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第１章 業務継続計画の目的と想定

１．業務継続計画（BCP:Business Continuity Plan）とは

平成２８年４月、熊本地方を中心とした大規模な地震災害は、これまでの想定を超え、短期間に２

度の最大震度７を含む震度６弱以上の揺れが７回記録されている。平成３０年９月には北海道で初の

震度７を観測した、胆振東部地震により大規模なブラックアウトも発生し、多大な被害が生じた。

池田町においては、十勝平野断層帯主部などの活断層が震源となる最大震度７の揺れが想定されて

いるほか、海溝型地震である日本海溝・千島海溝周辺で発生する巨大地震が懸念されている。

水害においては、平成３０年７月豪雨により西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土

砂災害が発生し、死者数が２００名を超える平成最悪の水害となった。また、十勝管内においては平

成２８年８月の台風１０号の際に、複数の河川で堤防が決壊するなど、甚大な被害が発生した。池田

町では十勝川・利別川が氾濫危険水位を超過し、決壊寸前であったことから、平時から河川が氾濫し

た場合などの対策を講じておく必要がある。

大規模災害時においては、業務機能の低下や、被災により一定程度の職員が参集困難となる状況も

想定される中で、災害応急業務に加え、通常業務のうち中断できない、または中断しても早期再開を

必要とする優先通常業務を実施しなければならない。

本計画はこれらの業務の立ち上げ時間の短縮や発災後の業務レベルの向上に係る優先業務の選定

や業務執行体制の確保などについての対応方針を定め、業務継続力の維持・向上を図ることにより、

町民などの生命、身体および財産を保護し、町民生活や社会経済活動に及ぼす影響を出来る限り最小

限にとどめることを目的として策定するものである。

  そこで、本町では、国が示す『業務継続計画作成ガイド』などを基に、あらかじめ(注)非常時優先

業務を選定するほか、業務継続に必要な資源の確保や配分、必要な措置を講じることなどにより、災

害発生時に町民の生命・生活・財産を守り、都市機能を維持・復旧することを目的として本計画を策

定するものである。

(注)非常時優先業務とは

大規模災害発生時にあっても優先して実

施すべき業務が非常時優先業務である。具体

的には、災害応急対策業務や早期実施の優先

度が高い災害復旧・復興業務など（応急業務）

のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が

対象となる。発災後しばらくの期間は、業務

の実施に必要な資源を非常時優先業務に優

先的に割り当てるために、非常時優先業務以

外の通常業務は積極的に休止するか、又は非

常時優先業務の実施の支障とならない範囲

で業務を継続する。

非常時優先業務のイメージ

※出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務
継続の手引き 平成２８年２月 内閣府（防災担当）
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２．業務継続計画の効果

  災害発生時には業務量が急激に増加し、きわめて膨大なものとなり、被害状況の確認など、発災直

後から非常に短い時間の間に膨大な応急業務が発生し、それらを迅速かつ的確に処理しなければなら

ない。あらかじめ非常時優先業務を選定することにより、発災直後から応急対策業務に迅速に取り組

み、通常業務においても行政サービスの質の低下を最小限とすることが可能となる。

  大規模災害が発生した場合、庁舎においても様々な障害が発生するため、通常業務が一旦中断する

可能性が高い。業務継続計画を策定していない場合では、多数ある通常業務の中からどの業務を継続

するかをその場で判断しつつ、可能な範囲で継続していかなければならない。さらに、応急対応的に

行うべき業務も膨大に増加してしまい、業務効率の低下に伴い行政サービスの質の低下を招いてしま

う。

  一方、業務継続計画を策定し、非常時に行うべき業務を明確にすることで、発災直後から応急対策

業務に速やかに取り掛かることが可能となる。また、中断せざるを得ない通常業務を明確にし、非常

時の業務執行体制を迅速に整えることができ、発災により低下する行政サービスの質を効率よく回復

することが出来る。

発災後に市町村が実施する業務の推移

※出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務
継続の手引き 平成２８年２月 内閣府（防災担当）
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３．地域防災計画と業務継続計画との関係

