
-49- 

１ 総務部  

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

総務課 1 職員の参集状況の把握
災害対策に従事するために参集した職員
の、参集場所ごとの出動状況を確認する。

出動状況が把握できないため、対策要員の
再配置ができずに、被災者への支援が十分
できない。

Ｂ
定期的（２時間おき）に職員の参集状況及び
活動状況を把握する。

3
班長の連絡先や活動場所など状況確認を行
うリスト等が整備されていない。

職員の参集状況を把握するために
必要な資料を用意しておく。

総務課 2 職員の配備調整
職員の参集状況に基づいて、職員の過不
足を把握し、職員の再配置について調整を
図る。

対策要員の再配置ができずに、被災者への
支援が十分できない。人数が不足するため
に特定の部署の業務が増大する。

Ｂ
各業務への配置状況及び職員の過不足を
把握し不足箇所への再配置を行う。

4
災害対策における担当要員以外で参集してく
る職員がどれだけいるのか把握できていな
い。

職員の過不足があった場合の再配
置要員をあらかじめ把握しておく必
要がある。

総務課 3 職員の活動環境の整備及び対応
職員への食料、飲料水、物資等の供給や
健康管理を行う。

対策要員の活動ができなくなる。 Ｂ
安定した食料、飲料水、物資等の供給、休
憩場所の確保、健康管理を行う。

5
食料等が不足した場合に被災者（市民等）へ
配布する食料等との兼ね合いから、どのように
確保するのか不明である。

職員へ配布する食料等について食
料等を管理する担当と調整（優先順
位など）をしておく必要がある。

総務課 4 出動が確認できない職員の把握
参集していない職員を把握し、安否を確認
する。

被災職員への支援ができなくなる。 Ｃ
参集していない職員の安否及び所在を確認
する。

3 特になし 各課連絡網等を整備する。

総務課 5 災害対策従事者の装備品の確保
対策要員の防災服、ヘルメット、雨具等の
装備品を確保して配布する。

作業実施中の安全確保等に支障があり、負
傷の発生、作業効率の低下を引き起こす。

Ａ
災害対策従事者の装備品を確保し、不足が
生じないよう管理する。

6
すべての従事者に対して装備品が支給できる
のか不明である。

在庫の状況や装備品が不足した際
の確保の方法について把握してお
く。

総務課 6 公務災害補償
被災職員及びその遺族に対し、災害によっ
て生じた損害を補償し、必要な福祉事業を
行う。

被災職員及び遺族の生活補償がなく、その
後の生活に支障をきたす。

Ｅ
災害の状況に応じて公務災害の手続きを速
やかに進める。

3
災害の状況により手続きが遅くなる可能性が
ある。

公務災害に係る手続きをスムーズに
行えるよう書類等を準備しておく。

総務課 7 自衛隊受入体制の整備
自衛隊に要請する業務を検証し、活動計
画を作成、野営場所等を確保する。

自衛隊の活動開始に時間を要し、被災者へ
の対策が遅延する。

Ｂ
災害派遣要請に基づいた作業計画を災害
発生後２４時間以内に作成し、併せて自衛
隊の野営場所を選定する。

9 特になし
野営地の候補場所について選定を
行う。

総務課 8 自衛隊との活動調整 自衛隊への活動依頼、活動の調整を行う。
自衛隊、消防、警察等との調整や被災者
ニーズとのマッチングができずに、効果的な
対策実施ができなくなる。

Ｂ
自衛隊に連絡員の派遣を要請し、随時連絡
員を通し、連携を図る。

4 特になし
自衛隊に災害時の連絡員候補の選
任を依頼する。

総務課 9 他自治体等の受入体制の整備
受入窓口の設置、派遣計画の作成、宿泊
場所等の確保を行う。

対策ニーズとのマッチングができずに、効果
的な活動ができなくなる。

Ｃ
災害発生後３日以内に、受入れ準備を整え
る。

10 特になし 受入名簿等について整備を行う。

総務課 10 支所との連絡調整・情報収集
支所に連絡し、管内の被害情報等を収集
する。

被害の概略が把握できず、救助活動等の
要員派遣の遅れなど、初動での効果的な
活動ができなくなる。

Ａ
災害発生後２４時間以内に、連絡体制を整
える。

1 特になし 支所とのホットラインを整備する。

秘書課 1 本部長との連絡体制の確立
発災直後に本部長及び副本部長と連絡を
とり参集を確認し、情報を伝達する。

本部の設置、職員配備等の判断ができなく
なり、対策の遅延につながる。

Ａ
震災発生後３０分以内を目標に、本部長及
び防災課との連絡体制の確立を図る。また、
当業務担当職員間の連絡体制を構築する。

3
勤務時間外等の場合は、迅速な連絡体制の
確立が困難となる。

災害時における本部長や防災課と
の連絡手段について、事前に協議
する。

秘書課 2 本部長の行動把握・スケジュール調整 本部長のスケジュール管理を行う。
災害対策本部の全体指揮や方針が示せな
くなり、対策に支障をきたす。

Ａ
本部長に随行し、行動把握及びスケジュー
ル調整、情報の整理を行う。

2 特になし 特になし

秘書課 3 視察者・見舞者の対応
視察者、見舞者との調整を図り、現地案内
等の接遇を行う。

印西市の被災情報の発信が遅れ、国をはじ
めとする全国からの救援や支援対策の実施
の遅延につながる。

D 視察者・見舞者の対応を行う。 4 特になし 特になし

広報広聴課 1 災害時広報活動の実施

広報車、避難所への掲示、ホームページ、
メール、Yahooブログ、ＣＡＴＶ、臨時広報
紙の発行等により、被災者に情報を伝達す
る。

正確な情報が伝達できなくなることで被災
者の不安が高まる。

Ａ
利用可能な情報発信媒体を活用し情報提供
を行う。

9
建物の倒壊による電源喪失や情報機器の破
損によりWebを活用した情報提供が行えない
可能性がある。

様々な方法で広報活動できるように
検討する。

広報広聴課 2 被災状況等の記録
被災状況や避難・救援活動の状況を写
真、映像等で記録する。

後世に災害教訓の資料が残せなくなる。 Ｃ
発災後の状況が変化しないうちに記録に残
す。

2 特になし 特になし

広報広聴課 3 報道機関への対応

報道機関に対し記者会見を行い、被災状
況、避難、救援等に関する情報を随時提
供する。また、被災地の取材活動について
要請を行う。

被災情報の発信が遅れ、救援や支援対策
の遅延につながる。報道活動により救援活
動に支障がでる可能性がある。

Ａ
利用可能な手段で報道機関に情報を提供
する。報道機関が自由に取材を行わないよう
協力を求める。

2

災害関連情報の提供は速報性が求められる
ため、発災後３時間以内としたが、発災後の
混乱により、迅速な情報提供を行えない可能
性がある。

様々な方法で報道機関に情報提供
できるように手段を検討する。

情報管理課 1 初期情報の収集
災害情報を収集し、災害情報連携システ
ムを活用し、情報の集約・整理・一元化を
行う。

救助活動や避難所の運営等の効果的な対
策の実施ができなくなる。

Ａ
インターネットの情報サイトやSNS等で発信さ
れる情報を確認するほか、現地調査の報告
を一元的に受け付ける。

8
情報管理班は、発災直後は通信インフラの確
認と整備に取り掛かるので一元的に受け付け
る体制が取れるか不明である。

対応可能な人的リソースを再確認す
る。

情報管理課 2 地域の被害状況の収集
施設調査班や関係機関等から地域の被害
情報を収集し、災害情報連携システム、ホ
ワイトボード等に一元化する。

救助活動や避難所の運営等の効果的な対
策の実施ができなくなる。

B
避難所周辺の状況から災害情報連携システ
ムに入力する。その他、災害対策本部に集ま
る情報を適宜整理する。

8

同一の災害箇所が複数報告される可能性が
ある。災害情報連携システムをどこまで活用で
きるか未知数。緊急性の高低を判断してくれ
る人がいれば重要な情報から順次整理する
等の対応が可能と思われる。

訓練を実施する（体制の確認）。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

情報管理課 3 県、国への報告
収集した情報を千葉県総合防災情報シス
テム及び千葉県防災行政無線により県、
総務省消防庁に報告する。

県、国からの支援が遅滞する。 Ａ
収集した情報の中から、防災課がシステムで
報告する内容を提供する。

3 特になし 特になし

情報管理課 4 データ通信インフラの調査
インターネット・庁内LAN・データセンタとの
疎通を確認する。

情報収集・発信体制が制限される。
体制の準備に影響が出る。

Ａ
利用可能な通信を調査し、外部（インター
ネット）との接続環境を最優先で確保する。

2

外部との接続環境は全て有線（電話線・光回
線）なので全て使用できなかった場合の代替
手段がない。通信回線が確保できなかった場
合の対応策を決めていない。

使用可能なインフラの把握と確認手
順、外部接続方法のマニュアル化と
訓練による職員のスキルアップ。外
部への連絡手段が確保できない場
合の対応策の検討

情報管理課 5 データ通信用資機材の準備

既存の通信設備が使用不能の場合は通
信用資機材と電力を確保し、災害対策本
部と情報収集業務、外部への情報発信業
務を優先して通信可能な状態を維持する。

市民への広報ができなくなる。莫大な被害
情報の整理が困難になり本部機能に迅速
性が欠ける。

Ａ

市の広報手段としてのホームページ、防災
用ホームページ、Twitter等のSNSの更新が
可能であること。災害情報を集約する仕組み
と、国県等の外部機関との情報共有が可能
なこと。

2

端末やネットワーク機器の設定変更が必要な
場合の対応力。データ通信インフラの調査に
より利用可能な通信手段があることが前提とな
る。

非常時でも利用可能な資機材で簡
易ネットワークを構築できる知識を職
員が持つこと。インフラ業者、ネット
ワーク業者の連絡先を把握してお
く。

情報管理課 6
災害対策本部が拠点を変更する場合
の通信等の確保

代替拠点に移動する場合の通信インフラ
や機器の準備と簡易ネットワーク作成、電
源の確保を行う。

災害対策本部の移転が遅れる。 D
拠点を移動した場合でも支障なく業務が可
能なこと。

8

代替拠点（印旛支所を想定）に非常用発電機
がない。サーバ等の設備を移転する必要があ
る場合の設置場所等を想定していない。代替
拠点とその他の出先機関（小中学校、出張
所、公民館等）が通信するためには市役所本
庁の設備が稼働していることが前提となる。

ネットワーク設備更新の際に本部機
能が移転しても対応可能となるよう配
慮する。

情報管理課 7
災害発生時の住民基本台帳データ
バックアップ

被災者支援の基礎データとなることから発
災時のデータをバックアップし、保存する。

支援対象者が確定できない。 B
データのバックアップの取得と保管を適切に
行うこと。

2
災害発生時に必要な業務手順を業務システ
ムのベンダーと取り決めていない。

災害発生時に必要なデータを取り決
めるとともに、連絡体制の相互確認
を行う。

情報管理課 8
避難所に設置した公衆無線LAN設備
の稼働状況の確認と接続方法の周知

公衆無線LANの設置場所と稼働状況を広
報する。

避難者の情報通信環境が確保できない場
合がある。

Ｃ
避難所の担当者が設置場所と接続方法を把
握していて、避難者に案内できる。

2
電源が確保できない場合は稼働しない。通常
は接続にメールアドレスの登録が必要であ
る。

避難所担当職員に使用方法と設置
場所の周知を図る。接続訓練の実
施

管財課 1 来庁者、職員の安全確保
自衛消防隊を編成し、来庁者及び職員の
避難誘導、初期消火、負傷者の応急手当
等を行う。

来庁者、職員の安全が確保できない。 Ａ 避難誘導時に死傷者がでないようにする。 10
速やかな避難指示、安全なルートによる誘導
を確実に行う必要がある。

庁舎避難訓練の実施

管財課 2 庁舎の被害状況の確認
庁舎の応急危険度判定、エレベーター、ラ
イフラインの機能確認等を行う。

庁舎が使用可能かどうかの判断ができず
に、災害対策本部の設置、各対策のスター
トに遅延が生じる。

Ａ
30分程度で庁舎の応急危険度判定を実施
する。

6
応急危険度判定士資格者が常時庁舎内にい
る必要がある。

応急危険度判定士の資格者の増
員、有資格者のうち、庁舎を担当す
る職員の指定

管財課 3 庁舎機能の確保
庁内情報システムの動作確認、データの
保全、自家発電装置の稼働等の庁舎機能
の確保を行う。

庁内システムによるデータの活用、夜間の
活動など、災害対策業務の遂行に支障をき
たす。

Ａ 停電時に確実に自家発電装置を起動する。 2 自家発電装置の機能を維持する。 定期的な点検及び動作確認の実施

管財課 4 緊急車両の配備
市有車両について、事前に作成した配備
計画に基づき、車両の配備を行う。

車両が必要な対策に効果的に配車ができ
ず、支障をきたす。

Ａ 重要な業務に確実に配車できるようにする。 2
業務の優先順位を考慮した配車計画が必要
となる。

非常時の配車計画を策定する。

管財課 5 緊急通行車両の申請
事前届出済みの緊急車両について、確認
申請を県公安委員会（印西警察署）に対し
て行い、標章等の交付を受ける。

交通規制箇所等で、災害対策車両の通行
ができず、対策の遂行に支障をきたす。

Ａ
重要な業務に必要な車両台数を速やかに申
請できるようにする。

2
重要な業務に必要な台数の確保及び速やか
な申請手続きが必要である。

重要な業務及び必要な台数を明確
にし、申請手続きはマニュアル化す
る。

管財課 6 燃料の確保
燃料販売業者等に連絡を取り、緊急車両
用の燃料を確保する。

燃料が確保できず、車両が使用できなくな
る。

Ｂ
重要な業務に必要な燃料を確実に確保す
る。

2
公用車の燃料警告ランプが点灯するまで給油
しない場合がある。

こまめな給与を心がけ、残量を半分
以下としない。
燃料供給の協定を締結している業
者と優先給油の方法や給油方法の
確認を行う。

管財課 7 本部全般に係る資機材の調達、配備
災害対策本部室の設置に必要な机、ホワ
イトボード、照明等の資機材を調達し、設
営を行う。

資機材が不足するため、本部での効果的な
運営ができなくなる。

Ｃ
本部が機能するために必要な資機材を確保
する。

2
停電時の照明及び電話回線は非常用となる
ため、不足する可能性がある。

代替手段を検討し、配備する。

防災課 1 災害対策本部の設置

本部長の指示に基づき、市役所に必要な
資機材等を確保し、災害対策本部を設営
する。また、本部を設置した場合、その旨を
県その他関係機関に通知する。

市役所等の被災や、ライフライン機能の低
下等により場所が確保できなく、活動の指揮
がとれなくなる。

Ａ 災害対策本部を円滑に運営する。 10

災害対策本部が設置される大会議室におい
て、電話回線が４回線しかないため、マニュア
ルどおりのレイアウトが不可能である。また、代
替順位１位の「ふれあいセンターいんば」の非
常用電源が無い。

災害対策本部設置訓練の実施

防災課 2 初期情報の収集
第１回本部会議までに概括的な被害状況
を収集しとりまとめる。

情報が把握できないため対策の方針が決
定できずに初動活動が遅滞する。

Ａ いち早く被害状況を把握する。 5

災害情報連携システムにより、携帯端末から
の被害情報の入力が可能であるが、担当の全
職員がシステムによる報告方法について浸透
していない。

パトロール職員に対する災害情報連
携システムの操作研修の実施

防災課 3 本部会議の開催
本部長、副本部長、本部員で構成する本
部会議を開催し、災害対策に関する方針
等について審議し決定する。

対策の方針が決定できず、統一した方針に
基づく効果的な活動ができなくなる。

Ａ いち早く指揮命令を伝達する。 8
本部会議を開催する際の進め方など事務局
職員のスキルが足りない。

会議の開催訓練の実施
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

防災課 4 現地災害対策本部会議

現場における拠点が必要な場合に、災害
発生現場に近い公共施設に現地災害対
策本部を設置し、関係機関等と連絡調整を
行う。

現場での効果的な対策が実施できなくな
る。

Ｂ 現地対策本部から現場へ的確に指示する。 5
実際に開設したことが無いことにより、職員が
すぐに対応できるか等について不安要素が存
在する。

市総合防災訓練時に実施する現地
対策本部の更なる充実及び簡易マ
ニュアルを作成する。

防災課 5 関係機関連絡員との調整
災害対策本部に関係機関連絡員席を設置
し、連絡調整が必要な関係機関から連絡
員の派遣を要請する。

関係機関との情報交換や役割分担ができ
ずに、効果的な対策の実施ができなくなる。

Ｂ
市の必要とする支援が、滞りなく要請できる
状態とする。

1
電話等の通信手段が、寸断された場合の代
替手段がない。

平素から連絡体制を構築しておく。

防災課 6
システムの動作確認・応急復旧と
運用

災害時の情報収集・整理・伝達をシステム
上で行い、情報の共有化を図る。

手作業による情報の整理となり、情報の把
握に遅延が生じ、対策の実施が阻害され
る。

Ａ
収集した情報をより多くの職員が共有できる
状態とする。

10
災害情報連携システムによる被害情報、避難
所情報等の入力に職員が慣れていない。

職員の訓練と操作研修の充実、さら
に災害情報連携システムのカスタマ
イズを検討する。

防災課 7 避難勧告等の発令及び解除
本部長に避難勧告・指示を判断するため
の情報を伝達し、本部長の指示に基づき、
市民に伝達する。

適切な避難の開始が阻害され、市民等の
安全が守れなくなる。

Ａ
適切な避難行動と十分な安全が確認されて
から避難情報を解除する。

2 避難指示等の解除の判断が難しい。
防災関係機関等から技術的な助言
を求めるようにする。

防災課 8
自衛隊、消防、自治体への応援要請
及び連絡調整

自衛隊の災害派遣、消防の広域応援、協
定に基づく自治体への応援要請を行う。

応援部隊の到着が遅れ、被災者の救助活
動に重大な支障が生じる。

Ａ
応援要請が受入れられ、市側の受入れい体
制が整った状態とする。

1
自衛隊については、県を通じて応援を要請す
るため、印西市を担当する第1空挺団と直接、
連絡調整がとれないこと。

平素から応援要請の手続方法や緊
急時の連絡先などを確認しておく。

防災課 9 防災行政無線の運用
市防災行政無線、千葉県防災情報システ
ムを運用する。

市民に正しい情報が伝達できずに避難等の
的確な行動を誘導することができなくなる。
また、県、国への報告ができずに、人・モノ
の支援が遅滞する。

Ａ 逐一、正確な情報を配信する。 1
メールやホームページ、ツィッターなどは、利
用者が限定されてしまう。

多くの市民が利用するテレビやラジ
オなどにLアラートを通じて情報を配
信する。さらに防災メールの登録を
いっそう啓発していく。

防災課 10 被害情報の総括及び報告
被害情報をとりまとめ、千葉県防災情報シ
ステムで県、総務省消防庁に報告する。

県、国への報告ができずに、人・モノの支援
が遅滞する。

Ａ 正確な被害情報を随時報告する。 1
システムが使用不能となった際の代替の報告
手段がないこと。

特になし

防災課 11 印西地区消防組合との連絡調整
救助、救急活動等において、印西地区消
防組合と連絡調整を行う。

救助、救急活動に関する市との連携がとれ
ず、市が把握した救助情報が伝達できなく
なる。

Ａ
印西地区消防組合による救急・救助活動が
整っている状態とする。

1 市と消防組合で調整が整わない事態に陥る。
消防組合から市災害対策本部へ連
絡調整役の職員派遣について、検
討をしておく。

防災課 12
印旛利根川水防事務組合との連絡調
整

被災後の大雨による河川増水等に際して、
水防活動のため連絡調整を行う。

印西市水防団との連携がとれた水防活動が
できなくなる。

Ａ
水防事務組合からの情報により、水防団がい
つでも活動に入れる状態とする。

1 特になし 平素から連絡体制を確認しておく。

防災課 13 災害救助法の適用申請
市の被害が適用基準に該当する場合、又
は該当する見込みのある場合は、県に報
告する。

帳票の作成開始が遅滞し、書類をまとめるこ
とができなくなる。

Ａ
災害救助法の適用対象となることが確認でき
た状態とする。

1 事務手続きについて不明な点が多い。
平素から救助の程度、方法及び期
間を熟知し、手続きを確認しておく。

防災課 14 災害救助法の帳票の作成

災害救助法が適用された場合に、救助の
種類ごとにその実施内容について帳票を
作成するよう各担当に帳票を配布し、その
記入方法を説明する。

帳票の作成等が遅滞する。 Ｃ
救助の種類ごとに、費用のとりまとめができる
状態にある。

5 帳票の作成について不明な点が多い。
平素から救助の程度、方法及び期
間を熟知し、手続きを確認しておく。

防災課 15 災害救助法の帳票のとりまとめ 各担当が作成した帳票をとりまとめる。
災害救助法に基づく費用の交付が受けられ
なくなる。

Ｅ
救助の期間が終了したら、いち早く費用の交
付の手続きを行う。

5 事務手続きについて不明な点が多い。
平素から救助の程度、方法及び期
間を熟知し、手続きを確認しておく。

防災課 16 自衛隊の災害派遣要請
被害状況及び業務活動の検証に基づき、
知事に対し自衛隊の災害派遣要請を要求
する。

人命救助など、初動での緊急性の高い活
動が遅れる。

Ａ
要請する旨の第1報を県知事又は自衛隊の
部隊に3時間以内に伝える。

6 特になし 特になし

防災課 17 他自治体等への応援要請
災害応急活動について検証し、協定や法
令に基づいて支援を要請する。

対策要員、資機材の確保が十分ではなく、
限られた要員で対応せざるを得なくなる。

Ｃ
応援を必要とするニーズ（活動項目、資機材
の種類、必要な人数）を明確にして、要請を
行う。

11
実際に要請したことが無いことにより、職員が
すぐに対応できるか等について不安要素が存
在する。

特になし

行政管理課 1 職員の参集状況の把握
災害対策に従事するために参集した職員
の、参集場所ごとの出動状況を確認する。

出動状況が把握できないため、対策要員の
再配置ができずに、被災者への支援が十分
できない。

Ｂ
定期的（２時間おき）に職員の参集状況及び
活動状況を把握する。

3
班長の連絡先や活動場所など状況確認を行
うリスト等が整備されていない。

職員の参集状況を把握するために
必要な資料を用意しておく。

行政管理課 2 職員の配備調整
職員の参集状況に基づいて、職員の過不
足を把握し、職員の再配置について調整を
図る。

対策要員の再配置ができずに、被災者への
支援が十分できない。人数が不足するため
に特定の部署の業務が増大する。

Ｂ
各業務への配置状況及び職員の過不足を
把握し不足箇所への再配置を行う。

4
災害対策における担当要員以外で参集してく
る職員がどれだけいるのか把握できていな
い。

職員の過不足があった場合の再配
置要員をあらかじめ把握しておく必
要がある。

行政管理課 3 職員の活動環境の整備及び対応
職員への食料、飲料水、物資等の供給や
健康管理を行う。

対策要員の活動ができなくなる。 Ｂ
安定した食料、飲料水、物資等の供給、休
憩場所の確保、健康管理を行う。

5
食料等が不足した場合に被災者（市民等）へ
配布する食料等との兼ね合いから、どのように
確保するのか不明である。

職員へ配布する食料等について食
料等を管理する担当と調整（優先順
位など）をしておく必要がある。

行政管理課 4 出動が確認できない職員の把握
参集していない職員を把握し、安否を確認
する。

被災職員への支援ができなくなる。 Ｃ
参集していない職員の安否及び所在を確認
する。

3 特になし 各課連絡網等を整備する。

行政管理課 5 災害対策従事者の装備品の確保
対策要員の防災服、ヘルメット、雨具等の
装備品を確保して配布する。

作業実施中の安全確保等に支障があり、負
傷の発生、作業効率の低下を引き起こす。

Ａ
災害対策従事者の装備品を確保し、不足が
生じないよう管理する。

6
すべての従事者に対して装備品が支給できる
のか不明である。

在庫の状況や装備品が不足した際
の確保の方法について把握してお
く。

行政管理課 6 公務災害補償
被災職員及びその遺族に対し、災害によっ
て生じた損害を補償し、必要な福祉事業を
行う。

被災職員及び遺族の生活補償がなく、その
後の生活に支障をきたす。

Ｅ
災害の状況に応じて公務災害の手続きを速
やかに進める。

3
災害の状況により手続きが遅くなる可能性が
ある。

公務災害に係る手続きをスムーズに
行えるよう書類等を準備しておく。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

