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第1章 業務継続計画の基本的な考え方 

 

 業務継続計画とは、災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある

状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、業務の執行

体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等による大規模災害発生時

にあっても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画とする。 

 東日本大震災をはじめとする過去の災害では、特に、庁舎・職員が被災した市町村において、

一時的に行政機能が失われる深刻な事態に陥り、業務の実施は困難を極めるものとなった。この

ように大規模災害が発生した場合、町の本庁舎も被災し、職員、執務スペース、情報システム、

ライフライン等の業務に必要な資源に制約が生じる可能性がある。 

 業務継続計画は、このような状況下において、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るものである。 

 この計画を策定し必要な措置を講じることにより、町民の生命、身体及び財産を守るととも

に、大規模災害時における社会・経済の破綻を防止する。 

 

【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（右

図）。 

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、または非常時優先業

務の実施の支障とならない範囲で業務を継続

する必要がある。 

なお、非常時優先業務は、組織管理、庁舎管理等の業務が適切に遂行されることがなければ

成り立たず、これらの業務は非常時優先業務の実施を支える極めて重要な役割を担っているこ

とに留意し、非常時優先業務として整理する必要がある。 

 

 

    

 

 

図 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 
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 浦幌町の防災対策を定めた計画としては、災害対策基本法第 42条に基づき浦幌町防災会議が

作成する法定計画である『地域防災計画』があり、想定される地震災害等から町民の生命・身

体・財産及び経済活動等を守るため、災害予防、災害応急及び災害復旧について実施すべき事項

を定めている。さらに、これを補完して具体的な体制や手順等を定めたものとして「災害時職員

初動マニュアル」等がある。 

 『業務継続計画』は、これらの計画等を補完し、または相まって、被災による行政機能の低下

や、少ない参集職員、限られた資源という条件下においても、非常時優先業務の実施を確保する

ものである。 

 本計画は、地域防災計画を上位計画とし、その実効性を高める計画として位置づける。 

 

表 地域防災計画と業務継続計画との関係（内容の主な相違点） 

 地域防災計画   業務継続計画 

計画の趣旨 

発災時または事前に実施すべき災

害対策に係る実施事項や役割分担

等を規定するための計画である。 

発災時に必要資源に制約がある状

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。 

法的根拠 災害対策基本法第 42 条 なし 

上位計画 
・防災基本計画 

・北海道地域防災計画 

なし 

（関連計画：地域防災計画） 

実施主体 

・浦幌町 

・防災関係機関（指定地方行政機

関、指定公共機関、自衛隊、指

定地方公共機関等） 

・自主防災組織、自治会等 

・町民 

・事業者 

浦幌町 

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等に

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、通信等の必

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 
業務開始目標時間は必ずしも定め

る必要はない。 

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

水・食料等の確保 

業務に従事する職員の水・食料、

トイレ等の確保に係る記載は、必

ずしも記載する必要はない。 

業務に従事する職員の水・食料、

トイレ等の確保について検討のう

え、記載する必要がある。 
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大規模災害時には大量の非常時優先業務が発生し、それに対応する職員等が不足する可能性が

高いため、受援計画において、応援を必要とする業務（受援対象業務）や受入体制を定める必要

がある。 

受援対象業務には、非常時優先業務の中でも、大量の人的・物的資源を必要とし、庁内組織の

体制や能力だけでは実施が困難であるとともに、外部からの応援職員に任せる業務を選定する。 

 

 

 大地震等が発生した場合において、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベル向上によ

り、町民の生命、身体及び財産を守り、町民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるように

することを目標とする。 

 このため、各課が相互に連携しながら、非常時優先業務に必要とされる人員等の資源を組織的

に集中して投入し、適切な業務遂行を確保する。 

 

 業務継続計画の適用範囲は、発災時に行政機能の業務継続の中心的な役割を担う災害対策本部

機能を置く役場庁舎や、関係組織である上浦幌支所など、浦幌町役場機構全体における確実な業

務継続を確立するための計画を策定することとする。 
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大規模な災害等が発生すると、町の業務量は急激に増加し、極めて膨大な量となる。特に、発

災直後から非常に短い期間の中で被害状況の確認など膨大な応急業務が発生するため、行政機関

として機能不全に陥るおそれがある。しかし、混乱が生じる中であっても、膨大な業務を迅速か

つ的確に処理することが求められる。 

 このような場合に備えて、地域防災計画や災害時職員初動マニュアルでは必ずしも明らかでな

かった「行政も被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順を明確に

し、必要な資源の確保を図ることで、業務の適切かつ迅速な実施が可能となる。 

本計画をあらかじめ策定することで、下記に示すように業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の

業務レベル向上といった業務を期待することが出来る。 

 

■発災後に町が実施する業務の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「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）」 
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 業務継続上重要な６要素 

業務継続計画は、「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）」等に基づき策定する。 

業務継続計画の策定にあたり、必ず定めるべき特に重要な要素として以下の６要素があり、

本計画はこの要素に沿って整理する。 

 

① 町長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

 町長が不在の場合の職務の代行順位を定める。また、災害時の職員の参集体制を定める。 

・緊急時に重要な意思決定に支障を生じさせないことが不可欠である。 

・非常時優先業務の遂行に必要な人数の職員が参集することが必要である。 

 

② 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

本庁舎が使用不能となった場合の執務場所となる代替庁舎を定める。 

・地震による建物の損壊以外の理由で庁舎が使用できなくなる場合もある。 

 

③ 電気、水、食料等の確保 

停電に備え、非常用発電機とその燃料を確保する。また、業務を遂行する職員等のための

水、食料等を確保する。 

・災害対応に必要な設備、機器等への電力供給が必要である。 

・孤立により外部からの水、食料等の調達が不可能となる場合もある。 

 

④ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

災害によって、通常の通信手段が使用できない場合に備えて、より多くの通信手段を確保

する。 

・災害対応に当たり、情報の収集・発信、連絡調整が必要である。 

 

⑤ 重要な行政データのバックアップ 

業務の遂行に必要となる重要な行政データのバックアップを確保する。 

・災害時の被災者支援や住民対応にも、行政データが不可欠である。 

 

⑥ 非常時優先業務の整理 

非常時に優先して実施すべき業務を整理する。 

・各課で実施すべき時系列の災害対応業務を明らかにする。 
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 基本方針 