  「池田町地域防災計画」は災害対策基本法第 42 条及び池田町防災会議条例第 2 条第 1 号の規定に

基づき、池田町防災会議が作成する計画であり、本町における災害に関し、災害予防、災害応急対策

及び災害復旧などの災害対策を実施するに当たり、防災関係機関がその機能の全てを挙げて住民の生

命、身体及び財産を災害などから保護するための事項を定め、本町における防災の万全を期すること

を目的とする計画である。

  「池田町業務継続計画」は庁舎や職員自身が被災することを前提としており、業務資源の確保の観

点から、「池田町地域防災計画」で定められている業務や優先的業務といった非常時優先業務がいつ

の時点からどの程度実施可能かを検証し、その実現のための具体的手順を定めるものとする。すなわ

ち、業務継続計画を策定することにより、「池田町地域防災計画」の実効性が担保されることになる。

  地域防災計画と業務継続計画との関係は次の通り

地域防災計画 業務継続計画

作成主体など ・地方防災会議が作成し、都道府県、

市町村、防災関係機関が実施する計

画である。

・都道府県又は市町村が作成し、自ら

が実施する計画である。

計画の趣旨 ・災害対策基本法に基づき、発災時又

は災害対策に係る実施事項や役割分

担などを規定するための計画であ

る。

・発災時、必要資源に規約がある状況

下であっても、非常時優先業務を目

標とする時間・時期までに実施でき

るようにする（実効性の確保）ため

の計画である。

行政の被災 ・行政の被災は必ずしも想定する必要

はないが、業務継続計画の策定など

による業務継続性の確保などについ

ては計画に定める必要がある。

・行政の被災を想定（庁舎、職員、電

力、情報システム、通信などの必要

資源の被災を評価）し、利用できる

必要資源を前提に計画を策定する必

要がある。

対象業務 ・災害対策に係る業務（災害予防、災

害応急対策、災害復旧・復興）を対

象とする。

・非常時優先業務を対象とする（災害

応急対策、災害復旧・復興業務だけ

でなく、優先度の高い通常業務も含

まれる）。

業務開始

目標時間

・業務開始の目標時間は必ずしも定め

る必要はない（一部の地方公共団体

では、目標時間を記載している場合

もある）。

・非常時優先業務ごとに業務開始目標

時間を定める必要がある（必要資源

を確保し、目標とする時間までに、

非常時優先業務を開始・再開する）。

業務に従事する

職員の物資の確保

・業務に従事する職員の物資確保に係

る記載は、必ずしも記載する必要は

ない。

・業務に従事する職員の物資確保につ

いて検討のうえ、記載する必要があ

る。
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４.業務継続計画の基本方針

  町は大規模災害時における非常時優先業務については、次の方針に基づいて業務の継続を図るもの

とする。

（１）大規模災害が発生し、甚大な被害が発生した場合には、住民の生命・生活・財産などの保護に

係る非常時優先業務の遂行に全力を挙げて取り組む。

（２）非常時優先業務を遂行するために必要な人員、資機材を確保するため、業務継続優先度の高い

業務以外の通常業務については積極的に抑制する。その後、非常時優先業務に影響を与えない

範囲で順次再開する。

（３）大規模災害が発生したとしても冷静に対応できるよう、平常時から教育・訓練などの取り組み、

町としての業務継続力の向上に努める。
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第２章 被害想定

１．地震による被害想定

  これまで十勝地方に大きな被害をもたらしてきた地震の多くは、十勝沖・釧路沖を震源とするプレ

ート型地震である。直近では、平成１５年９月２６日、マグニチュード８.０の十勝沖地震が発生し、
十勝及び日高地方で最大震度６弱、池田町でも震度６弱の揺れを観測している。