行政管理課 7 自衛隊受入体制の整備
自衛隊に要請する業務を検証し、活動計
画を作成、野営場所等を確保する。

自衛隊の活動開始に時間を要し、被災者へ
の対策が遅延する。

Ｂ
自衛隊の部隊が集結する場所を確保し、部
隊の車両が入れるように空地を確保する。

9 特になし 特になし

行政管理課 8 自衛隊との活動調整 自衛隊への活動依頼、活動の調整を行う。
自衛隊、消防、警察等との調整や被災者
ニーズとのマッチングができずに、効果的な
対策実施ができなくなる。

Ｂ
自衛隊の部隊との調整担当を決め、活動の
状況を把握し、自衛隊の指揮者に要請する
活動を決定する。

4 特になし 特になし

行政管理課 9 他自治体等の受入体制の整備
受入窓口の設置、派遣計画の作成、宿泊
場所等の確保を行う。

対策ニーズとのマッチングができずに、効果
的な活動ができなくなる。

Ｃ
駐車場、活動拠点、宿泊可能な場所を確保
する。

10 特になし 特になし

行政管理課 10 支所との連絡調整・情報収集
支所に連絡し、管内の被害情報等を収集
する。

被害の概略が把握できず、救助活動等の
要員派遣の遅れなど、初動での効果的な
活動ができなくなる。

Ａ
支所管内の被害の死傷者、避難者の有無を
把握する。

1 特になし 特になし
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

総務課 1 給与支給事務
職員に対する毎月の給与の支給に関する
各種手続きを行う。

生活困窮や各種支払い等の滞りにより、職
員が不利益を被ることとなる。

Ｅ 給与支給日に振り込みができること。 1 給与の支給事務を行える職員が少ない。 給与支給事務のマニュアル化

総務課 2 共済関係事務 共済組合への共済費の支払いを行う。 共済事務に支障が生じる可能性がある。 Ｅ 期限までに振り込みができること。 1 共済費の支払い事務を行える職員が少ない。 共済費支払い事務のマニュアル化

秘書課 1 市長及び副市長の秘書に関すること 市長及び副市長の日程調整ほか
災害対策業務・本部長秘書、視察等対応
対策に支障が出る可能性あり

D 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし

秘書課 2 褒章及び表彰に関すること 栄典事務等 大きな影響なし Ｅ 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし
秘書課 3 市長会等に関すること 全国、関東、千葉県の各市長会業務 大きな影響なし Ｅ 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし
秘書課 4 渉外、交際等に関すること 市長交際費事務等 大きな影響なし Ｅ 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし

秘書課 5 市長車等の運転管理に関すること 市長車等の運転管理
災害対策業務・本部長秘書、視察等対応
対策に支障が出る可能性あり

D 発災前の業務レベル 3 燃料が不足して運行ができないおそれがある。
特になし（燃料確保の担当は管財
課）

秘書課 6
運転手の安全運転管理及び健康管理
に関すること

運転手の安全運転管理及び健康管理
災害対策業務・本部長秘書、視察等対応
対策に支障が出るおそれがある。

D 発災前の業務レベル 3 特になし 特になし

秘書課 7 市長の特命事項に関すること 市長の特命事項の進捗状況の把握 大きな影響なし Ｅ 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし

秘書課 8

地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律（昭和31年法律第162号。）法
第1条の4に規定する総合教育会議に
関すること

総合教育会議の開催及び運営

設置要綱第２条（所掌事務）３項に記載する
「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害
が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが
あると見込まれる場合等の緊急の場合に講
ずべき措置」についての協議及び構成員の
事務の調整に支障が出る可能性あり

D 発災前の業務レベル 2 特になし 特になし

広報広聴課 1 広報紙の編集発行 広報紙の編集発行、取材
情報提供が無いことで市民の不満が高ま
る。

Ｂ
「通常の市政情報」と「災害関連情報」を織
り交ぜて広報する。

4
「通常の市政情報」をどこまで広報するか基準
がない。

災害時の情報発信項目を検討して
おく。

広報広聴課 2 ホームページ運用管理 市ホームページを利用した情報発信
情報提供が無いことで市民の不満が高ま
る。

Ｂ
「通常の市政情報」とは別に「災害関連情
報」のコンテンツを設けて掲載する。

1
「災害時の情報発信」をどこまで掲載するか基
準がない。

災害時の情報発信項目を検討して
おく。

広報広聴課 3 報道機関への対応 報道機関への情報提供
情報提供が無いことで復旧状況や支援対
策が分からず不安が高まる。

Ｂ
「通常の市政情報」と「災害関連情報」を織
り交ぜて広報する。

2
「通常の市政情報」をどこまで広報するか基準
がない。

災害時の情報発信項目を検討して
おく。

情報管理課 1 電算システムの管理運営 各種システムの管理運営を行う。
証明書の発行やシステムに登録された情報
の確認ができず行政事務に支障をきたすお
それがある。

C

発災直後から１週間程度は救護、被災者支
援、安否確認等の業務に必要なシステムの
稼働を優先させる。1か月以内に発災前の
状況と同等の業務が可能になるようにする。

4

基幹系システムはデータセンタで管理されて
いるため通信回線が切断された場合は市の
職員だけでは復旧できない。副サーバが市役
所に設置されているが委託業者の操作で切り
替えを行う必要がある。

バックアップデータの保管場所を決
めいつでも持ち出せるように管理す
る。各システムの保守会社の連絡先
を把握するとともに大規模災害時の
対応を事前に協議しておく。

情報管理課 2
庁内情報通信ネットワークの整備、運
営管理

本庁舎と出先機関をつなぐネットワークの
管理を行う。

本庁舎のネットワークが使用できない場合
は災害対策業務に支障をきたすおそれがあ
る。大多数の情報システムはネットワークが
稼働していないと使用できないので、市民
サービスに深刻な影響が出る。

A

被害の大きさにもよるが本庁舎のネットワー
ク稼働を最優先とする。出先機関とのネット
ワークは通信事業者の状況にもよるもので、
回線の復旧状況のほか施設の優先度を判
断して復旧作業に当たる。

4

L3スイッチが故障した場合には代替機を設置
しなければならないが故障前の状況に戻すた
めには保守業者の作業が必要。また出先機
関の復旧の優先順位は総合的な判断が必要
と思われる。

コンピュータネットワークの知識を日
常業務で蓄える。

情報管理課 3 郵便事務
各課からの発送する郵便のとりまとめと発送
処理を行う。

市民あての通知等に遅れが生じる。 D
各課から発送依頼があった場合は、対応す
る必要がある。

2
非常時に発送が必要なものがあるか不明だ
が、郵便局や運送会社が対応可能か確認が
必要と思われる。

特になし

管財課 1 庁舎の維持管理業務
庁舎機能を確保するため、施設維持管理
及び清掃業務等を行う。

エレベーターや自動ドア、空調設備等の使
用に支障がでる。また、清掃等の未実施に
より執務環境が悪化する。

Ｃ
法定点検の必要な設備の点検を確実に実
施する。また、衛生的に問題ない執務環境
となるようにする。

1
委託により行っているため、非常時に委託業
者が業務を実施できる体制がとれるか。

委託業者と非常時における業務の
実施体制等を事前に協議する。

管財課 2 公用車の管理業務
公用車が通常通り使用できるよう点検整備
を行う。

車検等の未実施により、公用車が使用でき
なくなる。

Ｃ 法的な点検の確実な実施 1 各課管理の公用車の点検漏れの発生
各車両管理者の確実な車両管理の
実施
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２ 企画財政部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

企画政策課 1 外国人被災者の把握
市内在住者の外国人について、避難所、
企業等を通じて安否を確認する。

日本語を解しない外国人への支援が遅滞
する。

Ｂ すべての外国人の安否を確認する。 4
すべての外国人の安否確認をすることは困難
である。

避難所の場所や災害時の備えにつ
いて周知する。

企画政策課 2
外国人相談窓口の設置等外国人への
支援

外国人相談窓口の設置、国際交流ボラン
ティの確保、多言語による情報の提供等に
より外国人を支援する。

日本語を解しない外国人への支援が遅滞
する。

Ｃ

市内に在住する外国人のうち中国人及び韓
国人で５０％を超えることから中国語、韓国語
及び英語に対応できる相談窓口を設置す
る。

7 市職員等では対応は困難である。 国際交流協会等と連携する。

交通政策課 1 帰宅支援情報の提供

市内の５駅に駅配置職員を派遣し、駅職員
等と連携して、一時滞在施設、被害状況
等の情報を滞留者に提供するとともに、本
部に帰宅困難者の発生状況を報告する。

駅周辺の滞留者が徒歩による帰宅を開始
し、道路交通が混乱する。

Ａ
いつ、どこで、どのような状況であるのか正確
な情報を得る。

3
円滑な対応をするには、５駅に必要な人的資
源を配置する必要があるが、その場合絶対的
な人員の不足が考えられる。

人員の増

交通政策課 2 帰宅困難者の支援
一時滞在施設の設置、物資等の提供等を
行う。

帰宅困難者が飲料水、情報の支援を受けら
れずに混乱する。

Ａ
一時滞在施設を開設する場合には出来る限
り速やかに対応する。

3
円滑な対応をするには、５駅に必要な人的資
源を配置する必要があるが、その場合絶対的
な人員の不足が考えられる。

震災を想定し、目標とする業務のレ
ベルが可能かどうか訓練する。

交通政策課 3 鉄道情報の収集及び情報の伝達
鉄道の被害や運行情報を収集し、一時滞
在施設や市民に運行情報等を発信する。

帰宅困難者や、家族等の市外への通勤者
の情報が得られずに不安になる。

Ａ
一時滞在施設を開設する場合には出来る限
り速やかに対応する。帰宅困難者の誘導に
は混乱を招かぬよう落ち着いて対応する。

8
円滑な対応をするには、５駅に必要な人的資
源を配置する必要があるが、その場合絶対的
な人員の不足が考えられる。

震災を想定し、目標とする業務のレ
ベルが可能かどうか訓練する。

交通政策課 4 道路・避難所・バス事業者の情報収集
臨時バスの運行のため、道路被害、避難
者の移動ニーズ、バス事業者の被害状況
を確認する。

一部の避難所に多数の避難者が集中し、
収容しきれなくなる。

Ｂ
一部の避難所に多数の避難者が集中しない
よう配慮する。

7
道路被害・バス事業者の被害状況により対応
が難しくなる可能性が考えられる。

震災を想定し、避難者の移動ニーズ
を把握するとともに、震災の影響を受
けやすい道路の箇所を把握する。

交通政策課 5 臨時バスによる輸送
市保有バス又はバス事業者に臨時バスを
要請し、避難者を輸送する。

一部の避難所に多数の避難者が集中し、
収容しきれなくなる。

Ｂ
一部の避難所に多数の避難者が集中しない
よう配慮する。

9
道路被害・バス事業者の被害状況により対応
が難しくなる可能性が考えられる。

震災を想定し、避難者の移動ニーズ
を把握するとともに、震災の影響を受
けやすい道路の箇所を把握する。

財政課 1 国、県への災害に係る要望、陳情
国、県に災害対策に関する特別措置等を
要請する。

復旧・復興が遅滞する。 E
援助の必要な具体的な項目を把握し、要望
する。

2 特になし 特になし

財政課 2 国、県からの災害関係資金 災害資金に関する手続きと配分を行う。 復旧・復興が遅滞する。 E 復旧経費の取りまとめ等を行う。 2 特になし 特になし

財政課 3 対策に係る予算の編成及び執行管理
災害対策予算について編成を行い、執行
する。

復旧・復興が遅滞する。 E
早急に（仮）復旧までの予算を確保、執行す
る。

2
財務会計システムがダウンした場合には、予
算編成に支障がでる。

緊急時のシステムのサポート体制に
ついて日頃から確認しておく。

財政課 4 資金計画の作成 災害対策予算に対する財源を確保する。 復旧・復興が遅滞する。 E
必要に応じ、財政調整基金からの繰入れの
前倒しや、一時借り入れを行う。

2 特になし
資金収支の状況や基金残高を日頃
から把握しておく。

財政課 5 災害経費の出納 災害対策費用の伝票処理を行う。 支払い先の経営に影響する。 E 遅延とならないように執行する。 2
財務会計システムがダウンした場合には、執
行に支障がでる。

緊急時のシステムのサポート体制に
ついて日頃から確認しておく。

財政課 6 道路・避難所・バス事業者の情報収集
臨時バスの運行のため、道路被害、避難
者の移動ニーズ、バス事業者の被害状況
を確認する。

一部の避難所に多数の避難者が集中し、
収容しきれなくなる。

Ｂ
一部の避難所に多数の避難者が集中しない
よう配慮する。

7
道路被害・バス事業者の被害状況により対応
が難しくなる可能性が考えられる。

震災を想定し、避難者の移動ニーズ
を把握するとともに、震災の影響を受
けやすい道路の箇所を把握する。

財政課 7 臨時バスによる輸送
市保有バス又はバス事業者に臨時バスを
要請し、避難者を輸送する。

一部の避難所に多数の避難者が集中し、
収容しきれなくなる。

Ｂ
一部の避難所に多数の避難者が集中しない
よう配慮する。

9
道路被害・バス事業者の被害状況により対応
が難しくなる可能性が考えられる。

震災を想定し、避難者の移動ニーズ
を把握するとともに、震災の影響を受
けやすい道路の箇所を把握する。

ふるさとづくり推
進課

1 外国人被災者の把握
市内在住者の外国人について、避難所、
避難所外、企業等を通じて安否を確認す
る。

日本語を解しない外国人への支援が遅滞
する。

Ｂ すべての外国人の安否を確認する。 4
すべての外国人の安否確認をすることは困難
である。

避難所の場所や災害時の備えにつ
いて周知する。

ふるさとづくり推
進課

2
外国人相談窓口の設置等外国人への
支援

外国人相談窓口の設置、国際交流ボラン
ティの確保、他言語による情報の提供等に
より外国人を支援する。

日本語を解しない外国人への支援が遅滞
する。

Ｃ

市内に在住する外国人のうち中国人及び韓
国人で５０％を超えることから中国語、韓国語
及び英語に対応できる相談窓口を設置す
る。

7 市職員等では対応困難である。 国際交流協会等と連携する。
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

交通政策課 1 ふれあいバス運行事業
市内６ルートのコミュニティバスを運行す
る。

避難者が移動の支援を受けられずに混乱
する。

D
道路被害・バス事業者の被害状況を把握す
る。

3
道路被害・バス事業者の被害状況により対応
が難しくなるおそれがある。

震災を想定し、避難者の移動ニーズ
を把握するとともに、震災の影響を受
けやすい道路の箇所を把握する。

財政課 1 予算の調整 当初、補正予算を調整する。 市全体の事業の執行に支障が出る。 Ｅ
当初予算は最低でも暫定予算を編成する。
補正予算は専決処分での対応も可能であ
る。

5
財務会計システムがダウンした場合に支障が
でる。

各課において義務的な経費を把握
し、システムについては緊急時のサ
ポート体制を日頃から確認しておく。

財政課 2 予算の執行 執行伝票を処理する。 支払先の経営に影響が出る。 Ｅ 遅延とならないように執行する。 2
財務会計システムがダウンした場合に支障が
でる。

緊急時のシステムのサポート体制に
ついて日頃から確認しておく。

財政課 3 決算事務 決算関係資料を作成する。 市全体の事業の執行に支障が出る。 Ｅ
時期が遅れても内容は通常と同様に実施
する。

2
業務担当者が不在の場合、他の職員では業
務が滞るおそれがある。

複数の職員が事務を熟知すること。

財政課 4 交付税事務 普通交付税及び特別交付税の算定事務 市全体の事業の執行に支障が出る。 Ｅ 通常と同様に実施する。 2
業務担当者が不在の場合、他の職員では業
務が滞るおそれがある。

複数の職員が事務を熟知すること。

財政課 5 起債業務 地方債の借り入れを調整する。 事業に対する財源の確保に支障が出る。 Ｅ 通常と同様に実施する。 2
業務担当者が不在の場合、他の職員では業
務が滞るおそれがある。

複数の職員が事務を熟知すること。
 

 

 



-56- 

３ 市民部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

市民活動推進
課

1
町内会・自治会等との連絡調整に関す
ること

町内会・自治会を通じて、救援物資等の配
布や広報の要請等の災害対策について連
絡調整を行う。

地域の情報収集、各世帯への情報伝達が
できなくなる。

C 町内会等との連絡調整ができる状態。 2 通信障害により町内会長と連絡がとれない。 様々な通信手段の確保

市民活動推進
課

2
応急仮設住宅における自治会等の設立
及び運営支援

応急仮設住宅の入居者に対し、自治会の
設立を働きかけ、交流を図るためのイベント
開催等の支援を行う。

入居者の孤立や孤独死といった問題が生じ
る。

E
入居者どうしのコミュニティを形成できる状
態。

4
コミュニティ形成は、入居者の自発性が必要
であるため、支援方法が限られる。

地域コミュニティの果たす役割の啓
発に努める。

市民安全課 1 災害警備体制の構築

被害情報等から重点的に警備すべき地域
や警備実施機関等に関する災害警備方針
を検討し、警察署と連携して災害警備を実
施する。

被災地で犯罪が発生する。 A
災害対策本部、警察署と連携し、被害状況
を確認する。

5 人員の確保、車両の確保
関係機関との連絡調整
民間団体（ボランティア）との協力支
援

市民安全課 2 巡回パトロールの実施
印西警察署、印西市防犯組合、印西市消
防団と連携し、市内を巡回パトロールする
体制を確立する。

被災し避難した地域での盗難、避難所での
盗難、不審者の侵入等が発生する。

C
巡回パトロール等による情報把握と避難所
等へ人員を配置する。

2(65)

人員の確保、車両の確保
防犯組合の防犯指導員は高齢者がほとんど
なため、災害時に活動ができるか不安があ
る。

関係機関との連絡調整
民間団体（ボランティア）との協力支
援

市民安全課 3 交通安全対策にかかわる連絡調整
印西警察署と迂回路設定等に関連した交
通安全対策について連絡調整を行う。

道路交通の安全が確保できなくなる。 D
災害の発生により通行ができない箇所を把
握する。

2 人員の確保、車両の確保
関係機関との連絡調整
民間団体（ボランティア）との協力支
援

市民課、出張所 1 相談窓口の設置準備
市民の相談に対応するため、他機関の窓
口情報の収集、相談員の確保、機材・備
品を確保し、相談窓口設置の準備を行う。

被災者の早期復旧に遅延が生じる。 B
発災翌日には市民等からの問い合わせに
対応できるよう、最低限、市役所に相談窓口
を開設する。

30
発災直後は、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

市民課、出張所 2 相談の実施
市役所、中央駅前地域交流館に相談窓口
を設置し、相談業務を実施する。

被災者の早期復旧に遅延が生じる。 C
発災3日までには、市役所に加え、各支所、
中央駅前センターの４箇所で相談業務を実
施する。

50
発災直後に、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

市民課、出張所 3
死者、行方不明者の数の把握に関する
こと

相談業務で届出のあった行方不明者や死
者の情報、消防署、医療機関での情報を
収集し、死者、行方不明者数を把握する。

県への報告が遅延する。 A
消防署、医療機関への連絡、窓口での死
亡の届出等の受付ができるようにする。

2 特になし 特になし

市民課、出張所 4 死体の埋火葬申請
遺族の死亡届けに基づき、死体火葬許可
証を発行する。

死体の処理が遅延する。 C 死体火葬許可書を発行する。
相談窓口
に含む

遺体の処理のためには早急な許可証発行が
求められるが、電算システム停止で迅速な対
応が遅延するおそれがある。

電算システム停止時の許可証発行
の方法について検討する。

市民税課 1 家屋被害調査の準備
家屋被害調査のため、実施方針の確認、
調査実施計画の作成、資機材、調査人員
の確保等、準備を行う。

家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後５日後を目標に家屋被害調査
が実施できるよう準備を進める。

15 資機材、調査人員の不足が予想される。
・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

市民税課 2 家屋被害調査の実施 家屋被害調査を行う。
家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ
１０班体制による市内全住家を対象に目視
調査を行う。

（100）

資機材、調査人員の不足により１０班体制で
の調査は難しい。また、調査時に被災建物応
急危険度判定調査を希望する（混同する）こと
が予想されるため、被災建物応急危険度判
定調査を行う担当との連携も必要と考える。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

市民税課 3 罹災台帳の作成
家屋被害調査を基に罹災証明書発行台帳
の基本台帳となる罹災台帳を作成する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ 被害家屋調査後、速やかに処理を進める。 10
家屋被害調査に係る資機材、調査人員の不
足等から市内全家屋の罹災台帳の作成は遅
延することが予想される。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

市民税課 4 罹災証明書発行の準備
罹災証明書発行に関する実施方針の確
認、被災者への広報等、罹災証明書発行
のための準備を行う。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後１カ月を目安に受付、発行窓口
の開設できるよう準備を進める。

13
窓口の開設前に罹災証明書発行を希望する
者が出てくると思われ、開設前の対応を状況
に応じて検討する必要がある。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

市民税課 5 罹災証明書の発行
被災者の申請に基づき、罹災証明書を発
行する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｅ 受付、発行までを速やかに行う。 20

受付、発行窓口を開設直後は混雑が予想さ
れる。罹災台帳が作成されていない家屋の調
査、再調査を希望する市民への対応も必要と
なる。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

市民税課 6 家屋被害調査の再調査
被災者等の申請に基づき、家屋被害の再
調査を行う。

再調査による罹災証明書の発行が遅延する
ことにより、被災者への支援金の支払い等
が遅れる。

Ｅ
罹災台帳と被災者の申請内容に相違があっ
た場合の再調査を速やかに実施する。

4

家屋被害調査のほか、被災建物応急危険度
判定調査を希望する（混同する）ことが予想さ
れるため、被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携も必要と考える。

・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討
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市民税課 7 市税の減免等災害時の税制措置
法に基づき市税の減免措置等の手続きを
行う。

被災した納税者の不利益が生じる。 Ｅ 申請書を受付け、順次対応していく。 4
実際に処理を行うのは、システムが復旧され
次第となる。

非常用電源の確認、システムの安
定性の確認、減免基準の明確化

資産税課 1 家屋被害調査の準備
家屋被害調査のため、実施方針の確認、
調査実施計画の作成、資機材、調査人員
の確保等、準備を行う。

家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後５日後を目標に家屋被害調査
が実施できるよう準備を進める。

15 資機材、調査人員の不足が予想される。
・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

資産税課 2 家屋被害調査の実施 家屋被害調査を行う。
家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ
１０班体制による市内全住家を対象に目視
調査を行う。

（100）

資機材、調査人員の不足により１０班体制で
の調査は難しい。また、調査時に被災建物応
急危険度判定調査を希望する（混同する）こと
が予想されるため、被災建物応急危険度判
定調査を行う担当との連携も必要と考える。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