町は大規模災害時においても町民の生命・身体及び財産を守ることが重要な任務であり、そ

の任務を継続するため、下記の方針に基づいて業務継続を図る。 

 

１．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 

大規模災害が発生した場合は、通常の業務を一時的に中断し、情報収集、救助、医療救護、

避難者の保護など、人命に関わる災害応急対策業務を最優先に行う。 

また、優先的に継続しなければならない業務以外の通常業務については、積極的に休止し、

行政機能の維持を図る。 

 

２．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 

非常時優先業務の業務継続を図るため、職員や庁舎・電気・情報通信設備等の業務資源の現

状把握や対策目標を設定するとともに、全庁横断的に資源確保に努め、職員が被災後も業務に

従事できるための体制を整える。 

また、各職員においては、たとえ通信手段が途絶し、具体的な指示・命令を受けられない状

況となっても、各自「今、自分は何をすべきか」を考え、随時・的確に町の職員として求めら

れる行動をとることができるようにする。 
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第2章 計画の適用、対象組織及び実施体制 

 計画の発動要件 

大規模自然災害等に伴い、災害対策本部が設置されたとき、または町長が必要と認めた場合

とする。なお、浦幌町では、下記の流れに従って、災害対策本部を設置する。 

 

■浦幌町に参集フロー 

 

出典：浦幌町「災害時職員初動マニュアル」より一部加工 

 

■【参考】職員の参集基準 

 基準 管理職 管理職以外 

地震 

・震度４ 

・津波注意報 

・全管理職 ・動員に対応ができるように

確認、連絡、待機 

・震度５以上 

・津波警報 

・全職員 

風水害 

・大雨・洪水警報 

・関係課管理職（総務課、ま

ちづくり政策課、施設課、

産業課） 

 

・動員に対応ができるように

確認、連絡、待機 

・その他（大雨・洪

水警報を除く） 

・総務課管理職 

出典：浦幌町「災害時職員初動マニュアル」 
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 発動の決定権者 

  業務継続計画の発動に関しては、決定権者は災害対策本部の本部長である町長とする。 

町長が不在等の場合は、下記の順位で本部長（町長）権限を委譲する。 

 

■業務継続計画の発動の決定権者 

第１順位 第２順位 第３順位 

町長 副町長 総務課長 

出典：浦幌町「浦幌町地域防災計画」 

 計画の解除 

  業務継続計画の発動から受援が本格化する２週間後以降において、人的な資源が応急業務及

び優先度の高い通常業務に十分対応できるなど資源配分の調整が必要なくなった時点を目安に

本部長（町長）が業務継続計画の解除を行う。 
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 非常時優先業務の実施体制 

本計画の対象組織及び、非常時優先業務の実施体制については、災害応急対策における災害

対策本部の組織体制に基づくものとする（令和３年３月 31日時点）。 

災害対策本部に本部長、副本部長、対策本部員及び必要に応じ、その他の職員で構成する本

部員会議を置き、組織内各係相互の緊密な連絡調整を図るため、各課長などの代表者を連絡責

任者とする。以下、災害対策本部の組織体制の構成図を示す。 

 

■非常時優先業務の実施体制 

本 

部 

会 

議 

本部長 町長   

課 

総務課 

課長： 

総務課長 

総務係、情報管理係、職員係、財政

係、管財防災係 副本部長 
副町長 

教育長 

 

対策 

本部員 

総務課長 

まちづくり政策課長 

町民課長 

保健福祉課長 

こども子育て支援課長 

産業課長 

施設課長 

上浦幌支所長 

町立診療所事務所長 

会計管理者 

議会事務局長 

農業委員会事務局長 

教育次長 

消防署長 

まちづくり政策課 

課長： 

まちづくり政策課長 

企画振興係、まちづくり推進係、広

報広聴係 

町民課 

課長： 

町民課長 

住民年金係、町民生活係、保険医療

係、住民税係、資産税係、納税係 

保健福祉課 

課長： 

保健福祉課長 

社会福祉係、高齢者福祉係、保健予

防係、地域包括支援センター係 

こども子育て支援課 

課長： 

こども子育て支援課長 

児童保育係 

産業課 

課長： 

産業課長 

農業振興係、畜産係、林務係、水産

係、耕地整備係、商工観光係、企業

対策労政係 

施設課 

課長： 

施設課長 

管理係、土木係、維持係、建築住宅

係、車両管理係、地籍係、水道業務

係、水道施設係 

   

       

    
上浦幌支所 業務係 

    

       

    
町立診療所 管理係、看護係 

    

       

    
出納室 出納係 

    

       

    
議会事務局 議事係 

    

       

    
農業委員会 農地係、振興係 

    

       

    

教育委員会 

総務係、学校教育係、社会教育

係、社会体育係、給食センター業

務係、図書館係、博物館係 
    

       

出典：浦幌町「浦幌町地域防災計画」、「役場庁舎機構一覧表」、「平常時事務分掌」より一部加工 
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 指揮命令系統 

危機事象の発生時においては、地域防災計画に基づく災害対策本部の本部長が指揮・命令を

行うとともに、各課長等の代表者は本部員として課及び庁内関係組織の事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 

また、危機事象に対応する法律がない場合などの状況においては、危機事象の状況を踏まえ

た上で、町長判断により災害対策本部に準じた実施組織を設置し、本部長として指揮・命令を

行う。 

危機事象の発生時において、実施組織を設置するなど早期に指揮命令系統を確立することが

重要である。しかし、権限を有する職員の安否不明や参集不能・遅延等により指揮命令系統の

確立に支障が生じることが予想されるため、代行により速やかな対応ができる体制を整える。 
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第3章 前提となる被害想定 

 地震 

「平成 28年度地震被害想定調査結果報告書」（平成 30年２月作成）から、浦幌町で被害が

最も大きいのは、「十勝平野断層帯主部 モデル 30_３」と想定されている。 

また、令和３年 12月に中央防災会議より、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の被害想

定が公表され、北海道においても甚大な被害が発生することが想定されている。なお、「日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震」は、市町村単位での被害想定されてないため、北海道の被害想定

を参考として記載する。 

 

■十勝平野断層帯主部の主な被災状況（浦幌町） 

対象地震 断層の長さ

（km） 

想定マグニチュード 

十勝平野断層帯主部 モデル30_３ 88 7.4 

 