  一方、全国において、活断層による直下型地震の発生が相次いでおり、平成２８年４月に熊本、６

月に北海道内浦湾、１０月に鳥取県南部、１２月に茨城県北部、平成３０年６月に大阪府北部におい

て震度６弱以上を記録している。また、平成３０年９月には、北海道で初の震度７を観測した北海道

胆振東部地震が起きている。

  池田町の地域防災計画において被害を及ぼすと考えられる地震は、既往の地震経験、最近の地震予

知研究などから、太平洋側では、北海道東部および日高中部、内陸では、釧路北部など広範囲におい

て想定される。本計画においては十勝平野断層帯による直下型地震を想定とするものである。

▼十勝の活断層の一図

（１）想定条件

項目 内容

発生時期 冬期の早朝

震源域 十勝平野断層帯主部

地震の規模 マグニチュード 8.0（町内最大震度７）

（２）被害想定

項目 内容

家屋被害件数 １，１３４棟（全壊）

出火件数 ４件

死者数 １９人

避難所避難者数 ２，０９３人

※出典：地震調査研究推進本部ホームページより

※地震被害想定データ＿市町村単位 H30十勝平野断層帯主部モデル 45-5冬期の早朝参考
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▼地震ゆれやすさマップ

（３）庁舎などの被害想定

本庁舎は新耐震設計基準に適合しており、被害の程度は限定的と考えられる。

  しかし、壁や柱、ガラスの破損や亀裂の発生、天井版や照明器具などの非構造部材が落下するな

ど、破片などが床や廊下に散乱することが予想される。
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  ▼本庁舎のインフラ被災想定（地震）

庁内インフラ 発災後の発生し得る状況

電気 ・停電し自家発電（非常用発電機）作動

ただし、電気供給は庁舎１階、２階及び３階電算室のみ。

・発電容量に限りがある為、必要最低限の機器のみ使用可能。

給排水設備 ・上水は直圧方式のため使用可能だが、町内水道管の破裂により使用不

可。

・下水は使用可能（下水管破裂の恐れがあるため注意して使用）

ガス ・ガス管路破損の恐れがあるため、安全が確認できるまで使用不可。

電話 ・自家発電機からの給電により内線、外線とも使用可能。

※自家発電機停止時は無停電電源装置により２時間程度使用可能。無停

電電源装置からの電源供給も停止した場合は、内線・外線とも使用不

能となり、防災担当と総務係の電話２台２回線のみ使用可能。

情報システム ・自家発電機からの給電により使用可能だが、使用する端末台数は制限

しなければならない。

防災無線 ・基地局は自家発電機からの給電を受け使用可能。

・移動局は車から電源供給を受けるため使用可能。

北海道総合行政

情報ネットワー

ク

・専用の発電機により通信可能。

防災設備 ・消火栓、スプリンクラー、火災報知器は作動

ただし、被災により使えない場合あり。

その他 ・ATM使用不能
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２．水害による被害想定

   本町においては、台風や低気圧による大雨などにより、過去に洪水被害などを経験してきている

が、災害の都度、国や道をはじめとし、河川改修などの整備を進めてきた結果、水害発生の頻度が

減少するなど、洪水対策の改善が図られてきたところである。

   しかしながら、近年、世界の年平均気温が上昇する中、気象環境が変化してきており、国内にお

いてもゲリラ豪雨の多発や時間当たりの降水量の記録を更新するなど、異常気象が増加傾向にある。

   本町においても、平成２８年８月の一連の台風上陸の際に記録的な豪雨を記録し、十勝川などの

基準観測点において、これまでの既往最高水位を更新するなど河川氾濫の危険性が高まり、避難勧

告を発令し避難所を開設した。

   今後、気象の変化に伴い、水害発生の危険度が高まることなどが危惧されるため、本計画におい

て水害の被害想定を行うものである。

   なお、被害想定は、河川氾濫などによる影響が甚大となる十勝川および利別川について、国（帯

広開発建設部）が公表している新たな洪水浸水想定に基づくものとする。

▼世界の年平均気温偏差       ▼アメダス1時間降雨量80mm以上の年間発生回数

（１）想定条件

項目 内容

発生時期 ８月下旬

想定降雨量 十勝川流域 ７２時間総雨量２７９ｍｍ

利別川流域 ７２時間総雨量３０８ｍｍ

十弗川流域 ７２時間総雨量４５７ｍｍ

被害発生要因 十勝川、利別川、及び十弗川の増水による堤防の決壊

（２）被害想定

   避難勧告などの発令対象を、十勝川、利別川、及び十弗川沿線住民 約４千５百人とする。

※出典：気象庁ホームページより
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▼洪水・土砂災害ハザードマップ

