
１． 業務継続計画の基本的な考え方 ３．前提となる被害想定

（１） 計画策定の意義

 地震等の大規模災害発生時には、行政自らも被災し人、物、情報等利用できる資源に制約が生じる。

 さらに、平常時の業務に加え、災害応急対策業務も新規に発生し、町として取り組まなければならな

い業務が激増する。

 業務継続計画は、このような状況に備えて、非常時優先業務を適切に実施するため、基本的な考え方

及び必要な体制整備について定め、行政の業務を継続して遂行することを目的とする。

（４） 計画策定の効果

 大規模な災害等が発生すると、業務量が急激に増加し、

極めて膨大な量となるとともに、それらを迅速かつ的確

に処理することが求められる。

 そのため、計画を策定し「深刻な事態」を考慮した非常

時優先業務の執行体制や、必要な資源等を明確にするこ

とで、業務の適切かつ迅速な実施が可能となる。

（３） 地域防災計画と業務継続計画の位置づけ

 地域防災計画では、想定する災害に対して、予防・応

急・復旧段階で実施すべき事項を定めている。

 業務継続計画では、優先度が高い業務を抽出し、実施

するための執行体制や継続に必要な資源の確保等を定

めている。

適用範囲 ・浦幌町役場機構全体（ただし浦幌消防署を除く）

発動要件
・大規模自然災害等に伴い、災害対策本部が設置された場合
・その他、町長が必要と認めた場合

発動の決定権者
・災害対策本部の本部長である町長
・町長が不在等の場合は、①副町長、②総務課長に権限を委譲

計画の解除 ・計画発動から概ね2週間以降で、人的資源等の配分調整が必要なくなった時点

（２） 非常時優先業務とは

 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・復興業務等のほか、業務継

続の優先度の高い通常業務が対象となる。

（５） 基本方針

 町民の生命・身体・財産を最優先で保護しつつ、並行して必要な行政機能の維持を図る。

 業務継続の優先度の高い業務を取捨選択するとともに、必要資源の確保と適切な配分を行う。

■ 発災後に町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（内閣府）

■ 地域防災計画と業務継続計画の関係

（１） 想定する災害

 本計画で想定する地震は、「平成28年度地震被害想定調査結果報告書」において、浦幌町での被害

想定が最も大きくなる「十勝平野断層帯主部 モデル30_３」と、令和３年12月に中央防災会議が被

害想定を公表した「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」とする。

 その他、浦幌町では津波、洪水、土砂災害の被害も想定されている。

（２）役場庁舎の被災想定

地震災害 風水害

庁舎

・揺れにより、ガラスの破損や亀裂の発生、

天井板や照明器具等の非構造部材が落下す

ることが想定される。

・庁舎周辺において、0.5m未満の浸水が想定さ

れ、役場庁舎1階に水が流入する可能性があ

る。

電力

・発災後1週間は、外部から電源供給されない

ことが想定されるが、非常用発電機により

必要な設備と一部の照明使用可能となる。

・屋外に設置（水防対策実施済み）しているた

め、予想以上の水量によっては水没し、機能

しない可能性がある。

給排水

・上水は断水により給水が困難となる。

・下水は排水管等の損傷の可能性があり、汚

水が溢れる、逆流する可能性がある

・上水は断水により給水が困難となる。

・下水は排水管が満水であることから汚水が逆

流する可能性がある。

電話
・輻輳及び通信ケーブルの断線により固定電

話、携帯電話が使用できない。

・電力設備の浸水等によって固定電話が使用で

きない可能性がある。

情報

システム

・発災直後は、情報システムのネットワーク

端末が使用できないことが想定される。

・停電及び、通信ケーブルの被害により使用で

きない可能性がある。

職員
・本人及び家族の被害、家屋被害等により参集

困難となる職員の発生が想定される。

・庁舎周辺における浸水被害により、参集困難

となる職員の発生が想定される。

 地震災害、風水害の発生による、役場庁舎の被害想定は、以下のとおりである。
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２． 計画の適用、対象組織及び実施体制

 本計画の適用、対象組織及び実施体制は、以下のとおりである。

優先度の高い復旧業務

十勝平野断層帯主部による浦幌町の主な被災状況

項目 被害数量

マグニチュード 7.4

最大震度 6.8

液状化被害 あり

全壊棟数、半壊棟数 333棟、594棟

火災(焼失棟数) 6棟

死者数、重傷者数 4人、4人

軽傷者数 41人

避難生活者数 1,149人

上水道の被害（断水世帯数） 2,160世帯

下水道の被害（機能支障世帯数） 430世帯
■日本海溝・千島海溝沿い (千島海溝モデル)の震度分布

■ 十勝平野断層帯主部の震度分布

出典：平成28年度地震被害想定調査結果報告書（北海道） 出典：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について（中央防災会議）