最大震度 6.8 震度分布 

液状化危険度 あり 

 

建物被害 

揺れ 
全壊棟数（棟） 331 

半壊棟数（棟） 592 

液状化 
全壊棟数（棟） 2 

半壊棟数（棟） 3 

火災被害 
炎上出火件数（件） 6 

焼失棟数（棟） 6 

人的被害 

死者数（人） 4 液状化危険度 

重症者数（人） 4 

 

軽症者数（人） 41 

上水道の被害 
断水世帯数（世帯） 2,160 

断水人口（人） 5,203 

下水道の被害 
機能支障世帯数（世帯） 179 

機能支障人口（人） 430 

避難者数 
避難所生活者数（人） 1,149 

避難所外避難者数（人） 618 

出典：北海道「平成 28年度地震被害想定調査結果報告書（市町村ごとの被害想定結果）」 

  



 第３章 ｜ 前提とする被害想定 

12 

■日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の主な被災状況（北海道） 

想定モデル 
日本海溝モデル 

夏・昼 冬・夕 冬・深夜 

建物被害 揺れ 

全壊棟数（棟） 

- - - 

液状化 約 800 約 800 約 800 

津波 約 118,000 約 118,000 約 118,000 

急傾斜地崩壊 - - - 

火災  - 約 10 - 

人的被害 死者数※1（人） 約 94,000 約 108,000 約 137,000 

負傷者数※1（人） 約 5,400 約 5,100 約 5,900 

津波被害に伴う要救助者数（人） 約 44,000 約 47,000 約 51,000 

ライフライ

ン被害※2 

上水道 断水人口（人） 約 15,000 

下水道 支障人口（人） 約 1,140,000 

電力 停電軒数（軒） × 約 107,000 × 

通信 不通回線数（回線） × 約 87,000 × 

ガス 供給停止戸数（戸） × 約 60,000 × 

避難者数※3 避難所 × 約 275,000 × 

避難所外 × 約 138,000 × 

 

想定モデル 
千島海溝モデル 

夏・昼 冬・夕 冬・深夜 

建物被害 揺れ 

全壊棟数（棟） 

約 1,400 約 1,700 約 1,700 

液状化 約 1,600 約 1,600 約 1,600 

津波 約 51,000 約 51,000 約 51,000 

急傾斜地崩壊 約 70 約 70 約 70 

火災  約 600 約 3,100 約 700 

人的被害 死者数※1（人） 約 74,000 約 79,000 約 85,000 

負傷者数※1（人） 約 8,200 約 4,600 約 4,200 

津波被害に伴う要救助者数（人） 約 30,000 約 27,000 約 23,000 

ライフライ

ン被害※2 

上水道 断水人口（人） 約 302,000 

下水道 支障人口（人） 約 530,000 

電力 停電軒数（軒） × 約 54,000 × 

通信 不通回線数（回線） × 約 43,000 × 

ガス 供給停止戸数（戸） × 約 67,000 × 

避難者数※3 避難所（人） × 約 165,000 × 

避難所外（人） × 約 84,000 × 

-：わずか ×：想定結果の公表なし 

※1：避難意識低の場合の人数  ※2：発災直後の数値  ※3：発災から１日後の人数 

出典：中央防災会議「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について【定量的な被害量】」 
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 津波 

浦幌町の沿岸域では、地震による津波浸水被害が発生することが想定されており、浸水深が大

きい箇所では 10m 以上になることが予測されている。役場庁舎は、沿岸部から距離があること

から、津波による直接的な被害はない。 

 

出典：浦幌町「津波ハザードマップ（沿岸地区）」 
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 浸水被害 

 浦幌町では、大雨による浦幌町を流れる十勝川水系十勝川、下頃辺川、浦幌十勝川、十弗川、

利別川、浦幌川流域の氾濫による浸水被害が想定される。浦幌町の市街地では、0.5mから５m

未満の浸水の恐れがあり、役場庁舎周辺は 0.5m未満の浸水が想定される。 

 

出典：浦幌町「洪水ハザードマップ（吉野・万年地区）」 

 

 土砂災害 

 浦幌町における、土砂災害警戒区域等の指定状況は下記のとおりである。 

■町内における指定状況 

現 象 名 土砂災害警戒区域 内 土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊・土石流・地すべり 33か所 18か所 

出典：北海道「土砂災害警戒区域等の指定状況（令和３年３月）」 
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業務を継続していく上で必要な庁舎やライフラインなどの業務資源について、各災害の被害想

定等や業務資源の現状等を勘案するとともに、阪神・淡路大震災や東日本大震災の事例なども参

考に各業務資源の被害を想定し、下記に示す。 

 

■役場庁舎における被害想定 

 被 害 想 定 

地震 水害 

庁舎 

・揺れにより、壁や柱、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など、破片

等が床や廊下に散乱することが想

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。 

・停電した場合は、非常用発電機が起動

し、非常時に必要な設備と一部の照

明・コンセントは使用可能となる。 

・屋外に設置しているため、水没対策

として設置位置を多少高くしてい

るが、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。 

給排水設備 

・上水は直結直圧方式のため、断水時

は給水が困難となる。 

・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

があるため、水洗トイレの利用は控

える。 

・上水は直結直圧方式のため、断水時

は給水が困難となる。 

・下水は浸水した場合、排水管が満水

であることから汚水が逆流する可

能性があるため、水洗トイレの利用

は控える。 

電 話 

・輻輳(ふくそう)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。 

・通信ケーブルの断線、電力設備の浸

水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、家屋の全半壊、

交通機関の途絶等により参集できな

い職員が生起することが想定される。 

・庁舎周辺における浸水被害により、

参集が困難となる職員が生起する

ことが想定される。 
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第4章 業務継続体制の確立における重要６要素 

 代行順位 

町長が不在で連絡が取れない場合は、権限移譲順位に従い、町長の職務の代行を行うものとす

る。また、上位の代行者が不在の場合には、順位下位の代行者を繰り上げて対応することを原則

とする。本部員（各課長等）の代行は、各課においてあらかじめ指名した補佐または係長その他

の係員等が行う。 

■危機事象に対応した権限移譲順位 

第１順位 第２順位 第３順位 

町長 副町長 総務課長 

出典：浦幌町「浦幌町地域防災計画」 

 業務体制の整備 

各課等の長は、あらかじめ非常時の職員の安否確認に係る連絡体制を整え、所属する職員に周

知するとともに、非常時優先業務の遂行を見据えた業務体制を整備する。また、災害対応の長期

化に備え、可能な限り職員の休息を確保する。 

 