（３）庁舎などの被害想定

  国の最大浸水想定によれば、利別川の堤防が決壊した場合に本庁舎も浸水する想定であり、浸水

深は最大で３ｍ（庁舎１階が水没）となっている。
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▼本庁舎のインフラ被災想定（水害）

庁内インフラ 発災後の発生し得る状況

電気 ・非常用発電機が水没し停電

給排水設備 ・上水は直圧方式のため使用可能

・下水は雨水が入りトイレが流せず使用不能。１階トイレからは汚物が逆

流し流入。

ガス ・ガスボンベ水没につき使用不可

電話 ・庁舎１階電話機水没により使用不可。他電話機は使用可能

情報システム ・停電により使用不可

防災無線 ・基地局は停電により使用不可

・移動局は車から電源供給を受けるため使用可能だが、公用車の多くが水

没。

北海道総合行政

情報ネットワー

ク

・発電機水没により通信不可

防災設備 ・非常用発電機が水没し、消火栓、スプリンクラー、火災報知機など防災

設備は作動せず。

その他 ・ATM水没使用不能
・公用車の多くが水没し使用不可能。
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第３章 非常時優先業務

１．非常時優先業務の考え方

  業務継続計画における非常時優先業務とは、災害発生時に町民の生命、生活及び財産の保護、都市

機能の維持・早期回復を図るために実施する業務であり、発災後に実施する「災害応急対策業務」「早

期に実施すべき復旧業務」「優先度の高い通常業務」の総称であり、制約された条件の中でも、これ

らの業務を円滑に執行できるようにすることを目標とする。

２．非常時優先業務の選定方法

  業務継続計画の基本方針に基づき、以下の考え方により非常時優先業務の選定を行った。

（１）非常時優先業務（災害応急対策業務及び早期に実施すべき復旧業務）

   地域防災計画に規定する事務分掌に基づいて業務の洗い出しを行い、すべての応急対策業務及び

早期実施すべき復旧業務を非常時優先業務として位置付けた。

（２）非常時優先業務（優先度の高い通常業務）

   通常業務の全業務について、町民の生命・生活・財産・経済活動などを守るための観点から、１

か月間業務を休止することに伴う町民生活への影響度を分析し、休止、または実施の判断を行った。

   このうち、休止に伴う影響が大きく、１か月以内に実施すべきと判断した業務を非常時優先業務

として位置付けた。

３．非常時優先業務の選定結果

庁内の各課（消防を除く）を調査し、地域防災計画に記載のある応急復旧業務を実施時も中断する

ことのできない通常業務を選定した結果、池田町の非常時優先業務は５２３業務中３２１業務（令和

元年度１２月現在）となった。

  

▼非常時優先業務数の選定結果

別紙資料「非常時優先業務選定シート」のとおり

▼非常時優先業務数の時間帯の内訳

業務開始

目標時間
3時間以内 1日以内 3日以内 1週間以内 1か月以内

非常時優先

業務数
１０７ １４８ １８７ ２５２ ３２１

全業務に

対する割合
２０．５％ ２８．３％ ３５．８％ ４８．２％ ６１．４％
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第４章 業務継続に向けた整備

１．町長の職務代理

  災害対策本部の設置をはじめ、災害応急対策に係る町長の職務に関して、町長に事故があるとき、

又は町長がかけたときには、池田町地域防災計画に定めるとおり下記の通り職務を代理する。

職務代行対象者 第1順位 第2順位

町長 副町長 教育長

２．職員の参集想定

（１）職員の参集体制（閉庁時又は勤務時間外）

職員は、勤務時間外又は休日などにおいて、池田町地域防災計画に定める基準に該当する大規模災

害が発生した時は、直ちに勤務場所に参集する。ただし、地震及び家族の傷病などにより、治療及び

看護が必要な場合は除く。その後、参集可能な状況になった場合は、速やかに参集する。

（２）職員の参集想定

  職員の参集については、地震災害の場合、通常の通勤方法又は、通勤手段によることが困難になる

ことが考えられることから、次の前提条件で、徒歩により参集することを想定した。（水害の場合は、

気象予報などによりあらかじめ予測可能なことから参集想定はしないこととする。）

  