資産税課 3 罹災台帳の作成
家屋被害調査を基に罹災証明書発行台帳
の基本台帳となる罹災台帳を作成する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ 被害家屋調査後、速やかに処理を進める。 10
家屋被害調査に係る資機材、調査人員の不
足等から市内全家屋の罹災台帳の作成は遅
延することが予想される。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

資産税課 4 罹災証明書発行の準備
罹災証明書発行に関する実施方針の確
認、被災者への広報等、罹災証明書発行
のための準備を行う。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後１カ月を目安に受付、発行窓口
の開設できるよう準備を進める。

13
窓口の開設前に罹災証明書発行を希望する
者が出てくると思われ、開設前の対応を状況
に応じて検討する必要がある。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

資産税課 5 罹災証明書の発行
被災者の申請に基づき、罹災証明書を発
行する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｅ 受付、発行までを速やかに行う。 20

受付、発行窓口を開設直後は混雑が予想さ
れる。罹災台帳が作成されていない家屋の調
査、再調査を希望する市民への対応も必要と
なる。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

資産税課 6 家屋被害調査の再調査
被災者等の申請に基づき、家屋被害の再
調査を行う。

再調査による罹災証明書の発行が遅延する
ことにより、被災者への支援金の支払い等
が遅れる。

Ｅ
罹災台帳と被災者の申請内容に相違があっ
た場合の再調査を速やかに実施する。

4

家屋被害調査のほか、被災建物応急危険度
判定調査を希望する（混同する）ことが予想さ
れるため、被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携も必要と考える。

・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

資産税課 7 市税の減免等災害時の税制措置
法に基づき市税の減免措置等の手続きを
行う。

被災した納税者の不利益が生じる。 Ｅ
法に基づき市税の減免措置等の手続きを行
う。

4 特に支障なし 特に支障なし

納税課 1 家屋被害調査の準備
家屋被害調査のため、実施方針の確認、
調査実施計画の作成、資機材、調査人員
の確保等、準備を行う。

家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後５日後を目標に家屋被害調査
が実施できるよう準備を進める。

15 資機材、調査人員の不足が予想される。
・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

納税課 2 家屋被害調査の実施 家屋被害調査を行う。
家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ
１０班体制による市内全住家を対象に目視
調査を行う。

（100）

資機材、調査人員の不足により１０班体制で
の調査は難しい。また、調査時に被災建物応
急危険度判定調査を希望する（混同する）こと
が予想されるため、被災建物応急危険度判
定調査を行う担当との連携も必要と考える。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

納税課 3 罹災台帳の作成
家屋被害調査を基に罹災証明書発行台帳
の基本台帳となる罹災台帳を作成する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ 被害家屋調査後、速やかに処理を進める。 10
家屋被害調査に係る資機材、調査人員の不
足等から市内全家屋の罹災台帳の作成は遅
延することが予想される。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

納税課 4 罹災証明書発行の準備
罹災証明書発行に関する実施方針の確
認、被災者への広報等、罹災証明書発行
のための準備を行う。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後１カ月を目安に受付、発行窓口
を開設できるよう準備を進める。

13
窓口の開設前に罹災証明書発行を希望する
者が出てくると思われ、開設前の対応を状況
に応じて検討する必要がある。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

納税課 5 罹災証明書の発行
被災者の申請に基づき、罹災証明書を発
行する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｅ 受付、発行までを速やかに行う。 20

受付、発行窓口を開設直後は混雑が予想さ
れる。罹災台帳が作成されていない家屋の調
査、再調査を希望する市民への対応も必要と
なる。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

納税課 6 家屋被害調査の再調査
被災者等の申請に基づき、家屋被害の再
調査を行う。

再調査による罹災証明書の発行が遅延する
ことにより、被災者への支援金の支払い等
が遅れる。

Ｅ
罹災台帳と被災者の申請内容に相違があっ
た場合の再調査を速やかに実施する。

4

家屋被害調査のほか、被災建物応急危険度
判定調査を希望する（混同する）ことが予想さ
れるため、被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携も必要と考える。

・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

国保年金課 1 家屋被害調査の準備
家屋被害調査のため、実施方針の確認、
調査実施計画の作成、資機材、調査人員
の確保等、準備を行う。

家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後５日後を目標に家屋被害調査
が実施できるよう準備を進める。

15 資機材、調査人員の不足が予想される。
・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

国保年金課 2 家屋被害調査の実施 家屋被害調査を行う。
家屋被害調査が遅延することにより、被災
者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ
１０班体制による市内全住家を対象に目視
調査を行う。

（100）

資機材、調査人員の不足により１０班体制で
の調査は難しい。また、調査時に被災建物応
急危険度判定調査を希望する（混同する）こと
が予想されるため、被災建物応急危険度判
定調査を行う担当との連携も必要と考える。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討
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国保年金課 3 罹災台帳の作成
家屋被害調査を基に罹災証明書発行台帳
の基本台帳となる罹災台帳を作成する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｄ 被害家屋調査後、速やかに処理を進める。 10
家屋被害調査に係る資機材、調査人員の不
足等から市内全家屋の罹災台帳の作成は遅
延することが予想される。

・資機材の確保
・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。

国保年金課 4 罹災証明書発行の準備
罹災証明書発行に関する実施方針の確
認、被災者への広報等、罹災証明書発行
のための準備を行う。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ａ
災害発生後１カ月を目安に受付、発行窓口
を開設できるよう準備を進める。

13
窓口の開設前に罹災証明書発行を希望する
者が出てくると思われ、開設前の対応を状況
に応じて検討する必要がある。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

国保年金課 5 罹災証明書の発行
被災者の申請に基づき、罹災証明書を発
行する。

罹災証明書の発行が遅延することにより、被
災者への支援金の支払い等が遅れる。

Ｅ 受付、発行までを速やかに行う。 20

受付、発行窓口を開設直後は混雑が予想さ
れる。罹災台帳が作成されていない家屋の調
査、再調査を希望する市民への対応も必要と
なる。

・受付、発行のマニュアル、事務フ
ローの周知

国保年金課 6 家屋被害調査の再調査
被災者等の申請に基づき、家屋被害の再
調査を行う。

再調査による罹災証明書の発行が遅延する
ことにより、被災者への支援金の支払い等
が遅れる。

Ｅ
罹災台帳と被災者の申請内容に相違があっ
た場合の再調査を速やかに実施する。

4

家屋被害調査のほか、被災建物応急危険度
判定調査を希望する（混同する）ことが予想さ
れるため、被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携も必要と考える。

・より多くの職員に被害認定のスキル
を身につけさせる。
・被災建物応急危険度判定調査を
行う担当との連携の検討

国保年金課 7
被災者の保険証、限度額認定証、特定
疾病受療証の再発行

国民健康保険・後期高齢者医療保険
被保険者に係る各種再発行

病院での受付、診療、支払いに影響がで
る。

C
保険証、限度額認定証、特定疾病受領証
の再発行

4 災害時に電算対応が可能かどうか
資格対象者の紙ベース又は外部記
録媒体による保管

国保年金課 8
国民健康保険税の減免等、災害時の
税制措置に関すること。

法に基づき国民健康保険、後期高齢者医
療の保険料等の減免等の事務手続きを行
う。

被災した保険加入者の不利益になる。 Ｅ 減免申請の受付 4 災害時に電算対応が可能かどうか
資格対象者の紙ベース又は外部記
録媒体による保管

印旛支所 1 相談窓口の設置準備
市民の相談に対応するため、他機関の窓
口情報の収集、相談員の確保、機材・備
品を確保し、相談窓口設置の準備を行う。

被災者の早期復旧に遅延が生じる。 B
発災翌日には市民等からの問い合わせに
対応できるよう、支所に相談窓口を開設す
る。

30
発災直後に、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

印旛支所 2 相談の実施 相談窓口を設置し、相談業務を実施する。 被災者の早期復旧に遅延が生じる。 C
発災3日までには、市役所に加え、各支所、
中央駅前センターの４箇所で相談業務を実
施する。

50
発災直後に、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

印旛支所 3 庁舎の安全確保に関すること。
庁舎を点検し、被害箇所等の応急措置、
応急危険度判定の実施、機能の確保等を
行う。

庁舎が使用できずに災害対策業務に支障
が生じる。

Ａ
30分程度で庁舎の応急危険度判定をす
る。

2
応急危険度判定士資格者が常時庁舎内にい
る必要がある。

応急危険度判定士の資格者の増
員、有資格者のうち、庁舎を担当す
る職員の指定

印旛支所 4 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対
策の実施に支障が生じる。

Ａ
市内の被災状況を、早急かつ的確に確認
し、災害連携システムにより本部へ報告す
る。

3

車両の確保・人員の確保・災害連携システム
のモバイル端末からの起動・写真の位置情報
の送付、確認職員の業務の内容（簡易な対
策までするのかどうか）

備品の確保、災害連携システムの
運用、防災無線の運用、確認報告
項目の把握

本埜支所 1 相談窓口の設置準備
市民の相談に対応するため、他機関の窓
口情報の収集、相談員の確保、機材・備
品を確保し、相談窓口設置の準備を行う。

被災者の早期復旧に遅延が生じる。 B
発災翌日には市民等からの問い合わせに
対応できるよう、支所に相談窓口を開設す
る。

30
発災直後に、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

本埜支所 2 相談の実施 相談窓口を設置し、相談業務を実施する。 被災者の早期復旧に遅延が生じる。 C
発災3日までには、市役所に加え、各支所、
中央駅前センターの４箇所で相談業務を実
施する。

50
発災直後に、相談要員の確保等に時間がか
かることが想定される。

相談員となる職員、関係団体のリス
トアップ、必要備品の確保先等、相
談に必要な体制を構築する。

本埜支所 3 庁舎の安全確保に関すること。
庁舎を点検し、被害箇所等の応急措置、
応急危険度判定の実施、機能の確保等を
行う。

庁舎が使用できずに災害対策業務に支障
が生じる。

Ａ
30分程度で庁舎の応急危険度判定をす
る。

2
応急危険度判定士資格者が常時庁舎内にい
る必要がある。

応急危険度判定士の資格者の増
員、有資格者のうち、庁舎を担当す
る職員の指定

本埜支所 4 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対
策の実施に支障が生じる。

Ａ
　市内の被災状況を、早急かつ的確に確認
し、災害連携システムにより本部へ報告す
る。

3

車両の確保・人員の確保・災害連携システム
のモバイル端末からの起動・写真の位置情報
の送付、確認職員の業務の内容（簡易な対
策までするのかどうか）。

備品の確保、災害連携システムの
運用、防災無線の運用、確認報告
項目の把握
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

市民安全課 1 自転車駐車場に関すること 自転車駐車場の管理・運営 自転車駐車場以外の駐車が想定される。 C 被災対応以外は、通常業務 4
被災状況によっては、駐車スペースが確保で
きないことが想定される。

指定管理者との連絡調整

市民安全課 2 防犯灯及び歩道照明に関すること 防犯灯及び歩道照明の維持管理
歩行者等の通行に支障が生じるおそれがあ
る。

C 被災対応以外は、通常業務 6
通信障害により業者との連絡がとれない。（電
気の復旧、防犯灯修理）

関係機関との連絡体制の確立

市民課 1 各種証明書の発行
住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・税関係証
明書などの発行事務

市民生活に影響を及ぼす。 A
通常時と同様に、市民の申請に応じて発行
を行う。

6
災害時において、各種電子機器が正常に稼
働するかどうか。

災害時における各種電子機器の対
応措置を講じる。

市民税課 1 各種証明書の発行
所得（課税）証明書・所在証明書・狩猟証
明書の発行

証明書の提出ができなくなることで、市民の
社会的活動に支障をきたす。

Ｅ できるだけ速やかな証明書の発行 3

システムや電源が機能しない場合において、
手書きの証明書の発行は実務上困難である。
連絡先を聞いておき、復旧され次第、連絡す
る。必要に応じ、郵送での請求方法も伝える。

非常用電源の確保、システムの安
定性の確認

市民税課 2 課税資料の処理
課税資料に基づく、個人市民税の賦課決
定と納税通知書の発行、法人市民税の申
告書の受付け

市の財源確保ができなくなることや、納税者
の安定した納税環境を整えることができなく
なる。

Ｅ
賦課決定日や納期限を遅らせることも考慮
し、迅速で確実な処理を行う。

6

繁忙期（１月下旬～６月上旬）は、通常でも人
員不足の状態であるため、システムの機能不
全や職員が集まらないことで、業務が遅れるこ
ととなる。

応援体制の確保、システムの安定
性の確認

市民税課 3 軽自動車の登録・廃車の処理
申請に基づき、原動機付自動車等の登録
及び廃車を行う。

登録処理が完了しないと、ナンバーを発行
できず、車を使用できていない。登録・廃車
処理が遅延すると、適切な課税が行えなく
なる。

Ｅ できるだけ速やかな登録・廃車の処理 2

システムや電源が機能しない場合において、
急を要する登録は、手書きの標識交付証明
書での対応となる。廃車は、申請書を受付
け、システムが復旧され次第、処理を行い、
廃車証明書を郵送する。

非常用電源の確認、システムの安
定性の確認、手書きの標識交付証
明書の用意

資産税課 1 各種証明書等の発行業務 固定資産税に係る証明書等の発行
官公庁等への提出ができないなど、市民の
社会経済活動に影響を及ぼす。

E
電算機器やシステムが復旧でき次第発行
業務を行う。

1

停電時は発行業務が停止となる。また、本人
を認証する身分証明書類の消失が考えられる
ため、本人認証の方法を検討しておく必要が
ある。

非常用電源の確保、本人認証方法
の検討

納税課 1 収納・相談業務 窓口収納業務及び納付相談業務
納税や納税相談を中断することは税収の確
保が図れないことと納税者に対し信頼を失う
ことになる。

A
来課納付・来課相談・電話相談は通常通
り。

1
電算関係が止まってしまうと滞納状況等が分
からず納付や相談に応じることができない。

電算が通常に使用できるようにする。

納税課 2 収納消込業務
入金された税金と通知書が合致しているか
を確認し電算上に消し込む業務

正確な収納状況が把握できず、納税者との
トラブルが生じる。

D
電算が復旧するまでは、納税金と通知書の
合致確認のみで、復旧後に消し込みを行
う。

2
・電算復旧と担当職員の確保
・消し込み終了までは収納状況が明確になら
ないため滞納整理ができない。

電算が通常に使用できるようにする。

納税課 3 口座振替業務 税金を納期日に口座から引き落とす。

データ転送日や振替日は年間スケジュール
が組まれているため銀行とのスケジュール管
理が崩れる。また納税者との信頼関係も失
う。

D スケジュールに沿った収納を行う。 1
金融機関側の電算復旧の問題があるため振
替ができないことが想定される。

・電算が通常に使用できるようにす
る。
・振替不能の場合は、後日再振替ま
たは納付書発送の対策を行う。

納税課 4 コンビニ収納業務
コンビニでの納付による速報・確報処理・収
納業務

コンビニ納付利用者に対し不便をかける。 E
各コンビニ・収納代行会社・市の電算復旧
次第通常業務

1 電算の復旧 電算が通常に使用できるようにする。

国保年金課 1
保険証・限度額認定証・特定疾病受療
証の発行、再発行

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保
険証等の紛失等による発行・再発行

病院での診察に影響がでる。 Ｄ 保険証等の紛失等による発行・再発行 4 災害時に電算対応が可能かどうか。
資格対象者の紙ベース又は外部
記録媒体による保管

印旛支所 1 本庁委任事務（市民安全課）
防犯灯の維持管理に係る連絡調整に関す
ること、交通災害共済の受付に関すること

歩行者等の通行に支障が生じるおそれがあ
る。

C 被災対応以外は、通常業務 2
通信障害により業者との連絡がとれない。（電
気の復旧、防犯灯修理）

関係機関との連絡体制の確立

印旛支所 2
本庁委任事務（環境保全課）
畜犬登録等の申請

犬の登録及び狂犬病予防注射に関するこ
と

大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

印旛支所 3
本庁委任事務（土木管理課）
道路境界に関すること

道路境界立会及び確定協議書に係る事務
を行い、境界確定図等を発行する。

災害復旧工事等の遅延 C 通常受付 2
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

印旛支所 4 支所での各種証明書の発行
住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・税関係証
明書などの発行事務

市民生活に影響を及ぼす。 C
通常時と同様に、市民の申請に応じて発行
を行う。

4
災害時において、各種電子機器が正常に稼
働するかどうか。

災害時における各種電子機器の対
応措置を講じる。

印旛支所 5 各種証明書の発行
所得（課税）証明書・所在証明書・狩猟証
明書の発行

証明書の発行ができなくなることで、市民の
社会的活動に支障をきたす。

Ｅ できるだけ速やかな証明書の発行 3

システムや電源が機能しない場合において、
手書きの証明書の発行は実務上困難である。
連絡先を聞いておき、復旧され次第、連絡す
る。必要に応じ、郵送での請求方法も伝える。

非常用電源の確保、システムの安
定性の確認

印旛支所 6 課税資料の受付
個人市民税・法人市民税の申告書の受付
け

市の財源確保ができなくなることや、納税者
の安定した納税環境を整えることができなく
なる。

Ｅ
通常時と同様に、個人・法人市民税の申告
の迅速で確実な受付を行う。

3
システムの機能不全で、業務が遅れることとな
る。

応援体制の確保、システムの安定
性の確認
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

印旛支所 7 軽自動車の登録・廃車の処理
申請に基づき、原動機付自動車等の登録
及び廃車を行う。

登録処理が完了しないと、ナンバーを発行
できず、車を使用できない。登録・廃車処理
が遅延すると、適切な課税が行えなくなる。

Ｅ できるだけ速やかな登録・廃車の処理 2

システムや電源が機能しない場合において、
急を要する登録は、手書きの標識交付証明
書での対応となる。廃車は、申請書を受付
け、システムが復旧され次第、処理を行い、
廃車証明書を郵送する。

非常用電源の確認、システムの安
定性の確認、手書きの標識交付証
明書の用意

印旛支所 8 各種証明書等の発行業務 固定資産税に係る証明書等の発行
官公庁等への提出ができないなど、市民の
社会経済活動に影響を及ぼす。

E
電算機器やシステムが復旧でき次第発行
業務を行う。

2

停電時は発行業務が停止となる。また、本人
を認証する身分証明書類の消失が考えられる
ため、本人認証の方法を検討しておく必要が
ある。

非常用電源の確保、本人認証方法
の検討

印旛支所 9
保険証・限度額認定証・特定疾病受療
証の発行、再発行

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保
険証等の紛失等による発行・再発行

病院での診察に影響がでる。 Ｄ 保険証等の紛失等による発行・再発行 3 災害時に電算対応が可能かどうか。
資格対象者の紙ベース又は外部記
録媒体による保管

印旛支所 10 民生委員との連携
民生委員と連携を図り、地域における生活
課題の解決にあたる。

個々の相談を受けた民生委員の対応や処
理が滞る場合がある。

Ｄ 民生委員からの相談受付 1
災害による民生委員の被災状況を早期に確
認する必要がある。

大規模災害における連絡体制の確
保（民生委員からの連絡体制）

印旛支所 11 生活保護費の支給事務 生活保護費の支給 生活保護者への支給が滞る。 Ｅ 生活保護費の支給 1
他の業務に携わり、人員が確保できない場合
がある。

特になし

印旛支所 12
高齢者在宅福祉サービス事業の申請受
付

高齢者への配食サービス、緊急通報サー
ビス、紙おむつ給付サービス等の申請受
付

対象者の健康保持等が困難になる。 C 対応できる体制の確保 2 災害時に電算対応が可能かどうか。 特になし

印旛支所 13 重度心身障害者医療費の申請受付
障がい者の医療費のうち、保険医療分の
助成

受給券を必要とする保護者に対応できな
い。

Ｅ 受給券を発券できる体制の確保 1
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

・バックアップ体制の確認（停電時
にも対応できる手段の確保）

印旛支所 14 手帳交付事業の申請受付
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福
祉手帳の交付、申請

障がい者のサービスの受給が遅れるおそれ
あり

Ｅ 時間をおいても特に支障はない。 0.5
・職員が参集できるか。
・相談場所を確保できるか。

・市役所が倒壊した場合、地域の相
談事業所で相談を受ける。

印旛支所 15 障がい福祉事業の申請受付
配食サービス・訪問入浴サービス・福祉タ
クシーの申請受付

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｄ 時間をおいても特に支障はない。 1
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

バックアップ体制の確認（停電時に
も対応できる手段の確保）

印旛支所 16 日常生活用具・補装具の申請受付
障がい者が日常生活を送る為の補装具、
日常生活用具の申請受付

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｃ できるだけ速やかに申請受付 1
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

バックアップ体制の確認（停電時に
も対応できる手段の確保）

印旛支所 17 自立支援医療の申請受付 更生医療・育成医療の申請受付
障がい者の日常生活・生計の維持に支障を
きたすおそれがある。

Ｃ
透析医療の受診者は、早急に対応する必
要がある。

1 連絡手段が確保できるか。
非常時に対応できる体制を確認す
る。

印旛支所 18 児童手当の申請受付
出生から、中学校を修了するまでの児童を
養育されている方（保護者）からの申請受
付

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｅ 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

印旛支所 19 子ども医療費の申請受付
印西市に在住の中学校3年生までの子ども
の医療に要する費用の一部を助成する制
度の申請受付

受給券を必要とする保護者に対応できな
い。

Ｂ 受給券を発券できる体制の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

印旛支所 20 児童扶養手当の申請受付

父母の離婚等により、父親または母親と生
計を同じくしていない児童を養育されてい
るひとり親家庭等の生活の安定と自立の促
進に寄与し、児童の福祉の増進を図ること
を目的として支給される手当の申請受付

支給を必要とする受給者に対応できない。 E 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

印旛支所 21 ひとり親家庭等医療費等の申請受付

母子家庭の母及びその児童、並びに父子
家庭の父及びその児童、または、父母のい
ない児童に対し医療費、調剤費等の一部
を助成する制度の申請受付。

支給を必要とする受給者に対応できない。 E 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応が出来るか問題

情報の共有化

本埜支所 1 本庁委任事務（市民安全課）
防犯灯の維持管理に係る連絡調整に関す
ること、交通災害共済の受付に関すること

歩行者等の通行に支障が生じるおそれがあ
る。

C 被災対応以外は、通常業務 2
通信障害により業者との連絡がとれない。（電
気の復旧、防犯灯修理）

関係機関との連絡体制の確立

本埜支所 2
本庁委任事務（環境保全課）
畜犬登録等の申請

犬の登録及び狂犬病予防注射に関するこ
と

大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

本埜支所 3
本庁委任事務（土木管理課）
道路境界に関すること

道路境界立会及び確定協議書に係る事務
を行い、境界確定図等を発行する。

災害復旧工事等の遅延 C 通常受付 2
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

本埜支所 4 支所での各種証明書の発行
住民票・戸籍謄本・印鑑証明書・税関係証
明書などの発行事務

市民生活に影響を及ぼす。 C
通常時と同様に、市民の申請に応じて発行
を行う。

2
災害時において、各種電子機器が正常に稼
働するかどうか。

災害時における各種電子機器の対
応措置を講じる。

本埜支所 5 各種証明書の発行
所得（課税）証明書・所在証明書・狩猟証
明書の発行

証明書の提出ができなくなることで、市民の
社会的活動に支障をきたす。

Ｅ できるだけ速やかな証明書の発行 3

システムや電源が機能しない場合において、
手書きの証明書の発行は実務上困難である。
連絡先を聞いておき、復旧され次第、連絡す
る。必要に応じ、郵送での請求方法も伝える。