 参集基準及び参集場所 

職員の参集は、浦幌町地域防災計画の参集基準に準じて参集する。 

参集場所は、役場庁舎へ参集するものとする。なお、洪水注意報・警報等が発表されている場

合は、浸水区域を極力避けて参集し、通常経路や交通手段が利用できない場合は、次のとおりと

する。 

１ 通常以外の経路を検討する。 

２ 徒歩、自転車、バイク等を利用しての参集を検討する。 

３ 上記いずれも難しい場合は、所属長等に報告し、指示を仰ぐ。 

 

■【参考】職員の参集基準（再掲） 

 基準 管理職 管理職以外 

地震 

・震度４ 

・津波注意報 

・全管理職 ・動員に対応ができるように

確認、連絡、待機 

・震度５以上 

・津波警報 

・全職員 

風水害 

・大雨・洪水警報 

・関係課管理職（総務課、ま

ちづくり政策課、施設課、

産業課） 

 

・動員に対応ができるように

確認、連絡、待機 

・その他（大雨・洪

水警報を除く） 

・総務課管理職 

出典：浦幌町「災害時職員初動マニュアル」 
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 職員参集体制の分析 

大規模災害発生後の人員確保は、非常時優先業務を実施する上での課題の一つである。 

特に、勤務時間外での発災を想定※し、職員が居住地から勤務地に参集する状況について考えて

おく必要がある。このため、勤務時間外に発生した場合の職員参集予測を行った。 

※内閣府（防災担当）「市町村のための業務継続計画作成ガイド Q&A」を基に設定。 

① 職員参集予測の条件 

職員参集予測の主な項目の条件設定については、次表のように設定する。 

 

■職員参集予測の条件 

対象とする 
災害 

内陸型地震（十勝平野断層帯主部 モデル 30_３） 

対象職員 正職員、フルタイム会計年度任用職員 

時間区分 
災害発生から１週間以内で区分 
※北海道庁業務継続計画（令和２年３月）を基に設定 

参集先 通常業務時の勤務先 
参集距離 通勤距離（自宅から勤務先までの距離） 
参集手段 徒歩のみ 

参集開始時間 発災から 30分後に参集を開始する。 

歩行速度 
２km/時 
※国土交通省業務継続計画第４版（平成 30年５月）を参考に設定 

歩行距離上限 

15km に設定 
（15km以上の職員は公共交通機関が復旧するまで参集不可と想定し、
参集の対象外とする） 
※北海道庁業務継続計画（令和２年３月）を参考に設定 

職員の被災率 

職員が被災し参集困難な割合 
 ・発災から３日までは 40%が被災⇒60％の職員が参集する。 
 ・１カ月後には被災割合が 10％⇒90％の職員が参集する。 
 ・４日後から１カ月までの割合は比例配分による。 

 

■各時間区分の参集状況の設定 

発災後 

３時間以内 

参集先から５km圏内に居住する職員の 60％が参集可能 

・時速２kmで 2.5時間かけて参集するため、参集先から５km が参集

可能圏内。 

・５km圏内に居住する職員の 40％が被災により参集できない。 

１日以内 

参集先から 15km圏内に居住する職員の 60％が参集可能 

・歩行距離の上限を15kmとすると、参集先から15km圏内が参集可能。 

・15km圏内に居住する職員の 40％が被災により参集できない。 

３日以内 

全職員の 60％が参集可能 

・公共交通機関の復旧により、参集距離に関係なく全職員が参集可能。 

・全職員の 40％が被災により参集できない。 

1週間以内 

全職員の 64％が参集可能 

・公共交通機関の復旧により、参集距離に関係なく全職員が参集可能。 

・全職員の 36％が被災により参集できない。 

１カ月以内 

全職員の 90％が参集可能 

・公共交通機関の復旧により、参集距離に関係なく全職員が参集可能。 

・全職員の 10％が被災により参集できない。 

 



 第４章 ｜ 業務継続体制の確立における重要６要素 

18 

② 職員参集予測結果 

浦幌町では、各参集先の１km 以内に居住する職員の割合が、72.4%と高く、発災直後の

３時間以内の時点で参集率が 55.8%と、半分以上の職員が参集可能となる。 

しかし、職員の被災により、予測結果よりも参集率が下がる可能性もあり、特に積雪時は

通常時よりも参集が困難になることが想定される。そのため、全庁的な職員配備調整などの

体制整備に加え、受援計画の作成や積極的なボランティアの受け入れ、非常勤職員や臨時職

員の活用など人員確保に努める。 

 

  ■職員の通勤距離の状況 

 １ｋｍ 

以内 

１ｋｍ 

～２ｋｍ 

２km～ 

５ｋｍ 

５ｋｍ 

～15ｋｍ 

15ｋｍ 

以上 
全職員数 

職員参集 

予測人数（人） 
118 31 4 1 9 163 

参集率（％） 72.4% 19.0% 2.5% 0.6% 5.5% 100% 

 

  ■職員参集予測結果（内陸型地震（十勝平野断層帯主部 モデル 30_３））における予測） 

 ３時間 

以内 

１日 

以内 

３日 

以内 

１週間 

以内 

１カ月 

以内 
全職員数 

職員参集 

予測人数（人） 
91 92 97 104 146 163 

参集率（％） 55.8% 56.4% 59.5% 63.8% 89.6% 100% 
※なお、参集予測は一定の時点におけるシミュレーションに基づいた結果であり、実際の参集については、

被害の態様等によって異なることが想定される。また、機構改革や人事異動等によって結果に誤差が生じ

ることを前提とする。 

※令和３年６月 25 日現在の職員情報を基に算出。 
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■人員確保のための対策 