職員の被災状況 職員本人及び家族の被災などにより、全職員のうちの約１割は参集できな

いものとする。

▼参集所要時間別集計

参集所要時間 30分以内 1時間以内 3時間以内 12時間以内 1日以内

参集人数 114人 123人 126人 133人 134人

参集人数

（補正90％）
103人 111人 113人 120人 121人

想定参集率 77％ 83％ 85％ 89％ 90％

３．職員の緊急連絡先

大規模災害時においては、職員の参集状況や安否確認などを行うため、また、非常時優先業務を実

施するうえで、あらかじめ部署毎に職員の緊急連絡先及び連絡系統を明らかにしておく必要がある。
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４．職員の健康管理

  災害時、非常時優先業務を継続していくためには、従事する職員の健康管理にも留意する必要があ

る。特に、災害対応は長期にわたることから、適度に休憩しなければ疲労が蓄積し、体調を崩すこと

となる。

  しかし、職員に自主的に休憩させようとしても、周囲への気兼ねなどから思うように休憩できない

ことがこれまでの被災地の経験などから明らかとなっている。

  各班長は、災害対応などに従事する職員の勤務時間を把握するとともに、過度な労働を強いること

にならないよう、交代要員を充てて意識的に休憩を取らせるなど、職員の健康管理に努める。

５．非常用食料・その他備蓄品の確保

  災害時には、職員は帰宅せずに数日間業務に従事することも想定される。防災倉庫に備蓄している

物資は、避難所に避難してきた町民への提供を優先するものとしている。職員が継続して業務に従事

するためには食料などが必要となるが、参集職員のすべてを賄う数量を備蓄することは困難である。

災害対応が長期化した場合に備え、各自が可能な限り飲食物などを持参するほか、平時から食料、飲

料水、その他必要とするものを自ら備えるよう周知する。

  対策本部の下水道設備については、大規模な地震による破損や、水害時、管路内への地下水流入な

どにより使用不能となることも想定されるため、災害時用の携帯トイレを備蓄するよう努める。

  水道が断水した場合、衛生環境が悪化し感染症などの蔓延が懸念されることから、消毒薬などの備

蓄に努める。

６．本庁舎

  非常時優先業務を遂行するためには、本庁舎など災害対応の拠点となる施設は、災害時においても

通常時と同等の機能を保っていなければならない。

  万一、被災した場合には、迅速に機能を回復させる必要がある。

  本庁舎は、平成２７年度に耐震化工事済みである。

▼本庁舎の現状

電気 非常用発電機：ディーゼル発電機

発電容量：８５KVA 発電出力：６８KW

使用燃料：軽油 貯蔵タンク：８０ℓ

燃料消費量：２８.５ℓ/h （カタログ値）

停電時には自家発電が自動起動。非常用コンセント及び照明に電気を供給（ただし、

庁舎３階一部及び、福祉センターには供給不可）

上下水道 上下水道は直圧送付のため、配水管に損傷がない限り使用可能。下水道についても配

管損傷がなく、上水道の供給が続く限り使用可能。

電話 停電時にも非常用発電機が稼働している間は使用可能。
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７．代替庁舎