非常用電源の確保、システムの安
定性の確認

本埜支所 6 課税資料の受付
個人市民税・法人市民税の申告書の受付
け

市の財源確保ができなくなることや、納税者
の安定した納税環境を整えることができなく
なる。

Ｅ
通常時と同様に、個人・法人市民税の申告
の迅速で確実な受付を行う。

3
システムの機能不全で、業務が遅れることとな
る。

応援体制の確保、システムの安定
性の確認
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

本埜支所 7 軽自動車の登録・廃車の処理
申請に基づき、原動機付自動車等の登録
及び廃車を行う。

登録処理が完了しないと、ナンバーを発行
できず、車を使用できない。登録・廃車処理
が遅延すると、適切な課税が行えなくなる。

Ｅ できるだけ速やかな登録・廃車の処理 2

システムや電源が機能しない場合において、
急を要する登録は、手書きの標識交付証明
書での対応となる。廃車は、申請書を受付
け、システムが復旧され次第、処理を行い、
廃車証明書を郵送する。

非常用電源の確認、システムの安
定性の確認、手書きの標識交付証
明書の用意

本埜支所 8 各種証明書等の発行業務 固定資産税に係る証明書等の発行
官公庁等への提出ができないなど、市民の
社会経済活動に影響を及ぼす。

E
電算機器やシステムが復旧でき次第発行
業務を行う。

2

停電時は発行業務が停止となる。また、本人
を認証する身分証明書類の消失が考えられる
ため、本人認証の方法を検討しておく必要が
ある。

非常用電源の確保、本人認証方法
の検討

本埜支所 9
保険証・限度額認定証・特定疾病受療
証の発行、再発行

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保
険証等の紛失等による発行・再発行

病院での診察に影響が出る。 Ｄ 保険証等の紛失等による発行・再発行 2 災害時に電算対応が可能かどうか。
資格対象者の紙ベース又は外部記
録媒体による保管

本埜支所 10 民生委員との連携
民生委員と連携を図り、地域における生活
課題の解決にあたる。

個々の相談を受けた民生委員の対応や処
理が滞る場合がある。

Ｄ 民生委員からの相談受付 1
災害による民生委員の被災状況を早期に確
認する必要がある。

大規模災害における連絡体制の確
保（民生委員からの連絡体制）

本埜支所 11 生活保護費の支給事務 生活保護費の支給 生活保護者への支給が滞る。 Ｅ 生活保護費の支給 3
他の業務に携わり、人員が確保できない場合
がある。

特になし

本埜支所 12
高齢者在宅福祉サービス事業の申請受
付

高齢者への配食サービス、緊急通報サー
ビス、紙おむつ給付サービス等の申請受
付

対象者の健康保持等が困難になる。 C 対応できる体制の確保 2 災害時に電算対応が可能かどうか。 特になし

本埜支所 13 重度心身障害者医療費の申請受付
障がい者の医療費のうち、保険医療分の
助成

受給券を必要とする保護者に対応できな
い。

Ｅ 受給券を発券できる体制の確保 1
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

・バックアップ体制の確認（停電時
にも対応できる手段の確保）

本埜支所 14 手帳交付事業の申請受付
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福
祉手帳の交付、申請

障がい者のサービスの受給が遅れるおそれ
がある。

Ｅ 時間をおいても特に支障はない。 0.5
・職員が参集できるか。
・相談場所を確保できるか。

・市役所が倒壊した場合、地域の相
談事業所で相談を受ける。

本埜支所 15 障がい福祉事業の申請受付
配食サービス・訪問入浴サービス・福祉タ
クシーの申請受付

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｄ 時間をおいても特に支障はない。 1～2
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

バックアップ体制の確認（停電時に
も対応できる手段の確保）

本埜支所 16 日常生活用具・補装具の申請受付
障がい者が日常生活を送る為の補装具、
日常生活用具の申請受付

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｃ できるだけ速やかに申請受付 1
災害時に業務が増えることにより対応できるか
問題

バックアップ体制の確認（停電時に
も対応できる手段の確保）

本埜支所 17 自立支援医療の申請受付 更生医療・育成医療の申請受付
障がい者の日常生活・生計の維持に支障を
きたすおそれがある。

Ｃ
透析医療の受診者は、早急に対応する必
要がある。

1 連絡手段が確保できるか。
非常時に対応できる体制を確認す
る。

本埜支所 18 児童手当の申請受付
出生から、中学校を修了するまでの児童を
養育されている方（保護者）からの申請受
付

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｅ 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

本埜支所 19 子ども医療費の申請受付
印西市に在住の中学校3年生までの子ども
の医療に要する費用の一部を助成する制
度の申請受付

受給券を必要とする保護者に対応できな
い。

Ｂ 受給券を発券できる体制の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

本埜支所 20 児童扶養手当の申請受付

父母の離婚等により、父親または母親と生
計を同じくしていない児童を養育されてい
るひとり親家庭等の生活の安定と自立の促
進に寄与し、児童の福祉の増進を図ること
を目的として支給される手当の申請受付

支給を必要とする受給者に対応できない。 E 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題

情報の共有化

本埜支所 21 ひとり親家庭等医療費等の申請受付

母子家庭の母及びその児童、並びに父子
家庭の父及びその児童、または、父母のい
ない児童に対し医療費、調剤費等の一部
を助成する制度の申請受付。

支給を必要とする受給者に対応できない。 E 対象受給者らの最低限の生活の確保 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応が出来るか問題

情報の共有化
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４ 環境経済部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

経済政策課 1 食料の確保
食料供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請、炊き出し要請等により食料
を確保する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に食料の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

経済政策課 2 食料の管理、供給
調達した食料を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ａ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に食料の供給ができなくなる。

27

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

経済政策課 3 物資の確保
物資供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請等により物資を確保する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に物資の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

経済政策課 4 物資の管理、供給
調達した物資を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ａ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に物資の供給ができなくなる。

25

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

経済政策課 5 救援物資の要請・受付

備蓄及び調達による食料・物資では不足
が生じる場合、県、日赤の他、全国に対し
物資の供給を要請する。また、供給の申し
出があった場合に、受付を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

7

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

経済政策課 6 救援物資の受入、集積、配送
集積・配送拠点を松山下公園総合体育館
に開設し、受入、在庫管理、被災者への配
送を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

14

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。
避難状況に応じた物資供給が必要であるが
輸送用車両の確保ができない可能性がある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

経済政策課 7 大規模集客施設の情報収集
大規模集客施設の被害状況や帰宅困難
者の状況を確認する。

来場者等が適切な情報のないまま混乱す
る。

Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
来場者の安全確保及び帰宅支援ができなく
なる。

2

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後電話回線の断線等により集客施
設に確認がとれない可能性がある。【企画財
政班帰宅困難者対策と連携する必要あり】

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

経済政策課 8 大規模集客施設の来場者等への支援
大規模集客施設の来場者の避難誘導、一
時収容、負傷者への対応を行う。

来場者等がむやみに帰宅行動を開始する
ために、道路等が渋滞し緊急車両の通行が
阻害される。

Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
来場者の一時収容、負傷者への対応ができ
なくなる。

2

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後電話回線の断線等により集客施
設に確認がとれない可能性がある。【企画財
政班帰宅困難者対策と連携する必要あり】

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

経済政策課 9 商工業の被害状況の調査、報告
商工業の被害状況（被害額等）を調査し、
県に報告する。

県への報告義務が果たせなくなる。 Ｅ
発災後、１週間は応急・復旧対策を優先す
る。

2
発災後電話回線の断線等により商工業の被
害状況（被害額等）を調査ができるか不明

マニュアルの作成が必要である。

経済政策課 10 被災商工業者に対する金融対策
被災した商工業者に対し法令等による融
資等の対策について周知や相談等を行う。

商工業者の復旧、復興に遅延が生じる。 Ｅ
発災後、１週間は応急・復旧対策を優先す
る。

2
各種証明書の発行手続きや場所を明確にす
る必要があるが場所の確保等の課題が考えら
れる。

マニュアルの作成が必要である。

農政課 1 食料の確保
食料供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請、炊き出し要請等により食料
を確保する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に食料の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農政課 2 食料の管理、供給
調達した食料を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ａ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に食料の供給ができなくなる。

27

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農政課 3 物資の確保
物資供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請等により物資を確保する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に物資の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。
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農政課 4 物資の管理、供給
調達した物資を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ａ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に物資の供給ができなくなる。

25

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後２日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要があ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要がある（防災課）。
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農政課 5 救援物資の要請・受付

備蓄及び調達による食料・物資では不足
が生じる場合、県、日赤の他、全国に対し
物資の供給を要請する。また、供給の申し
出があった場合に、受付を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

7

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

農政課 6 救援物資の受入、集積、配送
集積・配送拠点を松山下公園総合体育館
に開設し、受入、在庫管理、被災者への配
送を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

14

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。
避難状況に応じた物資供給が必要であるが
輸送用車両の確保ができない可能性がある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

農政課 7 農業関係被害状況の調査、報告
農作物・農業施設の被害状況調査及び被
害金額の積算を行う。

被災農家の復興が滞る。 Ｅ

市民の安全確保・生活基盤の整備を優先す
る。道路等の復興がある程度進み、安全が
確認された後、調査を開始する。被災農家
の生活再建に影響を及ぼすため、活動可能
になり次第、速やかに行う。

2
農業施設被害額算定に際し、業者による算定
が必要となる。

農作物被害調査の手順の作成、農
業施設被害額算定を請け負う業者
のリスト作成が事前に必要となる。

農政課 8 被災農家に対する金融対策
被害状況等を基に、関係機関に働きかけ、
被災農家に対する融資制度の活用を促
す。

被災農家の復興が滞る。 Ｅ

市民の安全確保・生活基盤の整備を優先す
る。道路等の復興がある程度進み、安全が
確認された後、調査を開始する。被災農家
の生活再建に影響を及ぼすため、活動可能
になり次第、速やかに行う。

2
被災農家に対する融資審査に不測の日数が
かかる。

融資制度を有する関係機関との連
絡体制の構築や、連携強化が必要
となる。

環境保全課 1 避難所のペット対策
避難所で同行避難したペットの種類、数を
把握し、避難所での飼養ルール等を指示
する。

避難所でペットの扱いについて、避難者に
トラブルが発生する。

B 保護ペット、迷子ペットの台帳を作成する。 1
飼い主が現れない場合、保護したペットの世
話ができない。

記録台帳、マニュアルを整備する。

環境保全課 2 収容所の設置
県との協議により市内に動物救護センター
を設置する必要がある場合は、収容所を設
置する。

野生化したペット等が被災地を徘徊し、人
に危害を加えることが予想される。

Ｃ
収容所の設置を完了させ、野生化したペット
の台帳を作成する。

3 多数のペットを収容する場所がない。 収容場所を選定する。

環境保全課 3 被災動物の保護収容

収容所を設置した場合に、ボランティア派
遣、物資確保等の運営支援を行うとともに、
情報の収集、市民への広報、被災動物の
返還等を実施する。また、死骸の処理を行
う。

野生化したペット等が被災地を徘徊し、人
に危害を加えることが予想される。

D 台帳をもって、問い合わせに対応する。 1 多数のペットを収容する場所がない。 収容場所を選定する。

環境保全課 4 放浪動物の捕獲
放浪している動物を捕獲し、県動物愛護セ
ンターに引き渡す。

野生化したペット等が被災地を徘徊し、人
に危害を加えることが予想される。

D 台帳をもって、問い合わせに対応する。 3 多数のペットを収容する場所がない。 収容場所を選定する。

環境保全課 5 汚染箇所の調査及び分析の実施
有害物質の流出・飛散等の情報を入手し
た場合に被害状況を調査し、分析を実施
する。

有害物質の汚染により環境や健康被害が
生じる。

C 正確な情報を市民に周知する。 6
通信障害等により、他機関の協力が望めな
い。

可能性がある施設を把握する。

環境保全課 6 有害物質等除去対策の実施
有害物質の原因を解明し、拡大防止や、
除去対策等を実施する。

有害物質の汚染により環境や健康被害が
生じる。

C
汚染区域を把握し、公表し、原因地の特定
に努める。

2
通信障害等により、他機関の協力が望めな
い。

可能性がある施設を把握する。

環境保全課 7 放射性物質事故情報の収集・伝達 放射性物質事故の情報を収集する。
正確な情報が伝達できず市民に混乱が生
じる。

Ａ 正確な情報を市民に周知する。 2 特になし 国・県と連携する。

環境保全課 8 緊急時のモニタリング活動の実施
県の行うモニタリング活動に協力するととも
に、必要に応じて放射線量等を測定し、市
のホームページ等で公表する。

正確な情報が伝達できず市民に混乱が生
じる。

Ａ 正確な情報を市民に周知する。 2 特になし 国・県と連携する。

環境保全課 9 飲料水及び飲食物の摂取制限等

市は、国の指示に基づき、放射性物質によ
り汚染または汚染のおそれのある飲料水・
飲食物の摂取制限、農林畜水産物の摂
取・出荷制限等、法令に基づく食品の廃
棄・回収等の必要な措置について関係機
関に周知する。

正確な情報や対応ができず市民に混乱が
生じる。

Ｂ 正確な情報を市民に周知する。 2 特になし 国・県と連携する。
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環境保全課 10 防疫対策 被災地での消毒等の防疫活動を行う。 被災地で感染症が発生するおそれがある。 Ｃ
状況に応じた薬剤等を準備、配布、散布す
る。

2
状況に応じた薬剤等の把握、準備（予算措
置）等がされていない。

保健所と連携する。

クリーン推進課 1 し尿処理実施計画の策定

被害情報を収集し、し尿収集必要量を算
出するとともに、収集能力について許可業
者と協議し、し尿処理実施計画を策定す
る。

迅速なし尿の収集が困難となり、被災地の
衛生状況が悪化する。

Ａ
仮設トイレ設置状況を把握し、許可業者が円
滑に収集できるようにする。

6
印西地区衛生組合の処理施設の能力が、日
３２ｋｌである。

処理施設の処理能力を超えないた
めに、仮設トイレの機種について再
考する。

クリーン推進課 2 仮設トイレ設置計画策定
仮設トイレ設置必要数及び設置場所につ
いて、仮設トイレ設置計画を策定する。

仮設トイレの設置が遅延し、被災地の衛生
状況が悪化する。

Ａ
設置場所ごとに必要数を把握し、遅滞なく仮
設トイレを設置できるようにする。

3
必要数に対し、供給が追いつくか不明確であ
る。

業者対応の仮設トイレから、備蓄型
の仮設トイレの割合を増やす。

クリーン推進課 3 仮設トイレの設置・維持管理

協定締結業者に仮設トイレの設置を要請
する。設置後は、消毒やトイレットペー
パー等の必要な資機材を供給するととも
に、避難所の管理者に清潔保持等の維持
管理を要請する。

仮設トイレの設置が遅延し、被災地の衛生
状況が悪化する。

Ａ
避難所開設と併せて、仮設トイレを設置でき
るようにする。

5

大規模災害発生時には、仮設トイレの需要が
高まり、必要数が設置できない可能性がある。
また、トイレットペーパーなども纏め買いなど
で、手に入らない可能性がある。

流通が復旧するまでの期間分を備
蓄するよう、防災組織等に呼びかけ
る。

クリーン推進課 4 し尿の収集 し尿の収集、運搬、処理を行う。
仮設トイレ等が満杯となり、被災地の衛生状
況が悪化する。

Ｂ
計画的に収集を行い、トイレが使用不能にな
らないようにする。

6
収集を行っても、処理施設の処理能力を超え
る。

マンホールトイレなど、し尿の汲み取
り量を減らすようにする。

クリーン推進課 5 印西地区衛生組合との連絡調整
し尿処理について、印西地区衛生組合と
連絡調整を行う。

し尿の収集、運搬、処理が遅延し、被災地
の衛生状況が悪化する。

Ａ
処理施設の能力に見合った搬入量で、支障
なく処理する。

2
処理施設の能力が日量３２ｋｌ、貯留槽を入れ
ても４８ｋｌ。これを栄町と按分する。

マンホールトイレなど、し尿の汲み取
り量を減らすようにする。

クリーン推進課 6 ごみ処理実施計画の策定
印西地区環境整備事業組合と協力し、ご
みの発生量の推計、避難状況等を勘案し
てごみ処理実施計画を策定する。

被災地にゴミが放置され、衛生状況が悪化
する。

Ａ
廃棄物の発生状況を把握し、効率的に収集
ができるように、組合と協議を行う。

10
収集運搬及び処分は、組合での業務となるた
め、非常時の連絡体制が必要である。

担当者会議等で、組合及び構成市
町と災害時の対応を議題にあげる。

クリーン推進課 7 排出ごみ収集運搬業務の管理 ごみ収集運搬業務の管理を行う。
被災地にゴミが放置され、衛生状況が悪化
する。

Ａ
生活ごみについて、滞りなく収集できるように
する。

3
収集運搬及び処分は、組合での業務となるた
め、非常時の連絡体制が必要である。

担当者会議等で、組合及び構成市
町と災害時の対応を議題にあげる。

クリーン推進課 8
印西地区環境整備事業組合との連絡
調整

ごみの収集、処理について、印西地区環
境整備事業組合と連絡調整を行う。

被災地にゴミが放置され、衛生状況が悪化
する。

Ａ
生活ごみについて、滞りなく収集できるよう組
合と協議する。

2
収集運搬及び処分は、組合での業務となるた
め、非常時の連絡体制が必要である。

担当者会議等で、組合及び構成市
町と災害時の対応を議題にあげる。

クリーン推進課 9 がれき処理実施計画の策定

がれき発生量、仮置場必要面積の推計、
がれきの分別及び受入れ基準、がれきの
再利用・資源化、処理・処分対策等を検討
し、がれき処理実施計画を策定する。

がれきの撤去が進まないことにより、被災地
の復旧、復興が遅延する。

Ｃ
災害廃棄物処理計画に基づき、遅滞なく災
害の規模に応じた実施計画を策定する。

13
廃棄物の処理業務は、印西地区環境整備事
業組合で行うため、協議が必要である。

担当者会議等で、組合及び構成市
町と災害時の対応を議題にあげる。

クリーン推進課 10 仮置場の設置、搬入許可事務

仮置場候補地から選定を行うとともに、範囲
指定、分別の区切り、ルートを設定等、仮
置き場を設置する。また、搬入許可事務を
行う。

がれきの撤去が進まないことにより、被災地
の復旧、復興が遅延する。

Ｂ
市内に数箇所設置し、渋滞等の混乱が生じ
ないようにする。

6 人口密集地ほど、適当な候補地が少ない。
ＵＲ等と協議し、搬入がスムーズに
行える候補地を把握する。

クリーン推進課 11 仮置場の運用および周辺環境対策
仮置場での搬入・搬出管理を行う。また、
周辺地域の環境への影響を守るための対
策を講ずる。

がれきの撤去が進まないことにより、被災地
の復旧、復興が遅延する。

D
仮設の柵を設けるなど、廃棄物が飛散しない
ようにする。

4
災害が発生してからの作業となるので、搬入
可能な廃棄物についての周知が難しい。

禁忌品については、日頃から住民
に周知する。

クリーン推進課 12 汚染された廃棄物の処理
市は、国の指示に基づき廃棄物等の適正
処理がなされるよう、必要な措置を講ずる。

正確な情報や対応ができず市民に混乱が
生じる。

Ｃ 正確な情報を市民に周知する。 2 特になし 国・県と連携する。
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

経済政策課 1 商工振興事業補助金交付
市内における商工業の総合的な改善発達
を図るため、補助金を交付する。

条例に基づく補助金の交付が行えず商工
会事業に影響（事業費の不足）がでる。

E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先しても、業
務の中断が大きな影響を及ぼすとは思われ
ない。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

経済政策課 2 中小企業資金融資事業
信用保証協会信用保証により金融機関を
通じて中小企業者に事業資金の融資及び
利子補給を行う。

中小企業者の資金確保に影響がでる。 E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先するが、
申請者の状況に応じて１週間以内の事務処
理を目標とする。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

経済政策課 3 セーフティネット資金融資事業
経営の安定に支障を生じている中小企業
者に信用保証協会の保証限度額に別枠
化を行う。

経営の立て直しが困難になるおそれがあ
る。

E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先するが、
申請者の状況に応じて１週間以内の事務処
理を目標とする。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

経済政策課 4 消費生活センター運営事業
市民の消費生活の安定及び向上のため消
費生活センターを運営する。

消費生活相談及び苦情処理ができない。 E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先しても、業
務の中断が大きな影響を及ぼすとは思われ
ない。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

経済政策課 5 企業立地奨励金交付
優良な企業の立地を促進するため奨励措
置を講じ補助金を交付する。

指定事業者に対し条例に基づく奨励金の
交付が行えない。

E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先しても、業
務の中断が大きな影響を及ぼすとは思われ
ない。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

経済政策課 6 産学官連携等促進事業補助金交付
地域振興及び経済活性化のため、新事業
創出や産学官連携促進の支援を行う者に
補助金を交付する。

条例に基づく補助金の交付が行えなず新
事業創出や産学官連携促進の支援を行う
者の事業に影響が生じる。

E

通常レベルと同様なレベルとするが、発災
後１週間は応急・復旧対策を優先しても、業
務の中断が大きな影響を及ぼすとは思われ
ない。

2
応急・復旧対策を優先するため、通常業務の
職員の不在が予想される。

他課との応援体制マニュアルの作成
が必要である。

環境保全課 1 公害に関する苦情・相談
・公害に対する苦情発生等の調査を行い、
指導・規制を行う。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 2 光化学スモッグ等監視・連絡業務

・「千葉県大気汚染緊急時対策実施要項」
に基づき、光化学スモッグ及びPM2.5の注
意報発令時に市民、公共施設等に通知を
する。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 3 地下水等の水質検査
・市内の地下水等の水質検査を委託し、地
区ごとの水質の状態を把握、水質の基準外
の水質であれば、指導に向かう。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

環境保全課 4 特定施設等の届出
・特定施設、特定作業、特定建設作業の
届出を受理し、審査する。

・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 0.5 特になし 特になし

環境保全課 5 土砂等の埋立ての申請
・土砂等の埋立ての相談を受け、申請を審
査し、指導する。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 2 特になし 特になし

環境保全課 6 地下水の摂取規制に関する申請 揚水施設の申請を受理し、審査する。 ・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 7 墓地等の経営許可等の申請
墓地等の経営許可等の申請を受理し、審
査する。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

環境保全課 8 畜犬登録等の申請
狂犬病予防に関する届出を受理し、犬の
鑑札等を発行し、データ入力を行う。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

環境保全課 9 スズメバチ営巣駆除の申請
スズメバチ営巣の駆除の相談に対して、補
助の受付、防護服の貸し出しを行う。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 10 自動車交通騒音に関する調査 環境省に報告する。調査を委託する。 ・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 0.5 特になし 特になし

環境保全課 11 専用水道等に関する申請・届出
専用水道等に関する申請・届出を審査し、
毎年度立入検査を実施する。

・大きな影響なし E 被災前のレベル 2 特になし 特になし

環境保全課 12
合併処理浄化槽設置事業補助金の申
請

下水道区域外における合併処理浄化槽の
設置補助金の申請受付、検査、補助金交
付

・大きな影響なし E 被災前のレベル 2 特になし 特になし

環境保全課 13
住宅用省エネ設備等設置費補助金の
申請

住宅用省エネルギー設備等設置費補助金
の申請受付、検査、補助金交付

・大きな影響なし E 被災前のレベル 2 特になし 特になし

環境保全課 14 食品営業許可証の更新申請 食品営業許可証の更新受付 ・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 15 放射線に係る相談等業務 放射線に係る相談業務、測定器の貸出等 ・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし

環境保全課 16 環境基本計画の進行管理
環境白書の作成、環境審議会・環境推進
市民会議の運営

・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 0.5 特になし 特になし

環境保全課 17 草深の森維持管理業務 草深の森の維持管理業務 ・大きな影響なし E 被災前のレベル 0.5 特になし 特になし  
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