対策 概要 

全庁的な職員配備調整の実施 ・非常時優先業務を実施するにあたり、人員が不足する部署について

は、災害対策本部を通じて積極的に他部署の応援を要請し、全庁的

な職員配備の調整を実施する。 

・可能であれば、業務の専門性を考慮し、応援が必要な部署に以前所

属していた職員を派遣する。 

災害対応等の経験職員の優先的

な配置 

・防災業務や被災地派遣の経験を有する職員をリスト化し、発災時に

おいては災害対策本部事務局等に優先的に配置する。 

他の自治体等からの応援の受入

に関する協定の締結を推進 

・他の自治体等から応援を受け入れるための協定を積極的に締結する

ことで相互援助協定自治体を増やし、発災後には協定を締結してい

る自治体に対して職員派遣要請を迅速に行う。 

・特に、専門的な知識や技能が必要な業務がある部署については、他

の自治体等との協定により専門的な知識や技能を有する人員の確保

を図る。 

・協定は、大規模災害時に同時に被災しないであろう自治体との締結

を推進する。 

ボランティアの積極的な受入れ ・社会福祉協議会と連携し、ボランティアを積極的に受け入れ、避難

所の運営時に活用することにより、非常時優先業務に従事する職員

の確保を図る。 

フルタイム会計年度任用職員や

経験豊富な OB の活用 

・非常時優先業務にフルタイム会計年度任用職員や経験豊富な再任用

職員等の活用を図る。 

アドバイザーの確保 ・継続的なアドバイスを受けるための専門的知識を有する防災士等の

アドバイザーを確保・育成する。 

動員基準の周知 ・防災訓練等の際に、発災時に職員が参集する動員基準や参集に係る

心得等を周知する。 

参集訓練の実施 ・職員参集訓練を実施し、発災時でも円滑かつ迅速に参集できるよう

にするとともに、職員の危機管理意識の高揚を図る。 

家庭での防災対策の実施 ・平常時から発災時における職員やその家族の安全確保のため、自宅

の耐震化や家具の転倒防止等を行うとともに、家族が３日間（でき

れば１週間）過ごせる飲料水や食料品等の備蓄品を準備するよう啓

発する。 

職員の健康管理 ・被災や非常時優先業務への従事等により、肉体的・精神的に過度の負

担がかかるおそれがあるため、職員に対し、可能な限り定期的に休息

をとれるよう配慮するなど、心のケアを含めた適切な維持管理を実施

する。 

・他の自治体から職員派遣があった場合には、その職員に対しても実

施する。 

職員の安否確認体制の確立 ・職員の安否確認方法について、SNS や災害用伝言ダイヤル等を活用

した安否確認体制の確立を図る。 

職員の緊急連絡先の整理 ・部署ごとに緊急連絡先等をあらかじめ整理するとともに、年度当初

に更新する。 

・個人情報等を記載する場合には、保管方法や取扱いについて定めて

保守を徹底する。 
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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には、「浦幌町教育文化

センター」へ機能を移管し、業務を継続する。 

 

■代替庁舎の概要 

建物名 浦幌町教育文化センター 

所在地 十勝郡浦幌町字桜町 16-１ 

総延床面積（㎡） 2,542.17 

１階：1,518.14 

２階：1,023.69 

代表建築年度 1999 年 

新耐震基準 対応 耐震診断 なし 

耐震補強等の予定 なし 想定最大震度 6.8 

 

 

 電気の確保 

大規模停電が発生した場合であっても、非常時優先業務の遂行に必要となる電力が供給でき

るよう、早期の復旧体制やその燃料の確保に努める。 

  また、浸水等により非常用電源の喪失を防ぐため、浸水防止対策を検討する。 

 

■役場庁舎における非常用電源の確保状況（令和４年３月 31日現在） 

区分 本庁舎 

 機種 YANMAR AP95C 

非常用電源 非常用電源の種類 ディーゼル発電機（キュービクル型） 

発電容量 80ｋVA 

使用燃料 A 重油 

燃料消費量 20.1L/hr 

タンク容量 

別置タンク 

・発電機専用：200ℓ 

・役場地下タンク：8,000ℓ 

稼働時間 発電機専用タンク：約 10時間 

役場地下タンク：約 400時間 

稼働方法把握手段 自動稼働 

断水時の利用 利用可 

冷却水の確保 ラジエーター方式のため、冷却水の確保の必要なし 

被災の可能性 屋外に設置されているため、浸水時被災の可能性があ

る。 
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■電気確保のための対策 

対策 概要 

優先的な復旧の要請 
発災時には停電の優先的な復旧について、電気事業者（北

海道電力帯広支店、釧路支店）に要請する。 

停電時の業務継続方法の確立 

停電により、パソコンやシステム等が使用できない場合で

も、可能な限り非常時優先業務を遂行できるように、あら

かじめ業務マニュアルや申請書を印刷しておく等の対策を

実施する。 

非常用電源の移設検討 非常用電源を庁舎内２階以上への移設を検討する。 

代替庁舎における電力の確保 
停電時に代替庁舎へ移管することを想定して、代替庁舎に

おける非常用電源の設置を検討する 

 

 水、食料、生活用品等の確保 

現状、浦幌町では職員用の備蓄は確保出来ていないため、外部からの水や食料等の調達が不

可能となる場合を想定し、職員等の水や食料、生活必需物資等の確保に努める。 

また、職員自身においても、あらかじめ災害発生直後の対応に足りる程度の食料等を備蓄

し、または参集時に持参する等の対応に努める。 

なお、保健福祉課は災害応急対策従事者に対する食糧の調達を町内業者及び応急生活物資供

給の協力に関する協定を締結する業者等から直接行うことになる。 

 

■水、食料、生活用品等の確保のための対策 

対策 概要 

職員の備蓄の確保 現状、町での備蓄は町民に提供するものであるため、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。 

各職員における個人備蓄 各職員も発災時に備えて、３日分の飲料水や食料・生活用品等

を、自宅及び職場に個人で備蓄を行うよう啓発する。 

各職員による自宅からの

持参の周知 

勤務時間外や閉庁時に被災した場合は、登庁時に可能な限り、

自宅から３日分の飲料水や食料・生活用品等を持参するよう周

知する 
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 トイレの確保 

  災害時の停電・断水も想定し、断水時等でも使用可能な代替トイレの確保に努める。 

 