  地震災害においては、本庁舎は建築当時の耐震基準で建築されたものであるが、平成 27 年度に耐

震工事済みであり、倒壊・崩壊などの甚大な被害が発生する可能性は低く発災後も利用可能を考えら

れることから、代替庁舎の使用については考えていないが、今後、想定外の事態により使用不能とな

ることも考慮する必要がある。

  一方、洪水時には最大３ｍ程度の浸水が想定されており、現状では地階に設置されている受電設備

や非常用発電機などが水没することになるため、すべての電力が奪われ、電話通信機能が喪失、空調

設備や給排水も不能となり、業務継続することができなくなることが考えられる。

  上記の想定を踏まえ、非常時優先業務を実施するために、災害対策本部及び各部局の移転先を検討

する。

（１）災害対策本部の移転先

  災害対策本部が洪水被害により使用できなくなった場合の移転先として、以下の施設を選定する。

順位 施設名 所在地

１ 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 池田町字清見８３番地

▼代替庁舎の現状（※ワイン城改修工事後）

電気 ①非常用発電機：ディーゼル発電機

発電容量：６０KVA 発電出力：５７．８KW

使用燃料：軽油 貯蔵タンク：５０ℓ

燃料消費量：１６．６ℓ/h

②非常用発電機：ディーゼル発電機（可搬式）

非常用発電機により３階事務所、４階レストラン、乗用エレベーターなどに電力

を供給する。

上下水道 上水道は加圧給水方式のため、電源が必要だが、停電時においても非常用発電に

より使用可能。

下水道についても配管損傷がなく、上水道の供給が続く限り使用可能。

電話 令和元年度電話機器更新のため、未確定。

（２）各部局の移転先

  各部局の通常業務を実施するため、水害時でも使用可能な代替施設を選定する。
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８．通信手段の確保

  災害時における通信手段の確保などについては、地域防災計画の第５章災害応急対策計画第１節災

害情報収集・伝達計画の本部の通信施設内に記載のとおりとする。

９．各種情報システム

  情報システムは、町の業務遂行にあたって必要不可欠なインフラであり、被害を受けた場合は、優

先的に復旧すべきものである。

  

  現状

情報システム 主要システムの大半は、庁舎内に設置してある。

地震の場合は、庁舎は耐震補強工事済みであり、自家発電装置も設置してある

ことから、燃料の補充が可能な限り継続運用が可能。

洪水などにより庁舎が浸水した場合は、システムを稼働させる機器が代替施設

に無いため、システムを稼働させることは難しい。ただし、住民情報などの重要

なデータについては、消失を防ぐため、町内の浸水エリア外の施設にバックアッ

プデータを保管している。
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第５章 業務継続計画の定着に向けて

１．業務継続計画の継続的な改善

  本計画は、一定の前提を踏まえ検討・策定したものである。今後、前提条件の変化にも対応しつつ、

訓練や実際の災害対応の経験などを通して、計画の点検・是正を行う事業継続マネジメント（ＢＣＭ）

を推進し、計画の実効性を高めていく。

  本町では、地震対策の迅速かつ的確な推進を図るため、総務課を中心に全庁的な取り組みとして、

ＰＤＣＡサイクルに基づく継続的改善を推進することにより、業務継続力の向上を図ることとする。

※業務継続計画における継続的な改善のイメージ

※業務継続計画におけるＰＤＣＡの内容

ＰＤＣＡ導入の目的 ＢＣＰの策定のみならず、計画の進行管理、庁内への定着・習熟や継

続的な改善が目的

Ｐｌａｎ（計画） ＢＣＰの基本方針の決定、非常時優先業務の選定、個別対策の立案、

ＢＣＰの策定など

Ｄｏ（実行） ＢＣＰで定められている対策事項（事前準備）の実施、ＢＣＰの実行

力を高めるための教育・訓練など

Ｃｈｅｃｋ（評価） 訓練などをふまえた改善点の抽出、定期的継続的な進行管理、関連計

画・上位計画の改訂との整合性点検、施設・設備更新との整合性点検

Ａｃｔ（改善） Ｃｈｅｃｋの結果をふまえ、計画内容の改訂、必要に応じて基本方針

の見直し、非常時優先業務の実施方策手順の見直しなど

２．関係機関・協力事業者へのＢＣＰの普及

  大規模災害時に本町の業務を円滑に実施するためには、本町だけでなく関係機関、民間事業者もＢ

ＣＰを策定していることが望ましく、関係機関へのＢＣＰの普及の促進・啓発を行う必要がある。

※出典：「大規模災害発生時における地溝公共団体の業務継続の手引き」
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第６章 受援計画