環境保全課 18
外来生物、生活被害動物等の苦情対
応

カワウ、ムクドリ等の生活被害に関する相
談、特定外来生物等の情報提供

・大きな影響なし E 被災前のレベル 1 特になし 特になし

環境保全課 19 水質浄化対策協議会関係業務

印旛沼水質保全協議会、印旛沼環境基
金、印旛沼流域水循環健全化会議、手賀
沼水環境保全協議会、手賀沼流域フォー
ラム等水質改善協議会会議に関する業務

・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 1 特になし 特になし

環境保全課 20 地球温暖化対策業務
庁内エコプランの進行管理、グリーンカー
テン、エコドライブの普及啓発等

・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 1 特になし 特になし

環境保全課 21 環境学習 いんざい自然探訪の運営 ・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 1 特になし 特になし

環境保全課 22 焼却場跡地環境対策
竹袋焼却場跡地、吉高・笠神処分場跡地
関係業務

・大きな影響なし E 市民生活に直接影響はない。 0.5 特になし 特になし
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５ 健康福祉部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

社会福祉課 1 被災者生活再建支援金の給付の準備
被災者生活再建支援法に基づく支援金の
給付について、窓口の設置、市民への周
知等の準備を行う。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｃ
支援金の給付窓口の設置、市民への周知等
を準備する。

6 窓口の設置場所を何処にするか。
市民への周知用チラシを予め印刷
し準備しておく。

社会福祉課 2 被災者生活再建支援金の給付事務
被災者の申請書類の受付、リストの作成等
の給付に係る事務を行う。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｄ 申請書類を受付・審査する。 4
支援金の実施主体が国であり、県を経由して
の申請となるため、上位機関の状況が心配で
ある。

受付・審査等を行う職員は、処理内
容を事前に把握しておく。

社会福祉課 3 遺体の収容、安置
遺体の身元調査、検案をするために遺体
収容所を開設するとともに、棺等の資機材
を確保して遺体を安置する。

身元の判明が遅滞し遺族への引渡しが遅
れる。また、遺体への尊厳の維持や衛生上
の問題が生じる。

Ｂ 遺体の身元を判明させる。 12
全ての遺体が身元の分かるものを所持してい
るとは限らないため、身元不明となった相当
数の遺体を収容する場所が必要である。

市内及び近隣市町の葬儀業者との
連携体制を構築する。

社会福祉課 4 遺体の火葬手続きの支援
身元が判明した遺体は、原則として遺族が
搬送するが、それが困難な場合は葬儀業
者や自衛隊等に協力を要請する。

遺体の火葬ができなくなり、仮埋葬など別な
方法での対応の必要性、遺体への尊厳の
維持や衛生上の問題が生じる。

Ｂ 遺体を搬送する。 4
近隣においても相当数の遺体が発生するた
め、遺体の搬送について、時間を要すること
が懸念される。

特になし

社会福祉課 5 ボランティアセンターの設置支援
社会福祉協議会に対するボランティアセン
ターの設置要請、ボランティア活動に関す
る広報等を行う。

被災者への支援が遅延する。 Ｂ ボランティアセンターの設置を支援する。 4
現状において、社会福祉協議会との役割分
担が明確でない。

災害時を想定し、社会福祉協議会と
連携した訓練を行う必要がある。

社会福祉課 6 ボランティアの配置

各部各班で必要な専門ボランティア等の
ニーズをまとめボランティアセンターに提出
し、派遣されたボランティアを各部署に配
置する。

市職員のみで対応せざるを得なくなり、被災
者への十分な支援ができなくなる。

Ｂ 必要なニーズを把握する。 9
近年の各地における災害では、ボランティア
をしたい人は多いが、受け入れ態勢が直ぐに
整わない状況が見受けられる。

一般的に考えられるニーズを想定し
ておく。

社会福祉課 7 義援金の給付

県や赤十字社を通じた義援金、市への義
援金について、災害義援金配分委員会を
設置し協議する。また、支給申請の受付を
行い、適切に給付する。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｃ 災害義援金配分委員会を設置する。 8
配分の基準として、「どの時点」、「どのような
被災者」に配分するかを、予め想定しておく必
要がある

参考となる配分基準を設定してお
く。

社会福祉課 8 日赤等社会福祉団体への連絡
救援物資、義援金、炊き出し等に関して、
日赤千葉県支部、日赤奉仕団等との連絡
調整を行う。

被災者への支援が遅延する。 Ｃ 連絡調整の体制を整備する。 2
どの様な団体が、どの程度協力してくれるか
が不明である

予め関係団体を把握しておく。

高齢者福祉課 1 要配慮者利用施設との連携
要配慮者利用施設と連絡をとり、被害状況
を確認するとともに、避難に関する情報を伝
達する。

要配慮者利用施設に避難等の重要な情報
が伝わらず、避難が遅滞する。

A
避難支援が必要な要配慮者の中でも、早急
に移送が必要な方から優先的に避難所へ搬
送する。

8
被災後の早急な対応が必要だが、利用施設
等への情報伝達が困難である。

避難支援の情報伝達のため、無線
機器等の設備を確認する。

高齢者福祉課 2
要配慮者利用施設の避難生活への
支援

避難してきた要配慮者利用施設利用者に
対して、地域支援組織、ボランティア等と
協力して避難生活を支援する。また、県へ
の収容の要請や生活必需品の供給を行う
よう努める。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
が困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

高齢者福祉課 3
在宅要配慮者の安全確認（安否把握と
避難支援）

在宅の要配慮者の安否を確認し、地域支
援組織との連携により避難を支援する。

自宅で取り残される要配慮者が発生する。 A
地域支援組織等に対し、避難所にて要配慮
者の安全確認を行う。

10
要配慮者避難支援について、自助、共助、公
助の役割が不明確である。

被災時の避難について、自助、共
助、公助を明確化する。

高齢者福祉課 4 在宅要配慮者の避難生活の支援

避難所に避難した要配慮者に対し、必要
な設備、資機材を確保するとともに、地域
支援組織、ボランティア等と協力して避難
生活を支援する。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
が困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

高齢者福祉課 5 福祉避難所の開設
各避難所からの情報に基づき、公共施設、
協定先の施設管理者と連絡をとり、福祉避
難所を開設する。

避難所での避難生活が困難で、具合が悪く
なる要配慮者が発生する。

Ｂ
関係各課と連携し、福祉避難所での受入可
能な対象者、受入人数の確認を行う。

4
施設別、受入対象者別及び受入可能人数が
事前に予測できていない。移送者が多数いる
場合、福祉避難所への受入ができなくなる。

福祉避難所以外で受入場所を確保
するための連携が必要である。

高齢者福祉課 6 福祉避難所の運営及び支援

福祉避難所に要配慮者を受け入れ、管
理、サービスの提供等の支援を社協、民生
委員、民間事業者、ボランティア等と協力
して実施する。

生活に支障を来たす要配慮者が発生する。 Ｂ
福祉避難所のニーズに応じ、物品補充や人
員派遣を行う。

12
協定はしていても物資不足等から、福祉避難
所として機能しない可能性がある。

通常時から福祉避難所への物資を
備蓄する。

介護保険課 1 要配慮者利用施設との連携
要配慮者利用施設と連絡をとり、被害状況
を確認するとともに、避難に関する情報を伝
達する。

要配慮者利用施設に避難等の重要な情報
が伝わらず、避難が遅滞する。

A
避難支援が必要な要配慮者の中でも、早急
に移送が必要な方から優先的に避難所へ搬
送する。

8
被災後の早急な対応が必要だが、利用施設
等への情報伝達が困難である。

避難支援の情報伝達のため、無線
機器等の設備を確認する。

介護保険課 2
要配慮者利用施設の避難生活への
支援

避難してきた要配慮者利用施設利用者に
対して、地域支援組織、ボランティア等と
協力して避難生活を支援する。また、県へ
の収容の要請や生活必需品の供給を行う
よう努める。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
が困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

介護保険課 3
在宅要配慮者の安全確認（安否把握と
避難支援）

在宅の要配慮者の安否を確認し、地域支
援組織との連携により避難を支援する。

自宅で取り残される要配慮者が発生する。 A
地域支援組織等に対し、避難所にて要配慮
者の安全確認を行う。

10
要配慮者避難支援について、自助、共助、公
助の役割が不明確である。

被災時の避難について、自助、共
助、公助を明確化する。
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介護保険課 4 在宅要配慮者の避難生活の支援

避難所に避難した要配慮者に対し、必要
な設備、資機材を確保するとともに、地域
支援組織、ボランティア等と協力して避難
生活を支援する。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

介護保険課 5 福祉避難所の開設
各避難所からの情報に基づき、公共施設、
協定先の施設管理者と連絡をとり、福祉避
難所を開設する。

避難所での避難生活が困難で、具合が悪く
なる要配慮者が発生する。

Ｂ
関係各課と連携し、福祉避難所での受入可
能な対象者、受入人数の確認を行う。

4
施設別、受入対象者別及び受入可能人数が
事前に予測できていない。移送者が多数いる
場合、福祉避難所への受入ができなくなる。

福祉避難所以外で受入場所を確保
するための連携が必要である。

介護保険課 6 福祉避難所の運営及び支援

福祉避難所に要配慮者を受け入れ、管
理、サービスの提供等の支援を社協、民生
委員、民間事業者、ボランティア等と協力
して実施する。

生活に支障がでる要配慮者が発生する。 Ｂ
福祉避難所のニーズに応じ、物品補充や人
員派遣を行う。

12
協定はしていても物資不足等から、福祉避難
所として機能できない可能性がある。

通常時から福祉避難所への物資を
備蓄する。

障がい福祉課 1 要配慮者利用施設との連携
要配慮者利用施設と連絡をとり、被害状況
を確認するとともに、避難に関する情報を伝
達する。

要配慮者利用施設に避難等の重要な情報
が伝わらず、避難が遅滞する。

A
避難支援が必要な要配慮者の中でも、早急
に移送が必要な方から優先的に避難所へ搬
送する。

8
被災後の早急な対応が必要だが、利用施設
等への情報伝達が困難である。

避難支援の情報伝達のため、無線
機器等の設備を確認する。

障がい福祉課 2
要配慮者利用施設の避難生活への
支援

避難してきた要配慮者利用施設利用者に
対して、地域支援組織、ボランティア等と
協力して避難生活を支援する。また、県へ
の収容の要請や生活必需品の供給を行う
よう努める。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
が困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

障がい福祉課 3
在宅要配慮者の安全確認（安否把握と
避難支援）

在宅の要配慮者の安否を確認し、地域支
援組織との連携により避難を支援する。

自宅で取り残される要配慮者が発生する。 A
地域支援組織等に対し、避難所にて要配慮
者の安全確認を行う。

10
要配慮者避難支援について、自助、共助、公
助の役割が不明確である。

被災時の避難について、自助、共
助、公助を明確化する。

障がい福祉課 4 在宅要配慮者の避難生活の支援

避難所に避難した要配慮者に対し、必要
な設備、資機材を確保するとともに、地域
支援組織、ボランティア等と協力して避難
生活を支援する。

避難生活ができなくなる。 Ｂ
地域支援組織等やボランティアによる支援
体制を確保する。

6
人的及び物資不足等により支援体制の提供
が困難である。

地域支援組織等に対し、事前に災
害時の連携体制を確認する。

障がい福祉課 5 福祉避難所の開設
各避難所からの情報に基づき、公共施設、
協定先の施設管理者と連絡をとり、福祉避
難所を開設する。

避難所での避難生活が困難で、具合が悪く
なる要配慮者が発生する。

Ｂ
関係各課と連携し、福祉避難所での受入可
能な対象者、受入人数の確認を行う。

4
施設別、受入対象者別及び受入可能人数が
事前に予測できていない。移送者が多数いる
場合、福祉避難所への受入ができなくなる。

福祉避難所以外で受入場所を確保
するための連携が必要である。

障がい福祉課 6 福祉避難所の運営及び支援

福祉避難所に要配慮者を受け入れ、管
理、サービスの提供等の支援を社協、民生
委員、民間事業者、ボランティア等と協力
して実施する。

生活に支障がでる要配慮者が発生する。 Ｂ
福祉避難所のニーズに応じ、物品補充や人
員派遣を行う。

12
協定はしていても物資不足等から、福祉避難
所として機能できない可能性がある。

通常時から福祉避難所への物資を
備蓄する。

子育て支援課 1 要児童保護対策
被災による孤児、遺児といった要保護児童
を把握し、受け入れ先の確保やこころのケ
ア対策を行う。

要保護児童が保護されないままとなる。 Ｂ
孤児、遺児を把握し児童相談所等関係機関
と協議する。
避難所以外の受入れ場所を確保する。

6
実態把握に３人の職員を予定してるが、実際
参集できるのか、又情報収集ができるか不確
定である。

災害直後は、職員のみでの対応は
困難と考えられるので、避難所にお
いても孤児、遺児の把握等の対応が
できるよう、避難所配置職員等と事
前に調整が必要と考えられる。

保育課 1 保育園の応急対策

地震直後に園児の安全確認を行い、保護
者に引き渡すまで施設で待機する。待機が
困難な場合は、避難所へ誘導する。時間
外の場合は、園児及び保護者の安否を確
認する。

園児の安全が阻害される。 Ａ 園児を保護者に引き渡す。 28 特になし

避難場所、災害時伝言ダイヤル、ス
クールメールシステム等の使い方
等、連絡方法について保護者への
周知を図る。

保育課 2 応急保育
園舎の復旧、ライフラインの復旧後に応急
的な保育を行う。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｃ
災害復旧等を行う被災者を優先に保育を再
開する。

28 特になし 特になし

保育課 3 学童クラブの応急対策
地震直後に児童の安全確認を行い、保護
者に引き渡すまで施設で待機する。待機が
困難な場合は、避難所へ誘導する。

児童の安全が阻害される。 Ａ 児童を保護者に引き渡す。 6 特になし

避難場所、災害時伝言ダイヤル、ス
クールメールシステム等の使い方
等、連絡方法について保護者への
周知を図る。

保育課 4 学童クラブの保育
小学校の再開と同時期の再開を目指し、
保育を実施する。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｄ 小学校の再開と同時に保育を開始する。 3 特になし 特になし

健康増進課 1 救護所の設置
被害状況や傷病者の発生状況等を把握
し、救護所の設置を行う。

傷病者への対応が遅延する。 Ａ
3時間以内に、健康増進課員が高花保健セ
ンターに参集し、救護所を設置し、傷病者を
受け入れる体制を構築する。

16
大規模災害を想定した救護所設置訓練を実
施していない為、実際に救護所設置にどれく
らいの時間を要するのか分からない。

大規模災害を想定した救護所設置
訓練を実施し、問題点を把握するこ
と

健康増進課 2 医療救護対策の総括

救護本部を設置し、情報収集や医師会の
医療救護班の出動要請を行うとともに、県
健康福祉センター等にＤＭＡＴ等の応援を
要請する。

傷病者への対応が遅延する。 Ａ

協定締結先の印旛市郡医師会の協力を得
て、24時間対応可能な医療救護体制を構築
する。軽症者は、救護所で治療し、重症者に
ついては、救急車やヘリコプターにより、後
方待機病院へ搬送する。

12
地域防災計画では、救護所開設は１か所で
あり、大規模災害が発災した場合、傷病者に
十分に対応できるのか未知数である。

印旛市郡医師会印西地区会員の先
生方との話し合いの場を設け、災害
時の問題点を明らかにし、共に解決
策を検討すること
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健康増進課 3 医薬品、医療用資機材、水の確保
救護所等で使用する医薬品、医療用資機
材、水等を確保し、供給する。

傷病者への対応が遅延する。 Ａ

薬剤師会や薬局に要請し、医療救護班に供
給する医薬品や医療用資機材を用意する。
又、水道班に給水車による給水を依頼し、感
染症予防など、公衆衛生対策を図る。

4
薬剤師会や地元薬局との間で災害時の医薬
品及び医療用資機材供給の協定が締結され
ていない。

印旛郡市薬剤師会との間で、医薬
品の供給等について、話し合いの場
をもち、現実的な対応策を検討す
る。

健康増進課 4 後方医療機関等への搬送
ヘリコプター、救急車等の要請など、重傷
者を災害拠点病院等へ搬送する事務を行
う。

重症者への対応が遅延する。 Ａ

印旛健康福祉センターが設置する合同救護
本部を通じ、重症者の受け入れ可能な医療
機関情報を収集し、遅滞なく搬送につなげ
る。

9

印旛健康福祉センターと印旛医療圏の市町と
の間で十分な話し合い及び訓練がなされて
いない為、大規模災害時に情報が錯綜する
など、混乱が予想される。

印旛健康福祉センターと印旛医療
圏の市町との間で訓練を実施し、そ
の都度、問題点を洗い出すこと

健康増進課 5 被災者の健康管理

　避難所や在宅での被災者の状況を確認
し、巡回医療・相談等により、疾病や感染
症、エコノミークラス症候群等、災害の二次
的健康被害の予防を行う。

被災者の健康の悪化、感染症の流行が発
生する。

Ａ
避難所等における傷病者の発生状況を確認
し、医療救護班で対応することができるレベ
ルまで持っていく。

20

大規模災害時には、多くの避難所が開設され
ることが想定される。その為、傷病者等に対
し、医療救護班でどこまで、対応できるのか未
知数である。

協定締結先であり、医療救護班を派
遣する印旛市郡医師会との間で、大
規模災害発災時における問題点を
洗い出し、解決策を検討すること

健康増進課 6 慢性疾患患者の対応と搬送

人工透析等慢性疾患患者等の受け入れ
医療機関の情報を周知するとともに、医療
機関で対応が困難な場合は、県と連携し
て被災地外に搬送する。

慢性疾患患者が適切な治療が受けられなく
なる。

Ａ

各避難所及び特別避難所に避難している人
工透析等慢性疾患患者を把握し、印旛健康
管理センターが設置する合同救護本部から
受入可能医療機関の情報を入手し、適切に
情報提供を行う。

9
市として人工透析や人工呼吸器等を必要とす
る慢性疾患患者の名前や居住地をつかめて
いない状況にあること

市として人工透析や人工呼吸器等
を必要とする慢性疾患患者の名前
や居住地を把握し、リスト化すること
で、大規模災害発災時の慢性疾患
患者の避難状況の確認などに役立
てる。

健康増進課 7 妊産婦・乳幼児への対応
妊産婦、乳幼児を把握し、必要な支援を行
う。

出産や乳幼児の治療が阻害される。 Ａ

一般社団法人千葉県助産師会に対し、助産
師の派遣を要請する。支援が必要な妊産
婦・乳幼児に対し、適切な対応を講じられる
レベル

5
一般社団法人千葉県助産師会との間で、災
害時の助産師派遣について、協定が結ばれ
ていない。

一般社団法人千葉県助産師会との
間で、災害時の助産師派遣につい
て、速やかに協定を結ぶこと

健康増進課 8 被災者のこころのケア

精神保健福祉士や保健師等が避難所や
被災者宅を訪問し相談を受ける。
避難者のこころのケアのためカウンセラー
の派遣要請等を行う。

うつやストレスによるこころの問題を持つ人
が増える。

Ｃ
精神保健福祉士や保健師などの専門職が、
被災者の訴えに対し、傾聴と観察が行えるレ
ベル

5
専門職による相談支援体制をどのように組ん
でいくかの検討がされていない。

相談支援体制に関する検討を実施
する。

健康増進課 9 医療機関の被害調査、報告
医療機関の被害状況を調査し、被災者の
受け入れ状況等を把握する。
県に報告する。

傷病者の搬送、市民への情報提供等が困
難で、治療の遅れにつながる。
県への報告義務を果たせなくなる。

Ａ

医療機関の被害状況を調査し、被災者の受
け入れ状況等を把握する。
被災した状況を報告出来ない程、甚大な被
害を被った医療機関を現地確認し、県に報
告できるレベル

3

病院などが被災した際、被災状況を千葉県に
報告するＥＭＩＳシステムの操作方法を把握で
きていない。インターネット回線の不通などに
より、病院がシステム入力出来ない場合、代
行入力する可能性がある。

病院などが被災した際、被災状況を
千葉県に報告するＥＭＩＳシステムの
操作方法に習熟すること

健康増進課 10 人的被害の調査、報告
傷病者等人的被害状況を調査し救護等支
援の判断をする。状況を県に報告する。

救護等必要な支援が遅れる。
報告義務を果たせなくなる。

Ａ

傷病者等人的被害状況を調査し、救護等の
必要度を判断する。
千葉県の調査に対し、傷病者の状況を報告
できるレベル

3
調査等に必要な通信機器等の確保ができて
いない。

被害状況等を把握する為に必要な
内容及び方法等検討する。
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

社会福祉課 1 民生委員との連携
民生委員と連携を図り、地域における生活
課題の解決にあたる。

個々の相談を受けた民生委員の対応や処
理が滞る場合がある。

Ｄ 民生委員からの相談受付 1
早期に災害による民生委員の被災状況を確
認する必要がある。

大規模災害における連絡体制の確
保（民生委員からの連絡体制）

社会福祉課 2 行旅死亡人の取り扱い 行旅死亡人の取り扱い 身元不明の死亡人の埋火葬が滞る。 Ｄ 行旅死亡人事務の取り扱い 1
災害により相当数の身元不明の遺体が発生
することが考えられる。

特になし

社会福祉課 3 災害見舞金事務
災害により被害を受けた者に対し見舞金を
支給する。

被災者への支給が遅れる。 Ｅ 見舞金の申請受付 1
災害により相当数の者が対象となることが考え
られる。

特になし

社会福祉課 4 そうふけふれあいの里の運営 そうふけふれあいの里の運営 被災者へ交流の場が無くなる。 Ｅ 地域の人が集える場所の提供 2
施設の被災状況により再開できない場合もあ
る。

特になし

社会福祉課 5 牧の原地域交流センターの運営 牧の原地域交流センターの運営 被災者へ交流の場が無くなる。 Ｅ 地域の人が集える場所の提供 2
施設の被災状況により再開できない場合もあ
る。

特になし

社会福祉課 6 生活保護費の支給事務 生活保護費の支給 生活保護者への支給が滞る。 Ｅ 生活保護費の支給 3
他の業務に携わり、人員が確保できない場合
がある。

特になし

社会福祉課 7 生活保護の相談及び申請受付 生活保護の相談及び申請受付 生活保護を受けられない者が出てくる。 Ｅ 生活保護の相談 3
他の業務に携わり、人員が確保できない場合
がある。

特になし

高齢者福祉課 1 高齢者在宅福祉サービス事業
高齢者への配食サービス、緊急通報サー
ビス、紙おむつ給付サービス等の提供

対象者の健康保持等が困難になる。 C 各種サービスの復旧 4
配食の調理不可及び道路状況等から配送不
可、電話回線不通による緊急通報システムの
使用不可

災害時は避難所に行くよう事前に周
知する。非常食を確保する。

高齢者福祉課 2 高齢者の総合相談 在宅や避難所での困りごとの相談・支援
必要な支援が受けられず、高齢者の体調
不良等

A
ケアマネや保健師・看護師等相談支援員の
配置

10
災害対策業務に多くの職員があたるため、人
員確保が困難

地域支援団体等との連携体制を確
保する。

高齢者福祉課 3 養護老人ホーム措置入所 養護老人ホーム措置入所者の入所の継続
生活の場を失うことにより入所者の体調が悪
化する。生命維持が困難になる。

B
入所場所の確保。（現施設での入所継続。
不可の場合、受入施設の調整等）

4
通信手段が不可であると、施設訪問等が必要
となるが、道路状況等から訪問等が不可とな
る。

施設との緊急時の連絡方法等を検
討する。

介護保険課 1
介護サービス等給付費の国保連への
支払い

介護保険サービス事業への介護報酬支払
の原資となる給付費の支払い

介護保険サービス事業者への介護報酬支
払が滞り、事業者運営が困難となる。

Ｄ 国保連への振込事務の完了 2
庁内システムや国保連システムが復旧されな
いと支払いが不可となる。

災害時の事務執行マニュアルを検
討し、確立する。

障がい福祉課 1 障がい福祉サービスの給付
様々な障がい福祉サービスを受けるための
支援と決定

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｃ
相談を希望する障がい者に早急に対応する
必要がある。