■トイレの確保状況（令和４年３月 31日現在） 

区分 本庁舎 

停電・断水等 

利用可能性 停電時：非常用発電機により

利用可能 

断水時：受水槽等がないため

利用不可 

水の供給状況 水道管から直接供給 

下水配水方式 １階以上：自然流下方式 

地 下：ポンプアップ 

早期点検体制 なし 

非水洗トイレ なし 

代替トイレ 

組み立て式簡易トイレ なし 

携帯トイレ なし 

マンホール型トイレの設置可能場所の確認 なし 

井戸（トイレ用水として想定） なし 

 

■トイレの確保のための対策 

対策 概要 

代替えトイレの備蓄 断水時でも使用できる組み立て式簡易トイレ等や携帯トイレ等

の代替えトイレを備蓄する。 
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 消耗品（用紙等）の確保 

外部からの消耗品（用紙等）の調達が不可能となる場合を想定し、事前の備蓄に努める。 

 

■消耗品（用紙等）の確保（令和４年３月 31日現在） 

区分 本庁舎 

コピー用紙 補充状況 定期的に補充 

備蓄量と使用可能日数 明確な備蓄量及び、使用可能日数は
把握されていない（在庫が少なくな
った際に補充） 

トナー 補充状況 定期的に補充 

備蓄量と使用可能日数 明確な備蓄量及び、使用可能日数は

把握されていない（在庫が少なくな

った際に補充） 

トイレットペーパー 補充状況 定期的に補充 

備蓄量と使用可能日数 明確な備蓄量及び、使用可能日数は

把握されていない（在庫が少なくな

った際に補充） 

 

■消耗品（用紙等）の確保のための対策 

対策 概要 

現状の備蓄量の確保・維持 現状、消耗品の備蓄量は把握されていないため、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。 

庁内での融通 非常時優先業務の実施に必要な消耗品について、庁内での融

通を図る。 

事前印刷の実施 大規模災害の発生後に必ず必要となる書類・資料等について

は、事前に印刷しておき、コピー用紙やトナー使用料を抑制

する。 
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 公用車の確保 

 災害時に使用できるように平時からの車両管理や燃料の確保に努める。 

 

■公用車の管理状況（令和４年３月 31日現在） 

区分 本庁舎 

公用車 管理台数 105台 

 乗用車 41台 

貨物 １7台 

ダンプ 6台 

ショベル等 14台 

バス 10台 

トラクター等 1５台 

バイク ２台 

使用状況の把握 掲示板アプリ「グループウェア」で予約管理 

災害時の使用状況の把握 同上 

災害時の使用可能性 全車両とも使用可能だが、所管課と協議して使用

する 

燃料 備蓄状況 未確保 

燃料の種類 － 

備蓄量と使用日数 － 

出典：浦幌町「浦幌町地域防災計画」 

■公用車の確保のための対策 

対策 概要 

公用車燃料の確保 協定締結先（帯広地方石油業協同組合 等）と速やかな連絡体制を構築

する 

満タン給油の周知 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。 

 

 

  



 第４章 ｜ 業務継続体制の確立における重要６要素 

25 

情報収集・伝達に要する機器については、役場庁舎、代替庁舎などの防災拠点施設における配

備状況を把握するとともに、必要量の確保・配備に努める。その際、防災拠点施設において多様

な情報収集・伝達手段が確保できるよう、機器・回線ともに多重化に努める。 

災害発生後は、直ちに防災拠点施設におけるインターネット環境の復旧を行い、災害発生状況

や被害状況等の情報収集が可能な体制を整えるとともに、通信事業者に対して優先的な復旧を要

請する。 

また、利用方法など限られた職員しか把握していないことから、訓練等で利用方法などを確認

する。 

 

■通信機器の整備状況（令和４年３月 31日現在） 

 災害時 

優先電話 

町防災 

行政無線 

衛星 

電話 

インター 

ネット回線 

役場庁舎 ○（３回線） ○ ○（車載端末 有） ○（wifi 有） 

浦幌町教育文化センター 〇（１回線） × × ○（wifi 有） 

上浦幌支所 〇（１回線） × × ○（wifi 有） 

浦幌町社会福祉協議会 〇（１回線） × × ○（有線のみ） 

 

■町防災行政無線の整備状況（計 29回線） 

分類 局名称 

再送信子局 

１ 直別再送信・拡声子局 
２ 厚内海岸再送信・拡声子局 
３ 堺氏の沢避難所再送信拡声子局 
４ 昆布刈石再送信・拡声子局 

拡声子局 

１ 直別拡声子局 
２ 厚内海岸拡声子局 
３ 厚内拡声子局（市街地） 
４ 厚内小学校拡声子局 
５ 浜厚内拡声子局-１（生活館） 
６ 浜厚内拡声子局-２（大塚） 
７ 昆布刈石拡声子局-１ 
８ 昆布刈石拡声子局-２（TN） 
９ 十勝太拡声子局 
10 下浦幌拡声子局-１ 
11 下浦幌拡声子局-２ 
12 下浦幌拡声子局-３ 
13 下浦幌拡声子局-４ 
14 下浦幌拡声子局-５ 
15 下浦幌拡声子局-６ 
16 下浦幌拡声子局-７ 
17 下浦幌拡声子局-８ 
18 下浦幌拡声子局-９ 
19 下浦幌拡声子局-10 
20 厚内増設局拡声子局（漁港） 

拡声子局（避難所） 

１ 斉藤牧場避難所拡声子局 
２ 林道厚内避難所拡声子局 
３ 浜厚内避難所拡声子局 
４ 模範牧場避難所拡声子局 
５ 吉野避難所拡声子局 
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■通信手段確保のための対策 

対策 概要 

多様な通信手段の確保 役場庁舎や代替庁舎、防災拠点施設における多様な通信手段の確保

に努める。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、職員に向け

ての情報連絡などに活用する。 

通信事業者等への優先

的な復旧の要請 

通信事業者及び保守管理業者に対して優先的な復旧を要請し、通信

手段の早期復旧を図る。 

通信機器の点検 各通信機器について、予備バッテリーの用意や使用可否の確認な

ど、定期的な点検を行う。 

通信機器の利用方法の

周知 

無線機や衛星電話について定期的な習熱訓練を実施する。 
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重要な行政データについては、各課等において適正なバックアップに努めるとともに、バック

アップしたデータは、災害による影響が小さい拠点へ保管する等、速やかに活用出来る環境下で

管理する。 

特に、非常時優先業務に必要となるデータについては、電力やネットワークの確保などの周辺

環境も含めた体制整備に努める。 

 