１．背景と目的

大規模な災害が発生すると、被災地方公共団体においては、通常業務の範囲や量を超えて生じる新た

な業務への対応が必要となり、被害規模が大きくなり、影響範囲が拡大すれば求められる対応の内容や

量は拡大し、被災地方公共団体単独での対応は、一層困難になる。このような状況下で不可欠なのが「応

援の受入れ」である。被災地外の地方公共団体は、災害対策基本法や災害時相互応援協定などに基づき、

災害発生直後から職員の派遣、物資などの提供を行うなどして被災地を支援する。近年は、多くの地方

公共団体が積極的な応援を実施するようになってきた一方、こうした応援状況の実態に対し、受援側の

地方公共団体の準備は必ずしも十分とはいえず、受援側が混乱を起こし、応援職員を持て余してしまう

状況が過去の実態からあげられている。そこで本町は『地方公共団体のための災害時受援体制に関する

ガイドライン』を基に、あらかじめ受援班を設置するほか、受援対象業務の選定、その他受援に関する

計画を整備することにより、災害発生時に都市機能を早期復旧・維持することを目的として本計画を策

定するものである。

２．受援班

（１）受援班の構成

構成 担当 役割

班長 総務係長 1 受援に関する状況把握、とりまとめ

2 資源の調達、管理

3 庁内調整

4 調整会議の開催

5 応援職員への支援

人員調整担当
総務係主任（主事）

応援職員

業務資源担当
総務係主事（主任）

応援職員
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①受援に関する状況把握、とりまとめ

・庁内における人的、物的資源ニーズをとりまとめる（何／誰を、いつまで、どのくらいの数／量、

応援が必要か）

・庁内における人的、物的応援の受入れ状況をとりまとめる（何／誰を、いつまで、どのくらいの数

／量、応援を受けているか）

②資源の調達、管理

・人的、物的資源に関するニーズと、現状の受入れ状況から、資源の過不足を整理する

・被災地の状況を踏まえ、今後求められる業務内容を検討し、必要となる資源を見積もる

・今後、必要となる人的、物的資源の応援を要請する

・応援受援管理帳票を作成して、資源管理を行う

③庁内調整

・①でとりまとめた結果を、庁内の各部の業務担当窓口（副部長もしくは部長）に共有する

・調整の必要を検討する

④調整会議の開催

・全体調整の必要に応じて、調整会議を開催、運営する（業務担当窓口の参加）

・必要に応じて意思決定に関わる職員へ参加を求める

⑤応援職員への支援

・応援職員の待機場所、応援職員による定例ミーティングの開催が出来る環境を提供する

・各部の業務担当窓口が、適切な執務環境を提供しているか、配慮する（場所、環境の確保は、庁舎

の被災などによって困難な場合もあるが、可能な限り検討する）

応援職員の受入れに当たり配慮すべき事項の例

スペースの確保 ・応援側の現地本部として執務できるスペースや、活動拠点における作業

スペース、待機・休憩スペースを可能な限り提供する

・可能な範囲で、応援側の駐車スペースを確保する

資機材などの提供 ・執務を行う上で必要な文具や、活動を行う上で必要な資機材を可能な範

囲で提供する

執務環境の整備 ・執務できる環境として、可能な範囲で机、椅子、電話、インターネット

回線などを用意する

宿泊場所に関する斡旋

など

・応援職員の宿泊場所の確保については、応援側での対応を要請すること

を基本とするが、紹介程度は行う。また、必要に応じて斡旋する

・被害状況によってホテルなどの確保が困難な場合は、避難所となってい

ない公共施設や庁舎などの会議室、避難所の片隅などのスペースの提供

を検討する

（２）各部の業務担当窓口の配置

①受援に関する状況把握、とりまとめ

・班内における人的、物的資源ニーズをとりまとめる（何／誰を、いつまで、どのくらいの数／量、
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応援が必要か）

