 

基本操作以外の操作については以下をご覧ください。 
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(1) 順番変更 
対応時期の順番を変更したい場合は「上へ」「下へ」リンクをクリックします。 

 
 

(2) 発災追加 
発災を追加したい場合は「発災追加」ボタンをクリックします。なお、すでに発災が追

加されている場合はクリックできません。 
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1.11.5  都道府県管理 
都道府県管理画面では、システム管理者の場合システムに登録されているすべて

の都道府県、それ以外のユーザーは自身の属する都道府県を確認できます。また、

「市区町村一覧」リンクから当該都道府県に属する「市区町村一覧」画面へ遷移で

きます。 

 

1.11.6  市区町村管理 
市区町村管理画面を表示するには、都道府県一覧から「市区町村一覧」リンクをク

リックします。 

 
市区町村管理画面では、市区町村の順番変更ができます。 

 

(1) 順番変更 
市区町村の順番を変更したい場合は「上へ」「下へ」リンクをクリックします。 
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1.11.7  ユーザー管理 
ユーザー管理画面の操作については、 1.17.1 管理メニューの基本操作 を参照し

てください。 

 

なお、DMTC モードの場合には、ユーザー一覧下部に講師追加ボタンが表示され、

講師を追加することができます。講師追加の操作については、通常の新規登録操作

と同じです。なお、DMTC モードの設定方法については、1.20 設定ファイル（DMTC
向け機能）を参照してください。 

 

 
 

1.11.8  ユーザー編集可能災害種別管理 
ユーザー編集可能災害種別管理画面を表示するには、ユーザー一覧から「ユー

ザー編集可能災害種別一覧」リンクをクリックします。 
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ユーザー編集可能災害種別を管理する画面を表示します。 

 

 
 

ユーザー編集可能災害種別管理画面の操作については、 1.17.1 管理メニューの

基本操作 を参照してください。 
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1.11.9  部署管理 
部署管理画面の操作については、 1.17.1 管理メニューの基本操作 を参照してく

ださい。 

 

1.11.10  地域防災計画 PDF 管理 
地域防災計画 PDF 管理画面の操作については、 1.17.1 管理メニューの基本操

作を参照してください。 

 

1.11.11  資料用ファイル管理 
資料用ファイル管理画面の操作については、 1.17.1 管理メニューの基本操作を

参照してください。 
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1.11.12  履歴管理 
履歴管理機能では、履歴一覧の閲覧、検索ができます。 

 

 
 

「表示条件設定」リンクを押下すると、履歴一覧の表示条件を設定することができま

す。 
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1.11.13  デフォルト色設定管理 
デフォルト色設定管理機能ではフローチャートのボックス色、背景色を設定できま

す。 

 

 
 

デフォルト色設定を編集したいフローチャートの右側にある編集リンクをクリックしま

す。 

 

データを変更する画面を表示します。 

 

 
 

データを変更し、最後に登録ボタンをクリックします。 
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1.11.14  通常/災害モードの切り替え 
 

災害発生時には新規災害画面で都道府県に対し災害を新規登録できます。 

当該都道府県およびそこに属するすべての市区町村は、その災害に対してシステム 
モード (通常モード / 災害モード) を切り替えることができ、災害モード中は要対応

項目の進捗などを登録・確認できます。 

 

 
管理メニューの一番下、「システム モード変更」、または災害一覧画面・市区町村

のシステム モード一覧画面でシステム モードを変更します。 

確認のためにポップアップ画面が開くので、変更する場合は「OK」を選択します。 
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1.12 設定ファイル（共通） 

1.12.1  UI 設定 
 

サーバーの管理権限がある場合、設定ファイル (boss/webroot/settings.json) 
で各種設定が可能です。 

 

設定ファイルの内容は以下のようになっています。 
 

{ 

    "locale": "ja", 

    "flowchart": { 

        "string": { 

            "char": { 

                "width": { 

                    "magnification": { 

                        "ja": 1, 

                        "en": 0.5 

                    } 

                } 

            } 

        }, 

        "box": { 

            "width": { 

                "ja": 160, 

                "en": 240 

            }, 

            "height": { 

                "magnification": { 

                    "ja": 1, 

                    "en": 1 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

"locale": "ja", 
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とすることで、表示する言語を日本語に、 

"locale": "en", 

とすることで英語にすることができます。 
 
また、それ以外の設定に於いても、「ja」は日本語環境、「en」は英語環境に対して

適用されます。 
 

flowchart.string.char.width.magnification は、その言語に於いて、文字の高

さに対する横幅の割合です。 

この値を用いて Box の高さやフローチャート内の「発災」ヘッダーの幅などを決定し

ます。 

flowchart.box.width は Box の幅です。 

 

flowchart.box.height.magnification で、Box の高さを調整できます。 

幅 (flowchart.box.width)、文字数 (業務と中工程すべての中で最大のもの)、
フォント サイズ、flowchart.string.char.width.magnification 等に基づいて自

動で算出された Box の高さに対し、この値をかけることで調整します。 

ただし、高さはハード コーディングされた最低値 (80) を下回ることはありません。 

 

1.12.2  自治体データファイルエクスポート設定 
 

サーバーの管理権限がある場合、設定ファイル (boss/webroot/app.php) で

自治体データファイルエクスポートに関する設定が可能です。 

 

    /** 

     * 自治体データのファイルエクスポートに関する設定 

     */ 

    'FileExport' => [ 

        'maxFileNumber' => 100, // エクスポートできるファイルの最大数 

        'maxUnzipDirectorySize' => 300 * 1024 * 1024, // 圧縮前のファイル

サイズの最大値（バイト単位） 

    ], 

 

となっていますので、’maxFileNumber’ の設定を変えることで、エクスポートできる

ファイル（資料用ファイルと地域防災計画PDFファイル）の最大値を変えることができ

ます。 

また、'maxUnzipDirectorySize' の設定を変えることで、圧縮前の ZIP ファイルサイ

ズの最大値を変更することができます。 
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1.12.3  災害モード時の画面更新間隔 
 

サーバーの管理権限がある場合、設定ファイル (boss/webroot/app.php) で

災害モード時の画面更新間隔に関する設定が可能です。 

 

/** 

     * 災害時の画面更新間隔(分) 

     */ 

    'ReloadIntervalMinutes' => 2.5 

];  

となっていますので、’ReloadIntervalMinutes’ の設定を変えることで、以下の災

害時の画面更新間隔を分単位で設定できます。（都道府県ごとではなくサーバーご

とに設定する） 

自動画面更新対象： 

・業務フロー画面、中工程フロー画面 

・災害モード系画面（ガントチャート、一覧、サマリ、ツイート） 
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