■行政データにバックアップ状況（令和４年３月 31 日現在） 

系列 業務 バックアップ方法 通信障害時の対応 

基
幹
系
シ
ス
テ
ム 

基幹業務系全般 クラウド ①本庁舎とデータセンター間で

通信障害 

：上浦幌支所とデータセンター

間通信に切り替え、業務継続 

②本庁舎、上浦幌支所ともにデ

ータセンター間で通信障害 

：電算室にある証発行サーバで

窓口業務のみは継続可能 

福祉総合システム 電算室サーバ 

公営住宅管理システム 電算室サーバ 

健康カルテ データセンター 

住基ネット(CS) 
データセンター、磁気

テープ 

戸籍(MICJET) 
データセンター、磁気

テープ 

情
報
系
シ
ス
テ
ム 

ファイルサーバ データセンター ①電算室のサーバで障害 

：本庁舎とデータセンター間通

信に切り替え、業務継続 

②本庁舎とデータセンター間で

通信障害 

：上浦幌支所とデータセンター

間通信に切り替え、業務継続 

ログサーバ データセンター 

GISサーバ データセンター 

メールサーバ(LGWAN

メールも含む) 

データセンター 

プロキシサーバ データセンター 

グループウェア データセンター 

業
務
系 

シ
ス
テ
ム 

文書管理システムサーバ 電算室サーバ 

－ 公会計システムサーバ TKC データセンター 

メールアプリサーバ 電算室サーバ 

 

 

■行政データのバックアップのための対策 

対策 概要 

重要データのバックア

ップ体制の構築 

重要な行政データを定期的にバックアップするよう、全庁的に体制を

構築して運用する。 

パソコン等の転落防止

対策の実施 

パソコンの転落・転倒防止対策の実施状況を確認し、ボルト固定等の

必要な措置を検討する。 

各システムにおける復

旧体制の構築 

各システムの早期復旧のため、保守点検業者と災害時の連携体制につ

いて検討する。 

システムのクラウド化

の推進 

重要システムの早期復旧のため、システムのクラウド化を推進する。 

代替え手段の確保 情報システムが使用不可になった場合に備え、業務端末等を使用せず

に手書きなどで事務処理を行うための準備や、非常時優先業務に必要

となるデータの紙媒体での保管について検討する。 
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 基本的な考え方 

大規模災害が発生し、庁舎の被災や職員・家族の被災等により、業務に必要な資源等の制約を

伴う状況下で業務継続を図るためには、優先的に実施する業務を時系列で絞り込むことが必要と

なる。これを非常時優先業務とする。 

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復旧・復興業務のほか、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、各種の必要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、または

非常時優先業務の継続の支障とならない範囲で業務を実施することとする。 

 

 対象期間 

非常時優先業務の選定対象となる期間は、発災後の資源が著しく不足し混乱する期間及び業務

実施環境が概ね整って通常業務への移行が確立されると考えられるまでの間として、１カ月以内

とする。 

 

 対象業務・業務開始目標時間の選定 

非常時優先業務は、「浦幌町地域防災計画」の応急対策業務・優先度の高い復旧業務及び、浦

幌町通常業務の内、災害時に優先的に復旧すべき業務（以下「優先度の高い通常業務」とい

う。）を選定した。 

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

 

■非常時優先業務の選定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■業務開始目標時間ごとの業務の特性 

業務開始目標時間 該当する業務の特性 

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 

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 

３日以内 ・一部の復旧・復興等に係る業務 

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 

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 

【浦幌町地域防災計画】 
・応急対策業務 
・早期に実施すべき復旧業務 

【浦幌町通常業務】 

優先度の高い通常業務 

災害時における優先的に復旧すべき業務の抽出 

非常時優先業務 
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 業務開始目標時間ごとの非常時優先業務 

別添資料「非常時優先業務選定シート」を参照 

 

 非常時優先業務の実施にあたっての必要備品 

非常時優先業務の実施にあたっての必要となる備品について、各課で準備し、災害時に使用で

きるように努める。また、下記の備品に限らず、各課で必要となる備品は適宜準備する。 

 

■必要となる備品の例 

項目 備品名 

共通で必要となる備品 

電話・FAX 

パソコン 

コピー機・プリンター 

紙・筆記用具 

公用車 

業務の系統別で 

必要となる備品 

申請等に関する業務 

住民票 

証明書用改ざん防止用紙 

印鑑登録証 

朱肉 

公印 

各種申請用紙 

調査等に関する業務 

カメラ 

メジャー 

作業着 

判定資機材 

医療・衛生等に関する

業務 

感染予防対策物品 

処理薬剤 

防塵マスク 

消毒液 

軍手 

手袋 
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 時間毎の非常時優先業務数 

浦幌町全体及び、課ごとにおける、非常時優先業務数の時間毎による変化と、平常時に実施す

る業務数を下記のとおり集計した。 

業務で必要人員の数が異なるため、業務数のみの比較では作業量を判断できないが、各課にお

ける時間毎での作業量と切迫性を示す目安とし、他自治体や他機関からの応援を受入れる体制に

ついて検討を行う。 

 

■時間毎における非常時優先業務数の変化（令和４年３月 31日現在） 
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 感染症等による職場クラスターの発生における業務縮小等の対応 

役場庁舎等において、新型コロナウイルスをはじめとした、感染症によるクラスターが発生

し、業務の縮小等が必要な場合には、通常業務に加えて、感染症対策に関する業務を実施する。 

なお、感染症蔓延期における各業務の実施区分は、別途定めている「浦幌町感染症対策業務継

続計画（名称未確定）」のとおりである。 

 

■感染症蔓延期における優先度の高い通常業務の区分 

区分 考え方 

感染症対策業務（S） 町対策本部の設置から廃止までの間に緊急対応する業務 

継続業務（A） 町対策本部の設置から小康期まで原則、継続しなければならない業務 

縮小業務（B） 
町対策本部の設置から小康期まで必要に応じて縮小する業務（ＢＣＰ発動

時は完全縮小） 

休止・延期業務（C） 
町対策本部の設置から小康期まで必要に応じて休止・延期する業務（ＢＣ

Ｐ発動時は完全休止・延期） 
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第5章 受援体制の整備 

災害発生時は、庁舎や職員等行政自体が被災することで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、非常時優先業務のうち、専門的な技術やマンパワーが必要であること