・班内における人的、物的応援の受入れ状況をとりまとめる（何／誰を、いつまで、どのくらいの数

／量、応援を受けているか）

②資源の調達・管理

・人的、物的資源に関するニーズと、現状の受入れ状況から、資源の過不足を整理する

・班の中で、庁内職員（被災市町村職員）と応援職員の業務分担を明らかにする

・業務の実施状況を踏まえ、今後、求められる業務内容を検討し、必要となる資源を見積もる

・今後、必要となる人的、物的資源を要請し、配置の計画をする

③受援班への報告

・①でとりまとめた結果を、受援班に報告する

④調整会議への参加

・受援班が実施する調整会議に参加する

⑤応援職員への支援

・業務に必要な場所、待機場所、資源機材などの執務環境を準備するよう努める

・受援班と協力し、応援職員の待機場所、応援職員による定例ミーティングの開催ができる環境を提

供する（場所、環境の確保については、庁舎の被災などによって、困難な場合もあるが、可能な限

り検討する）

（３）必要資源の種類と調達

１．人的資源：災害対応業務に必要な人的資源の種類は、概ね次の 3種に分類される。
種類 特徴 例

１
一般的な行政職

員

特定の専門性を有しない、行政業務支援に必要な

人的資源

避難所運営支援、罹災証

明書交付業務支援

２
専門職能を有す

る行政職員

専門的な技能や経験を有する業務・対応に必要と

なる人的資源
保健師、土木技術者

３
専門職能を有す

る特別チーム

専門的な技能や経験を有し、組織的な活動が求め

られる業務・対応のために編成されたチーム（通

常、数人で構成され、場合によっては資機材も含

まれる）

DMAT（災害派遣医療チ
ーム）、TEC-FORCE（緊
急災害派遣隊）

２．物的資源：災害対応業務に必要な物的資源の種類は、概ね次の 3種に分類されます。
種別 特徴 例

１ 水・食料 「いのちを守る」ために必要不可欠な物的資源

２ 資機材

応援職員が業務を実施する際に必要となる資機材 プリンター

業務を実現するために必要となる資機材
段ボールベッド（避難所

用）

３ 消耗品
応援職員が業務を実施する際に必要となる消耗品 印刷用紙

業務を実現するために必要となる消耗品 衛生用品、衣類
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３．施設：災害対応業務実施のための活動拠点

種別 特徴 例

１

施設（活動拠点）

業務を実施するために必要な機能を持った施設 避難所

２
業務を実施するために必要な特別な機能を持った

施設

廃棄物処理場、福祉施設

など

４．車両・燃料：人的資源の移動、業務の実施、被災者が移動するために必要になります。

種別 特徴 例

１ 車両 業務を実施するために必要な車両など バス、重機、自動車

２
燃料

業務を実施するために必要な車両などに対するガ

ソリン・重軽油などの燃料

３ 被災者の移動のためのガソリンなどの燃料

５．熱源・光源

種別 特徴 例

１ 熱源・光源の機材 業務実施や被災者のための熱源・光源
ストーブ、ヒーター、ク

ーラー、投光器

２ 燃料 熱源・光源のための燃料 石油・ガス

３．受援対象業務の選定

受援対象業務の選定については通常業務の範囲や量を超えて生じる新たな業務に対して、あらかじめ

受援対象業務を整理し、災害対応体制を確保しておくことで、物資の受入れや仕分け、避難所警備、仮

設トイレの汲み取り清掃など、外部に委託できる業務の整理も可能となる。当町では下記の業務を受援

対象業務とし、優先的に人員配置を行うものとする。

区分 業務名 担当部

１

避難所など、被災者の生活対策

指定避難所の運営 調査避難班

２
健康・保健活動（保健師、

管理栄養士などの派遣）
保健班

３ 物資などの輸送、供給対策 物資集積拠点の運営 管財班

４ 建物、宅地などの応急危険度判

定

被災建築物応急危険度判定 土木建築道路班

５ 被災宅地危険度判定 土木建築道路班

６ 被害認定調査、り災証明の交付

など

住家被害認定調査 土木建築道路班

７ り災証明交付事務 総務班

８ 廃棄物処理 災害廃棄物処理 環境住宅班
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４．受援力向上に向けた取組

災害時に外部からの応援を円滑に受入れ、その支援を最大限活用するためには、受援体制について検

討した本計画の内容を本町職員や関係機関に周知し、発災時には実際に行動できるよう対応能力の向上

を図ることが重要である。

したがって、本計画も業務継続計画同様にＰＤＣＡサイクルに基づく継続的改善を推進することによ

り、継続的な改善を図っていく。
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