1～2
・職員が参集できるか。
・相談場所を確保できるか。
・災害時に電算システムが稼働するか。

・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。
・市役所が倒壊した場合、地域の相
談事業所で相談を受ける。

障がい福祉課 2 重度心身障害者医療費の助成
障がい者の医療費のうち、保険医療分の
助成

障がい者の生計の維持に支障をきたすおそ
れがある。

Ｅ
災害発生日が支給月にあたっていた場合、
早急に支給する必要がある。

1 災害時に電算システムが稼働するか。
・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。

障がい福祉課 3 手帳交付事業
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福
祉手帳の交付、申請

障がい者のサービスの受給が遅れるおそれ
あり

Ｅ 時間をおいても特に支障はない。 0.5
・職員が参集できるか。
・相談場所を確保できるか。

・市役所が倒壊した場合、地域の相
談事業所で相談を受ける。

障がい福祉課 4 障がい福祉事業の給付
配食サービス・訪問入浴サービス・福祉タ
クシー

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｄ 時間をおいても特に支障はない。 1～2 災害時に電算システムが稼働するか。
・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。

障がい福祉課 5 日常生活用具・補装具の給付
障がい者が日常生活を送る為の補装具、
日常生活用具の給付

障がい者の日常生活に支障をきたすおそれ
がある。

Ｃ
ストマ、紙おむつなどの支給は早急に行う
必要がある。

1 災害時に電算システムが稼働するか。
・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。

障がい福祉課 6 障害者福祉手当の給付 障害に伴う各種手当の給付
障がい者の生計の維持に支障をきたすおそ
れがある。

Ｅ
災害発生日が支給月にあたっていた場合、
早急に支給する必要がある。

0.5 災害時に電算システムが稼働するか。
・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。

障がい福祉課 7 グループホーム等への支援
グループホーム・ケアホーム等への財政的
支援、運営支援等

入居している障がい者の生活に支障をきた
すおそれがある。

Ｅ 時間をおいても特に支障はない。 0.5 災害時に電算システムが稼働するか。
・バックアップ体制を確認（停電時に
も対応できる手段の確保）する。

障がい福祉課 8 意思疎通支援事業 手話通訳業務・コミュニケーション支援
意思疎通が困難な障がい者の日常生活に
支障をきたすおそれがある。

Ａ 早急に対応する必要がある。
状況により

多数
手話通訳者の人員確保が困難

非常時に対応できる体制を確認す
る。

障がい福祉課 9 相談事業所との連絡 市内の相談事業所と連絡、協議を行う。
障がい者の支援に支障をきたすおそれがあ
る。

Ｄ
災害発生からなるべく早く事業所と連携をと
る必要がある。

1 連絡手段が確保できるか。
災害時における地域相談事業所と
の連携体制を準備しておく。

障がい福祉課 10 支援区分認定調査
福祉サービスを受けるための程度区分を調
査・認定する。

障がい者のサービスの受給が遅れるおそれ
あり。

Ｅ 時間をおいても特に支障はない。 0.5 職員が参集できるか。
災害時における地域相談事業所と
の連携体制を準備しておく。

障がい福祉課 11 相談支援事業 障がい者の様々な相談を受ける。
障がい者の現状に対する対応が遅れるおそ
れがある。

Ｂ
相談を希望する障がい者に早急に対応する
必要がある。

状況により
多数

・職員が参集できるか。
・相談場所を確保できるか。

市役所が倒壊した場合、地域の相
談支援事業所で相談を受ける。

障がい福祉課 12 自立支援医療の給付 更生医療・育成医療の給付
障がい者の日常生活・生計の維持に支障を
きたすおそれがある。

Ｃ
透析医療の受診者は、早急に対応する必
要がある。

1 連絡手段が確保できるか。
非常時に対応できる体制を確認す
る。

子育て支援課 1 児童手当に関すること
出生から、中学校を修了するまでの児童を
養育されている方（保護者）からの申請（認
定請求）に基づき支給

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｅ 対象受給者らの最低限の生活を確保する。 5
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化

子育て支援課 2 子ども医療費の助成に関すること
印西市に在住の中学校3年生までの子ども
の医療に要する費用の一部を助成する制
度

受給券を必要とする保護者に対応できな
い。

Ｂ 受給券を発券できる体制を確保する。 5
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

子育て支援課 3 児童扶養手当に関すること

父母の離婚等により、父親または母親と生
計を同じくしていない児童を養育されてい
るひとり親家庭等の生活の安定と自立の促
進に寄与し、児童の福祉の増進を図ること
を目的として支給される手当

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｂ 対象受給者らの最低限の生活を確保する。 5
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化

子育て支援課 4
助産施設及び母子生活支援施設への
入所に関すること

母子生活支援施設は、母子家庭の母と子
（児童）を入所させて、これらの者を保護す
るとともに、これらの者の自立の促進のため
にその生活を支援し、あわせて退所した者
について相談その他の援助を行うことを目
的とする施設
助産施設は、保健上必要があるにもかかわ
らず、経済的理由により、入院助産を受け
ることができない妊産婦を入所させて、助
産を受けさせることを目的とする施設

施設利用を必要とする対象者に対応できな
い。

Ｂ 対応できる体制を確保する。 2
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化

子育て支援課 5
ひとり親家庭等医療費等の助成に関す
ること

母子家庭の母及びその児童、並びに父子
家庭の父及びその児童、または、父母のい
ない児童に対し医療費、調剤費等の一部
を助成する制度

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｂ 対象受給者らの最低限の生活を確保する。 3
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化

子育て支援課 6 養育医療の給付等に関すること

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養
育を必要とする満1歳未満の子どもが指定
養育医療機関において養育医療を受ける
場合に、医療費の一部を給付する制度。

支給を必要とする受給者に対応できない。 Ｂ 対応できる体制を確保する。 1
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

情報の共有化

子育て支援課 7 ＤＶに関すること
配偶者等からの暴力などの相談を受け適
切な援助活動を行う。

被害者の重度化 Ｃ 相談及び支援を行える体制を確保する。 3
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

平時から連絡体制を構築していく。

子育て支援課 8 家庭児童相談に関すること
子ども（１８歳未満）が心身共に健やかに育
つように児童と家庭の問題について、面
接、訪問、又は電話で各種相談を行う。

家族の不安が大きくなる。 Ｃ 相談を受けられる体制を確保する。 3
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

平時から相談員の人数や訪問、連
絡方法を確認する。

子育て支援課 9 児童虐待に関すること
虐待の通告等を受けた際に、受理会議を
開き、組織としての方針、具体的な対応を
決め子どもの安全確認や事実確認を行う。

被害者の重度化 Ｃ 相談及び支援を行える体制を確保する。 3
平時の業務に災害時の業務が増えることによ
り対応ができるか問題である。

平時から連絡体制を構築していく。

保育課 1 保育園の開園
保護者が就労等のため、家庭保育ができ
ない園児の保育を実施する。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｃ 与えられた環境で保育を実施していく。 28
職員が参集不可能となった場合は、保育園を
開園することができない。

職員の非常時の参集手段や120分
以内の参集者を把握しておく。

保育課 2 学童クラブの開所
保護者が就労等のため、家庭保育ができ
ない児童の保育を実施する。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｄ 与えられた環境で保育を実施していく。 3
職員が参集不可能となった場合は、学童クラ
ブを開所することができない。

職員の非常時の参集手段や120分
以内の参集者を把握しておく。

健康増進課（総
務班）

1 パート賃金支払い事務
健康増進課で実施する各種健（検）診業
務に従事した非常勤職員の賃金支払い事
務

支払いが遅れる事により、生活費が不足し、
日常生活及び避難生活に支障が出る。

Ｅ
平常時、毎月20日に賃金支払いを実施して
いる為、少なくとも、同月に支払い行為を行
う。

2

財務会計システムなど、賃金支払い業務に必
要な機器の早期復旧が前提となるので、それ
が適わなかった場合、どうするのか検討してお
く必要がある。

災害時の賃金支払いの対応につい
て、財政課や会計課など、関係各
課と話し合っておくこと。

健康増進課（成
人班）

1
健康相談・教育及び訪問指導に関す
ること

疾病予防や健康増進に関する知識の普及
および相談支援

疾病や健康に対する不安の増大 Ｃ
被災者に関する健康相談や健康教育業務
等を優先的に再開する。

4
相談実施体制を確保（保健師、栄養士、歯科
衛生士等専門職）する。

優先して実施すべき健康相談や教
育の内容について検討する。

健康増進課（成
人班）

2
各種健康診査及びがん検診緊急精検
者対応に関すること

健(検)診で緊急に精密検査が必要となった
方に、受診勧奨等行い、適切な治療に結
びつける。

治療の遅れにより、特に結核等の感染症に
ついては、感染の拡大につながる。

Ｃ
集団感染予防等緊急を要する結核検診等
を優先して実施する。

1 対応する職員（保健師）を確保する。
検診受診者の連絡先等、問診票の
記載漏れを予防し、精密検査実施
医療機関の確認をする。

健康増進課（母
子班）

1 各種健診業務
１歳６か月児健診、２歳児歯科健診、３歳
児健診を集団健診で実施する。

疾病の発見が遅れる。 Ｅ
会場の安全、交通網の安全、医療機関が
実施できる体制になり次第再開する。

（15）
会場借用先と再度日程を調整するのが困難。
健診に必要な専門職種の確保が困難であ
る。

医療機関（市医）との連携を図って
おく。

健康増進課（母
子班）

2 母子健康手帳の交付業務
妊娠の届出を受付け、母子健康手帳の発
行を行う。

妊婦の把握と必要な情報・サービスの提供
及び妊娠中の健康管理に支障をきたす。

C
開設できる保健センター及び出張所等の窓
口で母子健康手帳の交付とハイリスク妊婦
の把握を行い、必要な支援を行う。

1～8

妊娠届出の会場に来所出来ない場合に対応
できない。４か所の保健センターと市役所及
び出張所を合わせて８か所で交付しているが
全ての会場で交付することが困難である。

災害時の交付場所について検討し
ておく。

健康増進課（母
子班）

3 こんにちは赤ちゃん訪問業務
出産後の助産師・保健師等による訪問を実
施する。

産婦及び乳児の健康状態についての把握
や育児不安の解消が遅れる。

C
新生児期から生後４か月までの家庭訪問を
実施する。

8
お誕生お知らせカードによる通知が困難な場
合、居住場所を確認できない。

電子申請の検討。訪問できる専門
職の確保を図り、連絡できる体制を
とっておく。  
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

健康増進課（母
子班）

4 予防接種業務 定期予防接種の実施 感染症の蔓延を引き起こす可能性がある。 C
委託医療機関における個別接種を実施す
る。

3
各医療機関の状態により、業務遂行が困難な
場合に対応できない。

医療機関との連携を図っておく。

健康増進課（母
子班）

5 相談業務
４か月児相談、離乳食学習会、その他随
時の相談を実施する。

健康についての心配がある場合、不安が継
続する。

E
市民が電話や来所で相談してきた場合、随
時対応する。

（0.5） 専門職が参集できない場合、対応できない。
市以外の相談窓口の情報を把握し
ておく。

健康増進課（母
子班）

6 健康教育業務
プレママクラス・パパママクラス、歯科健康
教育、食育教育他、健康についての教育
を実施する。

健康に関する正しい情報の伝達が遅れ、生
活習慣の改善に支障をきたす。

Ｅ
市民が電話や来所で相談してきた場合、随
時対応する。

（４） 専門職が参集できない場合、対応できない。
市以外の相談窓口の情報を把握し
ておく。

健康増進課（母
子班）

7
乳幼児に対する虐待防止の支援及び
連携に関する業務（養育支援訪問指
導）

子育て支援課他関係課と連携し、要援護
家庭への相談実施体制を整える。

乳幼児の心身の健康状態に危険をきたす。 B
養育支援対象の家庭に訪問し、養育環境
の安定が維持できるようにする。

1 専門職が参集できない場合、対応できない。
交通手段の確保
関係機関との連絡調整

健康増進課（印
旛班）

1
健康相談・教育及び訪問指導に関す
ること

疾病予防や健康増進に関する知識の普及
および相談支援

疾病や健康に対する不安の増大 Ｃ
　被災者に関する健康相談や健康教育業
務等を優先的に再開する。

4
相談実施体制を確保（保健師、栄養士、歯科
衛生士等専門職）する。

　優先して実施すべき健康相談や
教育の内容について検討する。

健康増進課（本
埜班）

1
健康相談・教育及び訪問指導に関す
ること

疾病予防や健康増進に関する知識の普及
および相談支援

疾病や健康に対する不安の増大 Ｃ
　被災者に関する健康相談や健康教育業
務等を優先的に再開する。

4
相談実施体制を確保（保健師、栄養士、歯科
衛生士等専門職）する。

　優先して実施すべき健康相談や
教育の内容について検討する。
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６ 都市建設部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

都市計画課 1 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対策
の実施に支障が生じる。

Ａ
　市内の被災状況を、早急かつ的確に確認
し、災害連携システムにより本部へ報告す
る。

11

車両の確保・人員の確保・災害連携システム
のモバイルからの起動・写真の位置情報の
送付、確認職員の業務の内容（簡易な対策
までするのかどうか）

備品の確保、災害連携システムの
運用、防災無線の運用、確認報告
項目の把握

都市計画課 2 住宅解体支援体制の構築
住宅解体の基本方針を確認し、解体業者
の指定、被災者への広報等を行う。

がれきの撤去が遅れることにより被災地の復
旧・復興が遅延する。

Ｄ
解体業者を登録して、費用や作業内容を統
一し、市民へ業者を指定する。

8

登録に際し、費用の統一化、作業内容の均
一化をどのように指導していくかの要綱等の
検討が必要。設計等している時間は無いと
思われるためどのような基準にするか出来る
だけわかりやすいものが必要である。
業者登録・指定はどのような基準とするか。
市内の入札資格者だけで良いのか。市外業
者の登録や、ボランティアでの県外業者等
はどのような扱いとするか。
どのように市民に広報していくか。

左記問題点・課題の解決を図る。

都市計画課 3 住宅の解体撤去の実施
解体撤去の申請窓口を開設し、申し込み
の受付、許可、支払い等の事務手続きを実
施する。

がれきの撤去が遅れることにより被災地の復
旧・復興が遅延する。

Ｄ
申請者への許可通知、運搬費の支払い等
の手続きを実施。

8

指定業者の利用に許可通知が必要になると
手続きが遅れる。指名業者を使うことで事後
申請などは可能かの検討。許可通知の送付
先は避難所等になるのか、運搬費について
は全額市が補償するのか、その申請や費用
の単価等が不明である。

左記問題点・課題の解決を図る。

開発指導課 1 宅地の危険度判定の準備

宅地危険度判定実施本部を設置し、判定
実施計画の作成、宅地判定士・判定調整
員の受入れと組織編成等、判定のための
準備を行う。

宅地の危険箇所の判定が遅延し、住民の安
全確保に支障が生じる。

Ｂ
宅地の被災情報を収集し、判定実施の決定
を行う。さらに判定実施に必要な図面、ス
テッカー、県への要請を行う。

43 十分な判定資機材が準備されていない。
判定に必要な資機材をそろえる、も
しくは災害時に借用できるよう入手
先を把握し、協議しておく。

開発指導課 2 宅地の危険度判定の実施
宅地の危険度判定を実施し、その結果を
活用して危険区域の立ち入り規制や監視
等の措置をとる。

宅地の危険箇所の判定が遅延し、住民の安
全確保に支障が生じる。

Ｂ
市職員で最低１班は判定実施チームを編
成し、判定作業に取りかかる。

43
判定実施計画作成マニュアル、判定調整員
業務マニュアルはあるが、職員に周知されて
いない。

判定業務の方法について職員の理
解を図る。

建築指導課 1 建築物の応急危険度判定の準備

建築物の応急危険度判定本部及び判定
拠点を設置し、判定実施計画の作成、判
定士の要請、資機材の準備等の判定のた
めの準備を行う。

余震等による二次災害により、住民の安全
確保に支障が生じる。

A
応急危険度判定が実施できる人員、資機材
等を確保する。

103
通信障害等により、協力して頂ける応急危険
度判定士（民間人）と連絡が取れない可能
性がある。

応急危険度判定士（民間人）と連絡
先の再確認、及び連絡方法等を確
認する。

建築指導課 2 建築物の応急危険度判定の実施 建築物の応急危険度判定を実施する。
余震等による二次災害により、住民の安全
確保に支障が生じる。

Ｂ
市内の被害状況に応じ判定実施計画を作
成、見直しした上で判定を行う。

129
応急危険度判定を短期間で実施する為に
は、応急危険度判定士が不足している。

毎年行う応急危険度判定士の講習
会等の案内を周知する。

建築指導課 3 応急仮設住宅の設置の準備

要望戸数の推計、予定地の現地調査、入
居希望者のヒアリング調査、空き家情報の
収集等、応急仮設住宅の設置に関する準
備を行う。

被災者の生活の復旧が遅延する。 C

建設が必要なニーズと市内の予定地を把握
する。そうすることで過不足を把握し、県へ
の確保要請、被災者相談や県営住宅、UR
等の空室を提供するなど、次の業務に移行
する。

45
災害が起きた時、近隣の市町も同様に県営
住宅やUR等の空室情報を提供する可能性
があるので、空室情報が重複してしまう。

千葉県やUR等との情報の共有が必
要である。

建築指導課 4 応急仮設住宅の設置 県と連携して応急仮設住宅の設置を行う。 被災者の生活の復旧が遅延する。 Ｅ 要望戸数を把握し、迅速に設置する。 7 応急仮設住宅の候補地が不足する。
応急仮設住宅建設候補地の選定作
業を行う。

建築指導課 5
応急仮設住宅の入居者の選定及び管
理

応急仮設住宅の入居者選定、入居者の管
理、自治会設立支援等を行う。また、公営
住宅、民間賃貸住宅（みなし仮設住宅）の
斡旋を行う。

被災者の生活の復旧が遅延する。 Ｅ 入居対象者の把握と支援を行う。 40
使用期限2年になるので、その間の管理、支
援等

民間賃貸住宅への入居（みなし仮
設住宅）等が考えられることから、県
と連携し空室情報等のシステム化を
すすめる。

営繕課 1 管理施設の被害状況の調査、報告
市有施設の被害状況調査、応急危険度判
定等を実施し、使用可否について報告す
る。

市有施設の利用ができなくなり、災害対策
の支障となる。

Ａ 使用可否の確認をする。 5
被害状況を確認する施設の優先度が示され
ていない。

施設管理者との非常時の連絡体制
の確認

営繕課 2 管理施設の応急措置
市有施設を活用できるよう建物、設備の応
急措置を行う。

市有施設の利用ができなくなり、災害対策
の支障となる。

Ｂ 二次被害を回避する。 5
現実的には、立ち入り禁止区域を示すなど
の措置しかできない。

施設管理者による施設状況を常に
把握していてもらう。

営繕課 3 管理施設の避難施設の供与
市有施設を避難施設として使えるようにす
るとともに、施設、設備の強化等の応急的
な整備を行う。

市有施設の利用ができなくなり、災害対策
の支障となる。

Ｃ 避難施設として整備する。 5
業者依頼が必要な整備になると、依頼体制
等が未整備なため、適切にできる可能性は
低い。

避難施設の耐震強化

都市整備課 1 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対策
の実施に支障が生じる。

Ａ
　市内の被災状況を、早急かつ的確に確認
し、災害連携システムにより本部へ報告す
る。

23

車両の確保・人員の確保・災害連携システム
のモバイル端末からの起動・写真の位置情
報の送付、確認職員の業務の内容（簡易な
対策までするのかどうか）

備品の確保、災害連携システムの
運用、防災無線の運用、確認報告
項目の把握

都市整備課 2
離発着場の安全確認及び離発着場の
開設

ヘリコプター離発着場の被害状況を確認
し、自衛隊等が実施する開設作業に市の
担当として協力する。

ヘリコプターによる傷病者の搬送等が遅延
する。

A
最低１箇所はヘリコプター離発着場を開設
する。

11 対応する職員、車両の確保 開設に必要な備品の確保
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

都市整備課 3 公園・緑地の被害状況等の把握
市内の公園・緑地を巡回点検し、公園施設
の安全確認を行う。

公園利用者に二次被害を引き起こしてしま
う。

Ａ 公園・緑地の安全を確保する。 10 対応する職員、車両、及び業者の確保

災害時参集の為の通信手段（電話・
ＦＡＸ・メールなど）を管理業者と普
段から密に確認及び把握しておき
協力体制を整えておく。

土木管理課 1 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対策
の実施に支障が生じる。

Ａ 可能な限り多くの被害個所の調査を行う。 3
道路の破損等により調査エリアへのルートが
確保できない可能性がある。

被害の可能性がある箇所の予測及
び迂回路を確保する。

土木管理課 2
市道の軽微な応急復旧・障害物の
除去

初動期の対応として、建設機械を必要とし
ない、軽微な応急復旧・障害物の撤去を行
う。

緊急車両等の通行が阻害される。 Ａ
市指定の緊急輸送道路について、緊急車
両の通行を確保する。

8 復旧に要する資材が不足する。 復旧に要する資材を備蓄する。

土木管理課 3 市道の応急復旧、障害物の除去
応急復旧等の実施方針を検討し、協定先
業者に建設機械を必要とする応急復旧・障
害物の除去を要請する。

緊急車両等の通行が阻害される。 Ｂ
市指定の緊急輸送道路について、緊急車
両の通行を確保する。

2
通信障害により協定業者との連絡が取れな
い。
復旧に要する資材及び建設機械の不足

様々な通信手段（電話・FAX・PC
メール・携帯メールなど）を確保す
る。
復旧に要する資材及び建設機械を
確保する。

土木管理課 4 放置車両等の移動
車両の所有者が移動しない場合や不在の
場合、放置車両、立ち往生車両を移動す
る。

緊急車両等の通行が阻害される。 Ｂ
市指定の緊急輸送道路について、緊急車
両の通行を確保する。

2 車両の移動に重機が必要な場合がある。
協定業者との通信手段（電話・
FAX・PCメール・携帯メールなど）を
確保する。

土木管理課 5 河川の軽微な応急復旧
河川施設の被害により影響のある場合は
道路の通行止め等や軽微な応急復旧、障
害物の除去を行う。

浸水等の二次災害が拡大する。 Ａ 浸水等の二次災害を防止する。 8 復旧に要する資材が不足する。 復旧に要する資材を備蓄する。

土木管理課 6 河川の応急復旧
応急復旧等の実施方針を検討し、協定先
業者に河川施設等の応急復旧を要請す
る。

浸水等の二次災害が拡大する。 Ｂ 浸水等の二次災害を防止する。 2

通信障害により協定業者との連絡が取れな
い。
復旧に要する資材及び建設機械が不足す
る。

様々な通信手段（電話・FAX・PC
メール・携帯メールなど）を確保す
る。
復旧に要する資材及び建設機械を
確保する。

建設課 1 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対策
の実施に支障が生じる。

Ａ
市内の被災状況を、早急かつ的確に確認
し、災害連携システムにより本部へ報告す
る。

3

車両の確保・人員の確保・災害連携システム
のモバイルからの起動・写真の位置情報の
送付、確認職員の業務の内容（簡易な対策
までするのかどうか）

備品の確保、災害連携システムの
運用、防災無線の運用、確認報告
項目の把握

建設課 2 崖地の軽微な応急復旧
崖地で崩壊等の被害が発生し軽微な場合
は、通行止めの処置、人力での応急復旧
を行う。

・通行車両が被災する。
・緊急通行車両等の通行が阻害される。

Ａ

・障害物除去路線の選定（緊急輸送道路等
の重要道路を優先して実施）
・被害状況により排土作業、盛土作業によ
り、緊急車両の走行に支障のない程度に一
応の交通を確保
・う回路の選定