から、応援職員等に担ってもらう必要がある業務を「受援対象業務」として、事前に選定する必

要があり、本計画では、下記に示す業務について、受援対象業務の候補とする。 

 

■受援対象業務の候補（業務名は別紙１「非常時優先業務選定シート」と対応） 

業務
区分 

主体課 
事
業
№ 

業務名 
災害対策
本部班※1 

災害 

まちづくり政策課 ４ 災害時の人心安定広報に関すること。 広報 

町民課 

２ 防疫業務に関すること。 事案処理 

５ 被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること。 事案処理 

６ 死体の収容・安置・埋葬に関すること。 事案処理 

７ 避難所の開設・運営に関すること。 事案処理 

保健福祉課 

１ 災害時要援護者の支援に関すること。 事案処理 

２ 独居老人及び障害者の被害調査に関すること。 事案処理 

７ ボランティアの受け入れに関すること。 情報処理 

９ 被災地及び避難所の保健指導に関すること。 財務管理 

産業課 

１ 
農地・農業用施設、農作物及び家畜の被害調
査、及び復旧に関すること。 

情報処理 

６ 
林業施設及び林野の被害調査及び復旧に関する
こと。 

情報処理 

９ 
漁業施設及び船舶、漁具及び港湾施設の被害調
査に関すること。 

情報処理 

17 被害個所の写真撮影及び収集に関すること。 情報処理 

施設課 

３ 
道路、橋梁、河川の調査・応急措置に関する 
こと。 

事案処理 

５ 建築物の調査・応急措置に関すること。 事案処理 

６ 応急仮設住宅に関すること。 事案処理 

７ 災害地の復旧建築事業に関すること。 情報処理 

８ 交通障害物の除去に関すること。 情報処理 

９ 土木建築資材等の輸送に関すること。 情報処理 

10 
水道施設の調査保全及び復旧対策に関する 
こと。 

情報処理 

11 災害地域の給水対策に関すること。 資源管理 

13 被害個所の写真撮影及び収集に関すること。 資源管理 

通常 

町民課 ５ 諸証明に関すること。 財務管理 

保健福祉課 ７ 
罹災者及び行旅病人・死亡人の援護に関する 
こと。 

財務管理 

※1：受援にあたっては、応援側（他自治体・ボランティアセンター）と災害対策本部が連携して、人員配置を

行うため、災害対策本部班名を併せて示す。 
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浦幌町が他自治体や関係機関と締結している、災害時の受援に関する協定を下記に示す。 

■各種協定等の締結状況（令和４年３月 31日現在） 

協定名 協定先 

協定区分 

職
員
派
遣 

物
資
共
有 

物
資
運
搬
・
搬
送 

医
療
救
護 

災
害
広
報 

避
難
収
容 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧 

そ
の
他 

災害時の物資供給及び店舗営業の継

続または早期再開に関する協定書 

㈱セブン－イレブ

ン・ジャパン 
 ○       

災害時の医療救護活動に関す
る協定書 

(社)十勝医師会 
   ○     

浦幌町における災害応急対策
支援に関する協定 

浦幌町建設業協会 
       

土木 
対策 

災害対応型自動販売機による
協働事業に関する協定書 

北海道コカ・コー
ラボトリング㈱ 

 ○   ○    

災害時におけるレンタル機材
の提供に関する協定書 

㈱共成レンテム 
 ○       

災害時におけるレンタル機材
の提供に関する協定書 

北海産業㈱ 
 ○       

災害時におけるレンタル資機
材の優先供給に関する協定書 

日立建機日本㈱ 
 ○       

災害時における石油類燃料の
供給等に関する協定書 

帯広地方石油業協
同組合 

 ○       

災害等の発生時における浦幌
町と北海道エルピーガス災害
対策協議会の応急・復旧活動
の支援に関する協定 

北海道エルピーガ
ス災害対策協議会 

 ○     ○  

緊急時における輸送業務に関
する協定書 

(一社)十勝地区ト
ラック協会 

  ○      

災害時における遺体搬送等に
関する協定書 

(社)全国霊柩自動
車協会 

  ○ ○    
遺体 
の運搬 

災害発生時における浦幌町と
浦幌町内各郵便局の協力に関
する協定 

日本郵便㈱北海道
支社長  ○   ○   郵便 

災害時等における北海道及び
市町村相互の応援等に関する
協定 

北海道、北海道市
長会及び北海道町
村会 

○ ○    ○   

友好の町絆協定書 岩手県洋野町 ○ ○    ○   

災害時の協力に関する協定書 本別町      ○   

災害時における被災者支援の
ための行政書士業務に関する
協定 

北海道行政書士会
十勝支部 ○       行政書士 

災害時における避難所等施設
利用に関する協定書 

浦幌町商工会 
     ○   

大規模災害時における相互協
力に関する基本協定 

北海道電力株式会
社及び北海道電力
ネットワーク株式
会社 

      ○  
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第6章 計画の推進体制 

大規模自然災害の発生等いかなる事態においても、迅速かつ効果的に業務を立ち上げるために

は、全職員が災害の態様を正しく、かつ、具体的にイメージし、平常時から準備することが重要

である。このため、業務継続計画を町ホームページに掲載するとともに、人事異動の時期等にお

いても各課等で、非常時優先業務や非常参集のための連絡先の確認を行うなど、職員の意識向上

を図る。 

 

災害時、実際の行動に移すためには、職員等に教育・訓練が極めて重要である。 

職員参集訓練や庁舎が被災したシナリオを追加した災害対策本部運営訓練などを積み重ねなが

ら、業務継続計画や各種マニュアルの実効性の検証を行う。 

また、町職員自らが自主防災組織の訓練や防災イベントに積極的に参加することを促進し、防

災意識の向上を図る。 

 

本計画は、一定の前提を踏まえて検討・策定したものである。 

今後、前提条件の変化（最新の災害情勢、新たな災害教訓、国・県等の動向など）にも対応し

つつ、本計画の実効性を確認し、高めていくためには、教育や訓練を繰り返し実施していくこと

が重要であることから、教育や訓練の計画等を策定し、これに従い着実に実施することが必要で

ある。 

よって、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（計画策

定：Plan、訓練等の実施：Do、点検・検証：Check、改訂・見直し：Action）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。 

 