出典：平成28年度地震被害想定調査結果報告書（北海道）



４．業務継続体制の確立における重要６要素

【参考】 業務開始目標時間ごとの非常時優先業務

（２） 代替庁舎の設定

 発災時に、役場庁舎が被災した場合、または余震等による被災が想定される場合は、「浦幌町教育

文化センター」に機能を移管し、業務を継続することとした。

（３） 電気、水、食料等の確保

 ライフラインの被害想定等に基づく、業務継続に必要となる資源（電気・水・食料等）に係る現状

と対策を以下に整理した。

（４） 通信手段の確保

 災害時に通常の通信手段が使用できない場合に備えて、役場庁舎や代替庁舎等では、災害時優先電

話や衛星電話等を整備している。

 また、複数のメディアに対して、一つのシステムから情報を配信する、防災情報伝達システムを導

入したため、職員向けの情報連絡ツールとして活用を検討する。

現状 対策

電気

・停電時には、専用の自家発電機の運転により
電源が供給される。

・屋外に設置されているため、浸水時に被災す
る可能性がある。

・発災時による停電の優先的な復旧について、電気
事業者に要請する。

・非常用電源を庁舎内２階以上への移設を検討する。

水・食料
・生活用品

・職員用の備蓄は確保出来ていない。

・業務を遂行する職員等に必要な３日分程度の水や
食料、生活必需物資等の確保に努める。

・職員自身でも３日分程度の食料等を、自宅及び職
場に備蓄するよう啓発する。

トイレ
・役場庁舎のトイレについて、停電時は非常用

発電機により利用可能だが、断水時は受水槽
等がないため利用できない。

・断水時でも使用できる組み立て式簡易トイレや携
帯トイレ等の代替えトイレを備蓄する。

消耗品
・コピー用紙、トナー、トイレットペーパーに

ついて、定期的に補充しているが、明確な備
蓄量・使用可能日数は把握されていない。

・発災時には調達が困難となることを考慮し、平常
時より消耗品の使用量の把握を行い、１カ月分程
度の消耗品を確保する。

公用車
・公用車（乗用車・ダンプ・トラクター等）は
計105台を管理している。

・公用車用の燃料は確保していない。

・公用車の燃料確保に向けて、協定締結先と速やか
な連絡体制を構築する。

・平常時より公用車の燃料を可能な限り満タン給油
しておくよう周知する。

（５） 行政データのバックアップ

 住民情報データ等の重要な行政データについては、クラウドや庁内サーバー、上浦幌支所のデータ

センター等で定期的にバックアップを実施している。

（６） 非常時優先業務

 非常時優先業務を、1.（２）の考え方を基に、発災から１か月間を対象として選定した。

 また、業務特性に応じて、業務開始目標時間（業務に着手する時間）を設定した。

 業務開始目標時間ごとの代表的な非常時優先業務は【参考】のとおりである。

５．受援体制の整備

６．計画の推進体制

 浦幌町における業務開始目標時間ごとの業務の特性と代表的な非常時優先業務を以下に整理した。

 迅速かつ効果的に業務を立ち上げるために、平常時から

災害に備えるなど、職員の意識向上を図る必要がある。

 災害対策本部運営訓練等を継続的に実施することで、各

種マニュアルの実効性の検証を行う。

 本計画に基づき非常時優先業務を円滑に遂行するため、

PDCAサイクルに基づく継続的改善を推進し、業務継続

体制の向上を図る必要がある。

 災害発生時は、資源が制限される中、短期間に膨大な災害対応業務が発生するため、外部からの応

援を受け入れ、効率的に受け入れる受援体制を整備する必要がある。

 受援体制の整備として、応援職員等に担ってもらう必要がある「受援対象業務」を非常時優先業務

から、事前に選定しておく。

■ PDCAサイクルの流れ

（１） 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制

 町長不在時の代行順位は、権限移譲順位に従い、①副町長、②総務課長の順番で設定した。

 勤務時間外の災害発生時における、職員の参集予測の結果、発災直後の３時間以内の時点で約５割

の職員が参集可能であることが分かった。

 職員の被災や、積雪等により、予測結果よりも参集率が下ることが想定されるため、受援計画の作

成や積極的なボランティアの受け入れなど人員確保に努める。

Act（改善）
計画の改訂・見直し

Check（評価）
点検・検証

Plan（計画）
計画の策定

Do（実行）
訓練等の実施

 災害時に業務を継続するにあたって、特に重要な６つの要素について、以下のとおり整理した。

業務開始
目標時間

該当する業務の特性
代表的な非常時優先業務(担当部署)
●災害対応業務 ○優先通常業務

３時間以内

町民の生命・身体を守るた
めの初動体制の確立、役場
機能の維持・復旧、避難所
開設・運営に係る業務

●災害対策資料の収集、作成に関すること(総務課)
●災害情報の収集及び報告に関すること(総務課)
●医療機関、医師等の動員要請に関すること(保健福祉課)
●避難所の開設・運営に関すること(町民課)
●建築物の調査・応急措置に関すること(施設課)
〇庁舎の管理に関すること(総務課)

１日以内

被災者支援に関する応急対
策及び行政手続きに係る業
務

●被災者に対する応急生活援助物資の調達及び配布に関するこ
と(こども子育て支援課)

●義援（捐）金品等の受付、保管及び配布に関すること
(保健福祉課)

〇住民基本台帳に関すること(町民課・上浦幌支所)
〇戸籍及び住民基本台帳に関すること(町民課)

３日以内
一部の復旧・復興等に係る
業務

●災害対策の予算措置に関すること(総務課)
●災害復旧の統括的管理に関すること(総務課)
〇埋火葬の許可に関すること(町民課・上浦幌支所)
〇墓地、墓園及び葬斎場に関すること(町民課)

１週間以内

生活再建・支援に係る業務
発災後１週間以内に再開し
ないと、町民生活や社会経
済活動維持に影響がある業
務

●災害時の清掃業務に関すること。（町民課）
●被災地の清掃、廃棄物の処理に関すること（町民課）
〇職員の給与、勤務時間等に関すること（総務課）
〇児童福祉に関すること（こども子育て支援課）

１か月以内

発災後１ヶ月程度は着手し
なくても、町民生活や社会
経済活動維持への影響が小
さい業務

●その他、他の各部に属さないこと（総務課）
〇情報公開及び個人情報の保護に関すること（総務課）
〇交通安全対策に関すること（町民課）
〇健康増進に関すること（保健福祉課）
〇商工業関係団体に関すること（産業課）