13
・機材の確保等
・管理者との連絡調整

市として備蓄できる資機材を確保す
る。

建設課 3 崖地の応急復旧、障害物撤去
崖地の管理者と応急復旧等の実施方針を
確認し、災害対策協力会・造園組合に対
し、応急復旧、障害物除去を要請する。

・通行車両が被災する。
・緊急通行車両等の通行が阻害される。

Ａ

・障害物除去路線の選定（緊急輸送道路等
の重要道路を優先して実施）
・市内建設業等に依頼し、障害物を除去
・被害状況により排土作業、盛土作業、仮
舗装作業、仮橋の設置などの応急工事によ
り、緊急車両の走行に支障のない程度に一
応の交通を確保
・必要に応じて、本部を通じて、県その他の
市町村等へ応援を要請
・う回路の選定

4
・各業者との連絡方法
・機材の確保等
・管理者との連絡調整

業者との緊急応援体制を確立する。

建設課 4 道路の交通規制
道路管理者として、危険な道路の通行止
めの処置をする。国県道に関しては、関係
機関と連絡調整のうえ対応する。

・通行車両が被災する。
・緊急通行車両等の通行が阻害される。

Ａ

・通行の禁止・制限、う回路の設定及び情
報の提供を実施
・県警察と相互に連絡協議
・規制条件等を標示した標識等の設置

2
情報収集するための時間により違うが、その
都度現場ごとの対応になる。

被災の全容をいかに把握するか。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

建設課 5 道路の啓開
応急復旧等の実施方針を検討し、協定先
業者に建設機械を必要とする応急復旧・障
害物の除去を要請する。

緊急通行車両等の通行が阻害される。 Ａ

・障害物除去路線の選定（緊急輸送道路等
の重要道路を優先して実施）
・市内建設業等に依頼し、障害物を除去
・被害状況により排土作業、盛土作業、仮
舗装作業、仮橋の設置などの応急工事によ
り、緊急車両の走行に支障のない程度に一
応の交通を確保
・必要に応じて、本部を通じて、県その他の
市町村等へ応援を要請
・う回路の選定

16
・各業者との連絡方法
・機材の確保等
・管理者との連絡調整

・業者との緊急応援体制を確立す
る。
・管理者との連携体制を確立する。

下水道課 1 初動期の総合的な被害把握調査
災害発生直後に調査担当職員が施設調
査班を編成し、調査エリアごとの施設の被
害調査を行う。

発災直後の被害状況がわからず、災害対策
の実施に支障が生じる。

Ａ
目視レベルでの被害状況の確認、情報の
集約整理

3
広域であるため短時間での把握が困難であ
る。

人員増、他課の経験者へ要請す
る。

下水道課 2 応急措置に要する資器材等の調達 応急措置に必要な資器材を確保する。 調査、復旧作業が遅延する。 Ａ 使用可能な資器材を把握する。 3
緊急用電源や、ポンプ等応急対応用の機器
が不足する。

機器を購入する。

下水道課 3 マンホール・管渠調査
主要幹線の緊急性・重要性の高いところか
らマンホール・管渠の目視調査、テレビカメ
ラ調査を行う。

下水道の復旧が遅延する。 Ａ
詳細な破損の程度の把握と、応急措置の可
否を判断する。

4
カメラ調査については、短期間での複数個
所の調査は困難である。

調査会社へ緊急時の支援を要請す
る。

下水道課 4 施設の点検
ポンプ場施設の電気・機械設備等の点検
を行う。

下水道の復旧が遅延する。 Ａ 各設備の稼働状況を把握する。 4
広域であるため短時間での把握が困難であ
る。

調査会社へ緊急時の支援を要請す
る。

下水道課 5 管理施設の応急修理及び復旧
管渠施設・ポンプ場施設の応急措置及び
復旧を行う。

下水道の復旧が遅延する。 Ａ 収集した情報を基に応急措置を実施する。 10 緊急時対応可能な工事業者を確保する。
工事業者へ緊急時の支援を要請す
る。  
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

開発指導課 1 都市計画法に基づく各種申請の処理
関係法令に基づく申請の審査及び許可書
等の交付

申請者（事業者）の負担増加 Ｄ
申請順に、標準処理期間内での許可書、証
明書を交付を目標とする。

5

少ない課員で対応し、且つ、決裁、審査を実
質全員で行うため、申請が複数重なれば、標
準処理期間内の決裁を目標としても、１件当
たりの処理時間に限界がある。災害対策業務
（被災宅地判定等）を優先せざるを得ない状
況では、人員に限界があると思われる。また、
ハード面での制約（停電によりパソコン使用不
可）があるなかでは、申請処理の決裁が行え
ない問題が発生する。

申請を処理するに当たり、都市計画
法及び各種関係法令の知識習得が
必要となるため、日頃からの知識習
得を心がけることが必要である。制約
の中で、課員ひとりひとりが現状でで
きることを把握し、行動することが求
められる。

開発指導課 2
印西市開発事業指導要綱に基づく申
請の処理

印西市開発事業指導要綱に基づく申請の
審査

申請者（事業者）の負担増加 Ｅ
申請内容を審査し、内部決裁終了、事前協
議の完了（同意書、協議書）まで到達できる
ことを目標とする。

5

内部決裁後、関係各課（多い時は２０課
以上）への意見照会をすることから、関係各課
の負担が大きくなる。また、事前協議の申請の
処理の優先度を低くすることで、開発許可申
請への影響も懸念される。

窓口での相談から申請に至る期間を
短縮できるよう、事業者（申請者）及
び関係各課との情報共有が必要と
なる。

開発指導課 3
国土利用計画法に基づく届出に関す
ること

国土利用計画法に基づく届出の受理及び
千葉県への進達

法の規定に基づき、一定規模以上の土地
取引を行った場合、契約締結後、14日以内
に届出を行わないと罰則規定が届出者に摘
要される

Ｄ 届出書の受付、決裁、進達 2
ハード面での制約（停電によりパソコン使用不
可）があるなかでは、受付後の決裁が行えな
い問題が発生する。

特になし

開発指導課 4
公有地の拡大の推進に関する法律に
基づく届出に関すること

公有地の拡大の推進に関する法律に基づ
く届出の受理及び関係機関への照会等

土地取引の契約締結前に、行政への届出
行為であり、届出を受けた日から三週間以
内に届出者へ協議結果を通知しなければ
ならない義務がある。また、結果を遅延する
ことで、申請者（事業者）の負担増加にも繋
がる。

Ｄ 届出書の受付、決裁、協議結果の通知 2
ハード面での制約（停電によりパソコン使用不
可）があるなかでは、受付後の決裁が行えな
い問題が発生する。

特になし

開発指導課 5 開発登録簿等の閲覧及び交付
市規則に基づく開発登録簿の閲覧及び交
付

申請者（事業者）の負担増加 Ｄ 開発登録簿の閲覧及び交付 2
開発登録簿の閲覧、交付内容が膨大になる
と、手続きに時間を要する。

特になし

開発指導課 6 違反宅地開発事業是正指導
違法な建築物等の立地について、違反宅
地開発事業者等に対しての是正指導

法の適切な執行に影響を及ぼす。 Ｄ 違反現状の把握 2 違反状況の是正に至るまで時間を要する。
違反パトロールを定期的に実施
し、違反状況の把握に努める。

建築指導課 1 建築基準法に基づく各種申請の処理
関係法令に基づく申請の審査及び許可書
等の交付

各交付証の交付義務遅延
申請者の負担増加

B
申請順に、処理義務期間内での許可書等の
交付を目標とする。

3

少ない班員で対応し、且つ、決裁、審査等を
実質全員で行うため、申請が複数重なれば、
処理義務期間内の決裁に限界がある。
災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、申請処理業務が行えない。

申請を処理するに当たり、建築基準
法及び関係法令等の知識が必要と
なるため、日頃から知識習得を心が
けている。

建築指導課 2
長期優良住宅の普及の促進に関する
法律に基づく各種申請の処理

長期優良住宅の普及の促進に関する法律
に基づく申請の審査及び認定書の交付

申請者の負担増加 D
申請順に、標準処理期間内での認定書の交
付を目標とする。

2

少ない班員で対応し、且つ、決裁、審査等を
実質全員で行うため、申請が複数重なれば、
処理義務期間内の決裁に限界がある。
災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、申請処理業務が行えない。

申請を処理するに当たり、関係法令
等の知識が必要となるため、日頃か
ら知識習得を心がけている。

建築指導課 3
都市の低炭素化の促進に関する法律
に基づく各種申請の処理

都市の低炭素化の促進に関する法律に基
づく申請の審査及び認定書の交付

申請者の負担増加 D
申請順に、標準処理期間内での認定書の交
付を目標とする。

2

少ない班員で対応し、且つ、決裁、審査等を
実質全員で行うため、申請が複数重なれば、
処理義務期間内の決裁に限界がある。
災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、申請処理業務が行えない。

申請を処理するに当たり、関係法令
等の知識が必要となるため、日頃か
ら知識習得を心がけている。

建築指導課 4
エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律に基づく各種届出の処理

エネルギーの使用の合理化等に関する法
律に基づく各種届出の受理

申請者の負担増加 D
届出の内容確認を適確、且つ、迅速に行い
受理することを目標とする。

2

災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、申請処理業務が行えない。

申請を処理するに当たり、関係法令
等の知識が必要となるため、日頃か
ら知識習得を心がけている。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

建築指導課 5
建設リサイクル法に基づく各種届出の
処理

建設リサイクル法に基づく各種届出の受理 申請者の負担増加 D
届出の内容確認を適確、且つ、迅速に行い
受理することを目標とする。

2

災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、申請処理業務が行えない。

申請を処理するに当たり、関係法令
等の知識が必要となるため、日頃か
ら知識習得を心がける。

建築指導課 6 建築パトロール業務 違反建築物の指導 近隣住民への影響 Ｃ
建築現場等を巡回し、違反建築物の発見及
び適正指導を目標とする。

2

災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面使用不可があるな
かでは、違反建築物の情報収集が行えない
ことがある。

申請を処理するに当たり、関係法令
等の知識が必要となるため、日頃か
ら知識習得を心がける。

建築指導課 7
印西市住宅・建築物耐震改修促進事
業

建築物を耐震改修等する際に掛かる費用
の一部を補助金として交付

交付決定等の遅延により事業実施の遅れ D
申請者の事業計画に影響の無いよう速やか
な事務処理を行う。

2
交付決定等を郵送に行う事としているが、被
害によっては郵便物等の遅延が考えられる。

特になし

建築指導課 8 マンション管理士派遣事業
マンション管理組合等へマンション管理士
を派遣し、様々な問題に対処する

交付決定等の遅延により事業実施の遅れ D
派遣の申請に対し派遣を決定し、速やかに
派遣を実施すること。

2
派遣を行う民間のマンション管理士に現場ま
での交通の問題等が考えられる。

特になし

建築指導課 9 住宅リフォーム補助事業
住宅等をリフォームする際に掛かる費用の
一部を補助金として交付

申請者の負担増加 D
申請内容を審査し、内部決裁終了後申請者
に書類送付まで到達できることを目標とする。

2

少ない班員で対応し、且つ、決裁、審査等を
実質全員で行うため、申請が複数重なれば、
事務作業に遅れが出る。
災害対策業務等を優先せざるを得ない状況
では人員に限界があると思われる。
また、停電によるハード面に使用不可がある
なかでは、申請処理業務が行えない。

特になし

土木管理課 1
道路占用及び法定外公共物占用に関
すること

占用に係る申請書類審査及び許可を行う。
ライフラインの整備や住宅建築等が出来な
い。
ライフライン復旧の遅延

C 被災対応以外は通常受付 2
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 2 河川占用に関すること 占用に係る申請書類審査及び許可を行う。 災害復旧工事等の遅延 C 被災対応以外は通常受付 0.5
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 3
道路工事施行承認及び法定外公共物
工事施行承認に関すること

工事施行承認に係る申請書類審査及び許
可を行う。

災害復旧工事等の遅延 C 被災対応以外は通常受付 2
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 4 市道運行許可に関すること
市道運行許可に係る書類審査及び許可を
行う。

災害復旧工事等の遅延 C 被災対応以外は通常受付 0.5
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 5 特殊車両通行協議に関すること
特殊車両通行協議に係る書類審査及び回
答を行う。

災害復旧工事等の遅延 C 被災対応以外は通常受付 0.5
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 6 道路境界に関すること
道路境界立会及び確定協議書に係る事務
を行う。

災害復旧工事等の遅延 C 通常受付 2
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 7 共同溝の管理に関すること
共同溝工事及び入溝の書類審査及び許
可を行う。

ライフライン復旧の遅延 C 被災対応以外は通常受付 0.5
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

土木管理課 8 窓口業務に関すること
市道路線番号照会・道路台帳及び境界確
定図等を発行する。

各種申請に必要な資料が取得できない。 C 通常対応 1
災害対策業務に伴う人員不足及び事務に必
要なパソコンの電力が不足する。

特になし

建設課 1 国道、県道に関する連絡調整
国・県道に関する市民等からの道路情報
の問合せと要望を印旛土木事務所に報告
する。

国・県道に関する市民等からの道路情報の
問合せと要望が印旛土木事務所に円滑に
伝わらなくなり、国・県道の維持管理業務に
支障が出る。また、道路情報が不明なことに
より市民の不安度等が増加する。

Ａ
国・県道における緊急輸送道路に関する情
報が入った際に、情報提供できるようにする。

2
全容を把握及び報告するための情報交換手
段が確保できるか。

市及びその他道路管理者との連絡
調整

下水道課 1 支払い・契約に係る経理事務全般 支払い業務 業務契約支払いが遅延する。 E 契約完了後速やかな支払い。 1 OA機器や通信障害による事務の遅延 代替え手段の確立
下水道課 2 下水道使用料に係る窓口業務 減免申請・問い合わせ 申請の受理が遅延する。 E 被害地域以外からの申請処理 1 決定までに時間がかる。委託先で処理可能か 実務レベルの体制の整理
下水道課 3 排水設備に係る窓口業務 排水設備施工申請 申請の受理が遅延する。 E 被害地域以外からの申請処理 1 審査・承認の実務には時間がかかる。 申請手続きの簡素化
下水道課 4 排水設備に係る検査業務 排水設備の工事検査（現場確認） 申請箇所の完了確認が遅延する。 E 被害地域以外からの申請処理 2 検査員不足 人員増員
下水道課 5 下水道法第１６条に係る窓口業務 公共下水道施行承認申請 申請の受理が遅延する。 E 被害地域以外からの申請処理 1 審査・承認の実務には時間がかかる。 申請手続きの簡素化
下水道課 6 引継ぎに係る窓口業務 施設引継ぎの工事検査（現場確認） 申請箇所の完了確認が遅延する。 E 被害地域以外からの申請処理 3 検査員不足 人員増員  
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７ 会計管理者 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

会計課 1 他部への応援 本部長の命により他部の業務を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし

会計課 2 その他各部の各班に属さないこと 本部長の命により特命事項を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし
 

（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策
会計課 1 支出負担行為及び支出命令の審査 支出負担行為及び支出命令の確認 審査を経ないと公金支出ができない。 B 日々の会計処理が遅滞なく行えること 2 伝票審査のできる職員が限定されている。 審査体制の充実

会計課 2 公金の収入
収納金を市の預金口座に入金するととも
に、歳入科目ごとに記録する。

支払い等の資金確保に支障を来す。 C 日々の会計処理が遅滞なく行えること 2 財務会計システムに依存している。 緊急時のサポート体制を確認する。

会計課 3 公金の支出 債権者への支払い
各種事業の執行が滞る。支払先の経営、家
計等に影響が出る。

C 日々の会計処理が遅滞なく行えること 2 財務会計システムに依存している。 緊急時のサポート体制を確認する。

会計課 4 指定金融機関等との連絡調整
公金の収納及び支払い、日計・月計の作
成、預金等の取りまとめほか、会計処理全
般

各種事業の執行が滞る。支払先の経営、家
計等に影響が出る。

B 日々の会計処理が遅滞なく行えること 2
指定金融機関がストップするとすべての会計
処理がストップする。

指定金融機関等との連携に努め、
緊急時のサポート体制を確認する。
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８ 水道部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

水道課 1 飲料水の確保
配水系統の切り替え等により飲料水を確保
する。

飲料水の供給が阻害される。 A 災害発生後3日間の給水が必要 3
交通渋滞による現地への遅れ
他の事業体との連絡が困難である。

本部との通信手段を備える。

水道課 2 給水計画 給水ルート及び箇所の選定を行う。 飲料水の供給が阻害される。 A 災害発生後3日間の給水が必要 2
本部との通信が困難である。（給水箇所、使
用できる道路状況）

本部との通信手段を備える。市営水
道区域内の現在給水している地区
において、優先する施設をリストアッ
プする。

水道課 3 重要施設への優先給水 重要施設への供給を行う。 飲料水の供給が阻害される。 A 災害発生後3日間の給水が必要 4 交通渋滞による現地への遅れ 給水資機材を確認する。

水道課 4 給水所の設置 給水ポイントによる給水を行う。 飲料水の供給が阻害される。 A 災害発生後3日間の給水が必要 7 応急給水のための人員の確保 防災訓練を行う。
水道課 5 運搬 車両による運搬を行う。 飲料水の供給が阻害される。 A 災害発生後3日間の給水が必要 4 交通渋滞に給水所への遅れ 給水資機材を確認する。

水道課 6 広報活動
市民に対し、応急給水等の情報を広
報車で知らせる。

市民に対しての情報提供の遅れ A 市民に対し最新の情報の提供 2 交通渋滞による広報車の遅れ 本部との通信手段を備える。

水道課 7 必要図面・資機材の準備 管網図・資機材の準備をする。 復旧活動が遅延し、水供給に影響あり A 復旧活動の円滑化を図る。 1 図面整備・整理が必要である。
常時迅速に準備できるようにする。
配管が確認できるパソコンの非常用
電源を確保する。

水道課 8 配水施設の被害情報の収集
平岡・松崎・印旛配水場の被害情報収集
を行う。

早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

A
地震発生後24時間以内に被害情報を収集
する。

2 交通事情による職員参集及び現地への遅れ 常時迅速にできるように努める。

水道課 9 配水管の被害情報の収集 配水管の被害情報の収集を行う。
早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

A
地震発生後24時間以内に被害情報を収集
する。

2 交通事情による職員参集及び現地への遅れ 常時迅速にできるように努める。

水道課 10
取水・導水・送水施設の被害情報の収
集

一号水源井・印旛水源井及び導水・送水
管の被害情報収集を行う。

早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

B
地震発生後24時間以内に被害情報を収集
する。

2 交通事情による職員参集及び現地への遅れ 常時迅速にできるように努める。

水道課 11 配水施設の復旧 平岡・松崎・印旛配水場の復旧を行う。
早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

A
地震発生後、1週間以内に応急復旧を実施
する。

2 対応可能な業者の確保 常時迅速にできるように努める。

水道課 12 配水管の復旧 配水管の復旧を行う。
早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

A
地震発生後、1週間以内に応急復旧を実施
する。

2 対応可能な業者の確保 常時迅速にできるように努める。

水道課 13 取水・導水・送水管の復旧 一号水源井・印旛水源井の復旧を行う。
早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

B
地震発生後、1週間以内に応急復旧を実施
する。

2 対応可能な業者の確保 常時迅速にできるように努める。

水道課 14 給水装置の復旧 給水装置の復旧を行う。
早期の復旧活動ができず、水供給が遅れ
る。

B 早期の復旧を実施する。 1 対応可能な業者の確保 常時迅速にできるように努める。
 

（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

水道課 1 配水施設の維持管理 平岡・松崎・印旛配水場の機能点検等 機能に支障があれば、水供給できない。 A 常時、機能するようにする。 3
停電した場合、自家発電機で対応するが、燃
料の供給が可能かどうか。

燃料、施設復旧に関わる市の協力
協定を確認

水道課 2 水質検査 水質検査の実施 安心、安全な水の供給ができない。 A 1か月に1度の水質調査 1
委託による実施をしているが、対応ができるか
どうか。

定期点検を要す。

水道課 3 配水管工事 施工中の配水管工事 水供給が遅れる。 C
災害箇所の復旧工事をし、目途がついたら、
再開する。

1 交通渋滞などによる復旧の遅れ。
施設復旧に関わる市の協力協定を
確認

水道課 4 漏水工事 配水管・道路内給水管の漏水修繕 水供給が遅れる。 B 目視される漏水箇所の修繕 1 業者が対応できるかどうか。
施設復旧に関わる市の協力協定を
確認

水道課 5 給水装置工事 給水装置工事申請の審査及び検査 工事の遅れ C 審査及び検査 2
災害対策業務と並行するため、審査が遅れ
る。

迅速にできるよう努める。

水道課 6 施設の維持管理 事務室内の維持管理 全ての業務に支障が生じる。 A 電気、水道等必要最低限度の確保 1 支所との連携 早期復旧に努める。

水道課 7 入札事務 水道課発注の工事等の入札事務
入札が遅れることにより、工事の工期が遅れ
る。

E 当年度の工事は年度内施工完了とする。 1 入札中止の場合の対応 早期発注に努める。

水道課 8 水道管理事務 現金出納及び収入支出の処理
帳簿記録が滞り支払い資金に支障、財務諸
表が作成できない。

E 支払賃金の確保と期日での支出処理 1
OA機器のダウンや通信障害による事務の遅
延

代替え手段の確立と業務バックアッ
プ体制の整備

水道課 9 水道料金徴収業務とその管理
水道使用・中止受付、検針、料金調定・請
求等

水道が使えない、正しい料金算定が出来な
い。

A
水道使用・中止受付、検針、料金調定・請求
等

1
委託先が対応可能であるか、ライフライン・通
信運搬機能が使用できるか。

実務レベルの体制の整理
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９ 委員会等事務局 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

議会事務局 1 議員の安否確認 議員の安否確認を行う。 復旧後の議会運営に支障が生じる。 Ａ 議員全員の安否を確認する。 4 特になし 特になし

議会事務局 2 情報収集・連絡 議員からの情報を収集する。 地域の情報が不足する。 Ａ
情報担当者を指名し、議員からの情報を収
集する体制をとる。

3 特になし 特になし

議会事務局 3 他部への応援 本部長の命により他部の業務を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし
議会事務局 4 その他各部の各班に属さないこと 本部長の命により特命事項を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし

選挙管理委員
会事務局

1 職員の参集状況の把握
災害対策に従事するために参集した職員
の、参集場所ごとの出動状況を確認する。

出動状況が把握できないため、対策要員の
再配置ができずに、被災者への支援が十分
できない。

Ｂ
定期的（２時間おき）な職員の参集状況及び
活動状況の把握

3
班長の連絡先や活動場所など状況確認を行
うリスト等が整備されていない。

職員の参集状況を把握するために
必要な資料を用意しておく。

選挙管理委員
会事務局

2 職員の配備調整
職員の参集状況に基づいて、職員の過不
足を把握し、職員の再配置について調整を
図る。

対策要員の再配置ができずに、被災者への
支援が十分できない。人数が不足するため
に特定の部署の業務が増大する。

Ｂ
各業務への配置状況及び職員の過不足を
把握し不足箇所への再配置を行う。

4
災害対策における担当要員以外で参集してく
る職員がどれだけいるのか把握できていな
い。

職員の過不足があった場合の再配
置要員をあらかじめ把握しておく必
要がある。

選挙管理委員
会事務局

3 職員の活動環境の整備及び対応
職員への食料、飲料水、物資等の供給や
健康管理を行う。

対策要員の活動ができなくなる。 Ｂ
安定した食料、飲料水、物資等の供給、休
憩場所の確保、健康管理を行う。

5
食料等が不足した場合に被災者（市民等）へ
配布する食料等との兼ね合いから、どのように
確保するのか不明

職員へ配布する食料等について食
料等を管理する担当と調整（優先順
位など）をしておく必要がある。

選挙管理委員
会事務局

4 出動が確認できない職員の把握
参集していない職員を把握し、安否を確認
する。

被災職員への支援ができなくなる。 Ｃ
参集していない職員の安否及び所在を確認
する。

3 特になし 各課連絡網等の整備

選挙管理委員
会事務局

5 災害対策従事者の装備品の確保
対策要員の防災服、ヘルメット、雨具等の
装備品を確保して配布する。

作業実施中の安全確保等に支障があり、負
傷の発生、作業効率の低下を引き起こす。

Ａ
災害対策従事者の装備品を確保し、不足が
生じないよう管理する。

6
すべての従事者に対して装備品が支給できる
のか不明

在庫の状況や装備品が不足した際
の確保の方法について把握してお
く。

選挙管理委員
会事務局

6 公務災害補償
被災職員及びその遺族に対し、災害によっ
て生じた損害を補償し、必要な福祉事業を
行う。

被災職員及び遺族の生活補償がなく、その
後の生活に支障をきたす。

Ｅ
災害の状況に応じて公務災害の手続きを速
やかに進める。

3
災害の状況により手続きが遅くなる可能性が
ある。

公務災害に係る手続きをスムーズに
行えるよう書類等を準備しておく。

選挙管理委員
会事務局

7 自衛隊受入体制の整備
自衛隊に要請する業務を検証し、活動計
画を作成、野営場所等を確保する。

自衛隊の活動開始に時間を要し、被災者へ
の対策が遅延する。

Ｂ
自衛隊部隊が集結する場所を確保し、部隊
の車両が入れるように空地を空ける。

9 特になし 特になし

選挙管理委員
会事務局

8 自衛隊との活動調整 自衛隊への活動依頼、活動の調整を行う。
自衛隊、消防、警察等との調整や被災者
ニーズとのマッチングができずに、効果的な
対策実施ができなくなる。

Ｂ
自衛隊部隊との調整担当を決め、活動の状
況を把握し、自衛隊の指揮者に要請する活
動を決定する。

4 特になし 特になし

選挙管理委員
会事務局

9 他自治体等の受入体制の整備
受入窓口の設置、派遣計画の作成、宿泊
場所等の確保を行う。

対策ニーズとのマッチングができずに、効果
的な活動ができなくなる。

Ｃ
駐車場、活動拠点、宿泊可能な場所を確保
する。

10 特になし 特になし

選挙管理委員
会事務局

10 支所との連絡調整・情報収集
支所に連絡し、管内の被害情報等を収集
する。

被害の概略が把握できず、救助活動等の
要員派遣の遅れなど、初動での効果的な
活動ができなくなる。

Ａ
支所管内の被害の死傷者、避難者の有無を
把握する。

1 特になし 特になし

監査委員事務
局

1 他部への応援 本部長の命により他部の業務を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし

監査委員事務
局

2 その他各部の各班に属さないこと 本部長の命により特命事項を実施する。 命を受けた業務が遅延する。 Ａ 本部長の命に対応できるよう待機する。 4 職員の参集に時間がかかる。 特になし

農業委員会事
務局

1 食料の確保
食料供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請、炊き出し要請等により食料
を確保する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に食料の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要である。（防災課）
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農業委員会事
務局

2 食料の管理、供給
調達した食料を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に食料の供給ができなくなる。 Ｂ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に食料の供給ができなくなる。

27

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後３日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄食料
を確保してもらうための方策を構築す
る必要である。（防災課）
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。  
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

農業委員会事
務局

3 物資の確保
物資供給対象者数を把握し、備蓄、協定
業者への要請等により物資を確保する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ａ
発災後３時間以内に業務に着手しなければ
被災者に物資の供給ができなくなる。

13

３時間以内と設定したが、震災直後は混乱状
態で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後２日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要である。（防災課）
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農業委員会事
務局

4 物資の管理、供給
調達した物資を受入れ、仕分けを行い管
理する。また、流通業者及び供給業者によ
る輸送を行い、避難所で配布する。

被災者に物資の供給ができなくなる。 Ｂ
発災後１日以内に業務に着手しなければ被
災者に物資の供給ができなくなる。

25

１日以内と設定したが、震災直後は混乱状態
で全職員が集まるのかわからない。
また、発災後２日間は各家庭の備蓄・市所有
の備蓄物資で賄うとしているが不確定要素が
多い。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。
災害時の備えとして、最低でも２日
～３日間対応できるだけの備蓄物資
を確保してもらうための方策を構築す
る必要である。（防災課）
食糧・物資を管理するために「印西
市災害情報連携システム」を利用し
た訓練も必要である。

農業委員会事
務局

5 救援物資の要請・受付

備蓄及び調達による食料・物資では不足
が生じる場合、県、日赤の他、全国に対し
物資の供給を要請する。また、供給の申し
出があった場合に、受付を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

7

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

農業委員会事
務局

6 救援物資の受入、集積、配送
集積・配送拠点を松山下公園総合体育館
に開設し、受入、在庫管理、被災者への配
送を行う。

全国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

Ｃ
発災後３日以内に業務に着手しなければ全
国からの物資の提供の申し出に対応でき
ず、被災者に物資の供給ができなくなる。

14

不足する段階を見極める必要がある。
また、救援物資を要請する場合、事前に物資
の内容、量、送付方法等を明確にする必要が
ある。
避難状況に応じた物資供給が必要であるが
輸送用車両の確保ができない可能性がある。

個別マニュアルの充実が必要であ
る。

 

（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の優
先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な人
的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常時

の対策

議会事務局 1 会議の開催 会派代表者会議を開催し、対応を協議 短中期的には影響はない。 D
被災者対策を優先し、市の運営上、必要があ
る場合は開催する。

4 特になし 特になし

議会事務局 2 特別委員会等の設置
必要に応じ、特別委員会を設置し、被害状
況等の確認を行う。

短中期的には影響はない。 E
被災者対策を優先し、市の運営上、必要があ
る場合は開催する。

4 特になし 特になし
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１０ 教育部 

（１）災害対策業務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

教育総務課 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

教育総務課 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

教育総務課 3
教育施設の被害状況の調査及び応急
復旧

教育施設の被害状況を把握し、県等に報
告する。また、施設の復旧を図る。

教育の再開が遅延する。 Ｃ 予定の業務レベルと同等 5 特になし 特になし

教育総務課 4 施設被害状況確認業務

各給食センター及び各小中学校配膳室の
被害状況確認と報告
・給食センターの被害状況の調査と機能回
復までの概算期間を確認する。
・学校配膳室と配膳に影響する学校施設
の被害状況を調査する。
・インフラや配送ルートの被害状況を確認
する。

・長期の給食停止は、正常な学校運営に支
障をきたす。
・調理業務委託(人材確保)など給食セン
ターのソフト面への影響も懸念される。
・簡易な補修等により、直ちに正常な機能
回復が見込めない場合は、改修計画を見
直すなどの必要がある。

D

学校運営が正常に機能すると同時に、給食
の提供を開始できることが望ましいが、食の
安全から、衛生上の管理ができるまで、給食
の提供はできない。

2

災害直後は、施設管理者が正常に機能する
かどうかの確認を行い、工事中の箇所は工事
担当者が確認を行うが、損傷が著しい場合
は、機能回復までに要する期間の検討や補
修の設計積算及び工事の対応に必要な人員
の確保が難しい。

関係部署との連携に努める。

学務課 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

学務課 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

学務課 3 幼稚園の応急対策

地震直後に園児の避難及び安否確認を行
い、保護者に引き渡すまで施設で待機す
る。待機が困難な場合は、避難所へ誘導
する。

児童の安全が阻害される。 Ａ 園庭に避難し、施設の状況を確認する。 54
保護者へ引き渡しする際に、連絡手段がとれ
ない。
避難所誘導に係る人員不足

メール配信等による保護者への連絡
方法の確立
人員確保を協議

学務課 4 保育の再開
保育の早期再開に向け、施設・設備の復
旧を行い、保育を再開する。

被災者の生活復旧が遅延する。 Ｃ
安全・安心な保育活動を実施するための物
的・人的環境の確保

15 職員の人数の確保
災害時における教育課程や内容に
ついての検討

学務課 5 学校の応急対策

各校の被害状況・避難状況・応急措置等
の状況を把握し、応援職員の配置や資機
材の補給等を検討する。その後は、児童生
徒の引き渡し状況を把握する。

児童生徒の状況が把握できずに、安全が阻
害される。

Ａ 学校や児童生徒の状況を把握する。 15
通信不通の事態が想定されることと、各学校
に派遣できる職員数が限られていることなどか
ら、状況把握に時間がかかる。

各学校における地震防災マニュアル
の見直しや、引き渡し名簿の作成を
行う。

学務課 6 応急教育の実施
施設の復旧状況、避難者の分布等を勘案
して臨時の学級編成や授業の編成を行
い、教育を再開する。

教育の再開が遅延する。 Ｄ
保育スタッフが園児全員に目が行き届き、園
児の安全が確保され、最低限の生活ができ
る。

5 職員の人数の確保
災害時における教育課程や内容に
ついての検討

学務課 7
被災児童、生徒に対する学用品の支
給

災害救助法に基づき、被災した児童、生
徒に教科書、学用品等を支給する。

被災した児童、生徒の教育の機会が同じレ
ベルで実施できない。

Ｄ
児童生徒の被災状況により、必要に応じ市
教委で取りまとめ、関係機関に働きかける。

5
教育活動に必要な教育用具の不足
事務手続きに係る職員の人数及び物資の確
保

被災時の教科書等の支給対応や教
育用具の調達のための関係業者と
の協議

学務課 8 教職員の服務に関すること 教職員の安否確認 教職員の生命にかかわる。 A 各学校や関係機関から情報収集を行う。 3 通信障害により学校との連絡が取れない。
通信手段の確保や情報収集の方法
を確認

学務課 9
県費負担教職員の内申その他の人事
に関すること

教職員の内申事務
教職員の被災等による学校運営の遅延・停
滞

E
教職員の被災により、不足する人員確保を行
う。

3 教職員の被災による人員不足
県教委に職員の増員配置を要請
講師登録による人員確保

指導課 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

指導課 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

指導課 3 学校の応急対策

各校の被害状況・避難状況・応急措置等
の状況を把握し、応援職員の配置や資機
材の補給等を検討する。その後は、児童生
徒の引き渡し状況を把握する。

児童生徒の状況が把握できずに、安全が阻
害される。

Ａ 学校や児童生徒の状況を把握する。 15
通信不通の事態が想定されることと、各学校
に派遣できる職員数が限られていることなどか
ら、状況把握に時間がかかる。

各学校における地震防災マニュアル
の見直しや、引き渡し名簿の作成を
行う。
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

指導課 4 学校給食施設の復旧
学校給食施設の被災状況を把握し、復旧
作業を行う。

学校給食の再開が遅延する。 Ｅ 設備、機器類の復旧 6
多くの職員が、各避難所（小中学校）への直
行職員であり、人員が不足するとともに迅速な
対応が困難である。

直行職員以外の職員による緊急時
対応の事前確認

指導課 5 給食提供の準備
給食従事者、材料等を確保し給食提供を
準備する。また、復旧等ができない場合
は、パン、弁当等の供給を行う。

学校給食の再開が遅延する。 Ｄ
施設の復旧又はパン等の確保により、何かし
らの食品の供給により給食を再開をする。

18
多くの職員が、各避難所（小中学校）への直
行職員であり、人員が不足するとともに迅速な
対応が困難である。

直行職員以外の職員による緊急時
対応の事前確認

生涯学習課 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

生涯学習課 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

生涯学習課 3 社会教育施設の被害状況の把握

災害発生後、各社会教育施設の被害状況
等を把握し、復旧・対応について指示す
る。応急対策要員が必要な場合は、職員
を派遣する。

社会教育施設の復旧が遅延する。 Ａ

・特別避難所に指定されている施設の、安全
やライフライン等を確認し、避難所の開設に
備える。（基本的に通常業務は休止）。
・市民等からの問い合わせに対応できるよう
にする。また、寄せられる情報を集約し、本
部事務局に伝達する。

7
・多くの職員が、各避難所（小中学校等）への
直行職員であり、人員が不足するとともに迅速
な対応が困難である。

・緊急時対応における各施設及び
担当職員の事前確認と連携

生涯学習課 4 文化財の被害調査
文化財の被害状況を調査し、県に報告す
る。

文化財の救出が遅延する。 Ｂ
・被害状況を文化財所有者からの報告や状
況を把握できる体制を整える。

4
・担当職員を含め、多くの人員が災害の初期
対応をするため、すぐに体制を整え、対応す
ることは難しいと考えられる。

・日常から所有者との情報交換を図
り、災害時には迅速に対応できるよう
に努める。

生涯学習課 5 文化財の復旧
所有者等と復旧計画の策定を行い、
復旧を実施しする。

文化財の復元ができなくなる。 Ｅ
・破損した文化財の応急処置ができるような
体制を整える。

2
・担当職員を含め、多くの人員が災害の初期
対応をするため、すぐに体制を整え、対応す
ることは難しいと考えられる。

・日常から所有者との情報交換を図
り、災害時には迅速に対応できるよう
に努める。

生涯学習課 6 資料保管庫
施設・資料の被害状況を確認し報告する。
資料の保護・保全と施設の安全を確認・復
旧後、施設を閉鎖する。

資料の毀損の把握が遅延する。 Ｃ
・施設の破損状況を確認し、被災した資料が
より大きく拡大しないための体制にする。

9
・担当職員を含め、多くの人員が災害の初期
対応をするため、すぐに体制を整え、対応す
ることは難しいと考えられる。

・緊急時に対応できるように日常から
担当職員の事前確認が必要であ
る。

スポーツ振興課 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

スポーツ振興課 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

スポーツ振興課 3 スポーツ施設の応急対策
スポーツ施設利用者の誘導、負傷者への
対応、帰宅のための情報提供等を行う。

利用者の安全確保が阻害される。 Ａ
利用者を施設外へ安全に避難誘導する。
各施設の管理・運営状況の把握

12
施設の危険度の判定には、専門の資格保持
者が必要

緊急時対応の事前確認と市担当課
との連携確認

スポーツ振興課 4
社会体育施設の管理、運営に関するこ
と

・施設利用者の安全確保及び避難誘導
・施設の被害状況の把握及び安全確保
・応急措置又は応急修理（二次災害防止
又は避難所開設に必要な範囲）

被災者の増加・混乱 Ａ
利用者を施設外へ安全に避難誘導する。
各施設の管理・運営状況の把握

5～9 職員が参集できるかという問題がある。
・連絡網の整備
・緊急時対応の事前確認

教育センター 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 避難所を開設し、初期的な対応を行う。 62
被災後、15分で駆けつけられるセンター職員
が１名、他は遠方からのため2時間以上かか
る。

参集職員との顔合わせ、センター職
員の非常災害時の招集ルートと手
段、招集時間の把握

教育センター 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ
運営するための連携・協力体制の確立に協
力する。

62
被災者が大勢で集まれるスペースが少なく、
各部屋に分散される。収容人数に限りがあ
る。

地域住民（代表者）との顔合わせ、
センター職員の役割分担、本庁や
外部機関との連絡方法の確認

教育センター 3 来所者の安否確認
そうふけふれあいの里各事業所の来所者
の安否確認

来所者の生存がわからない。 Ａ そうふけふれあいの里館内全てを捜索する。 14
各事業所に訪れる市民の人数が日によって
異なる。

事業所ごとの来所者掌握の共通理
解

教育センター 4 火災状況確認

そうふけふれあいの里の建物および周辺の
火災延焼状況確認
教育センター所長がそうふけふれあいの里
の防火管理者を務めている。

延焼により全員の生命に関わる。 Ａ 建物内外の延焼確認 14 事業所間の連携
火災訓練、地震による避難訓練を定
期的に行う。
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教育センター 5 建物の危険度判定依頼 建物の状況を確認してもらう。 避難所の開設が遅れる。 Ａ 危険がなさそうな場所を確保する。 1 建物の安全性が確認できない可能性がある。
避難所を優先して危険度判定を実
施する。

給食センター 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

給食センター 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

給食センター 3 施設の応急対策 施設の被害調査、応急復旧を行う。 Ｅ 設備、機器類の復旧 6
多くの職員が、各避難所（小中学校）への直
行職員であり、人員が不足するとともに迅速な
対応が困難である。

直行職員以外の職員による緊急時
対応の事前確認

公民館 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

公民館 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

公民館 3 公民館の応急対策
来館者を安全な場所に誘導するとともに、
避難所又は自宅への移動を促す。また、
施設の被害状況を把握する。

来館者の安全確保が阻害される。 Ａ
来館者は安全な避難場所へ避難させる。又
は、公民館で安全な帰宅が確保されるまで
保護する。

44
備蓄等がないため、ライフラインが途絶した場
合の対応が困難である。

来館者用の備蓄を行う。また、定期
的な防災訓練を行い、職員の行動
についての周知を図る。

視聴覚ライブラ
リー

1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

視聴覚ライブラ
リー

2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

文化ホール 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

文化ホール 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

文化ホール 3 文化ホールの応急対策
来館者を安全な場所に誘導するとともに、
避難所又は自宅への移動を促す。また、
施設の被害状況を把握する。

来館者の安全確保が阻害される。 Ａ
来館者を安全な避難場所へ避難させる。又
は、文化ホールで安全な帰宅が確保される
まで保護する。

17
備蓄等がないため、ライフラインが途絶した場
合の対応が困難である。

来館者用の備蓄を行う。また、定期
的な防災訓練を行い、職員の行動
についての周知を図る。

中央駅前地域
交流館

1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

中央駅前地域
交流館

2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

中央駅前地域
交流館

3 交流館の応急対策
来館者を安全な場所に誘導するとともに、
避難所又は自宅への移動を促す。また、
施設の被害状況を把握する。

来館者の安全確保が阻害される。 Ａ
来館者を安全な避難場所へ避難させる。又
は、交流館で安全な帰宅が確保されるまで
保護する。

44
備蓄等がないため、ライフラインが途絶した場
合の対応が困難である。

来館者用の備蓄を行う。また、定期
的な防災訓練を行い、職員の行動
についての周知を図る。

中央駅前地域
交流館

4 建物、設備等の応急的措置
施設の被害状況の把握、写真撮影と報
告、二次災害の防止のための応急措置や
仮補修を行う。

施設の復旧の遅延。余震による落下・破損
で利用者、職員の安全が確保できない。

D
危険個所の表示や、カラーコーンやロープ
等で立入禁止個所の養生を行う。

2
建物、駐車場、ライフラインの罹災、復旧状況
で開館の判断が流動する。

各法令に基づく定期点検に基づき、
速やかな修繕を行う。
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印旛歴史民俗
資料館

1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

印旛歴史民俗
資料館

2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

印旛歴史民俗
資料館

3 歴史民俗資料館の応急対策
来館者を安全な場所に誘導するとともに、
避難所又は自宅への移動を促す。また、
施設の被害状況を把握する。

来館者の安全確保が阻害される。 Ａ
来館者を安全な避難場所へ避難させる。歴
史民俗資料館で一時滞在させる場合は帰宅
が確保されるまで保護する。

14
備蓄等がないため、ライフラインが途絶した場
合の対応が困難である。

来館者用の備蓄を行う。また、定期
的な防災訓練を行い、職員の行動
についての周知を図る。

印旛歴史民俗
資料館

4 収蔵資料の保護・保全 収蔵資料の保護・保全・修復を行う。 資料の復元ができなくなる。 Ｃ 収蔵資料の復元作業を実施する。 12 特になし 特になし

図書館 1 避難所の開設

避難所担当職員が担当施設に参集し、避
難所開設に向けた準備を行い、避難者・要
配慮者の把握、生活必需品の把握等を行
い、初期的な対応を行う。

避難者の受入れ、把握が遅れ、初動での避
難者への対応が遅延する。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

図書館 2 避難所の運営支援
避難所運営委員会、施設管理者・自主防
災組織、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との連携・協力体制を
確立する。

避難者に対する十分な生活支援ができなく
なる。

Ａ 予定の業務レベルと同等 62 予定の人員が確保できるか疑問
通常業務との区分け及び直行職員
の見直しが必要

図書館 3 図書館の応急対策
来館者を安全な場所に誘導するとともに、
避難所又は自宅への移動を促す。また、
施設の被害状況を把握する。

来館者の安全確保が阻害される。 Ａ

施設の被災状況を確認し、施設利用者を安
全に屋外へ避難誘導する。
複合施設においては施設管理者及び防災
課と被災情報を共有のうえ、避難者に災害情
報及び避難所の情報を提供し、円滑に避難
所又は自宅へ誘導する。
被災者を応急処置し、負傷者の状況に応じ
て、周辺の病院や災害情報本部が設置する
救護所等へ搬送する。

15

安全な避難ルートの確保
土日の災害の場合、大勢の人が来館する中、
出勤職員が少ないため、迅速に利用者を誘
導できず混乱が生じる可能性がある。
イベント開催時に災害が起きた場合、避難
ルートに参加者が集中し、混乱が生じる可能
性がある。
避難所開設の担当職員については、図書館
の被災者対応等に追われ担当の避難所開設
施設へ速やかに移動できない可能性がある。
停電の場合、マスターキーの所有者しか入館
できない。

特殊建築物調査や施設、設備等の
定期点検及び不具合箇所の速やか
な修繕
安全でゆとりのある避難ルートの確
保
避難誘導職員数の確保
避難訓練の実施
災害情報連携システムの操作方法
の習得
地域の災害情報について、正確な
情報を取得する手段の確保
図書館施設管理担当者と避難所開
設担当者が重複しないよう担当者の
見直しを図ること
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（２）一般通常事務 

部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

教育総務課 1 校地及び校舎の維持管理 損壊個所等危険の緊急点検・除去 児童・生徒への直接的な危険の発生 Ａ 各学校の損壊確認と緊急対応 5
５人での３０校の即時点検は不可能。また、避
難所対応も現実的に不可能である。

避難所担当の見直し

教育総務課 2 部内の連絡調整
教育部としての現状把握と対応方針の決
定

対応の遅れによる学校現場の混乱を来すお
それがある。

Ｂ 速やかな現状把握 3 特になし 特になし

教育総務課 3 教育委員との連絡調整 教育委員への状況報告等
市民生活に直接の影響はないが、後々外
部から連絡体制が取れていないとの指摘を
受ける可能性がある。

D 速やかな現状報告 2 特になし 特になし

教育総務課 4 教育委員会議の開催 定例会（臨時会）の開催 議案承認の遅延 Ｅ 必要に応じ開催 3 特になし 特になし

学務課 1
就学及び就園の援助及び奨励に関する
こと

就学及び就園に係る申請・認定の手続き
や認定者への援助

就学及び就園に係る申請・認定手続きや認
定者への援助の対応が遅くなる。

Ｄ
就学及び就園に係る申請・認定手続きや認
定者への援助を適切に行う。

5 事務手続きに係る人員不足 人員確保を協議

学務課 2 教科用図書給付に関すること 教科用図書給付に係る事務手続き
被災した児童、生徒の教育の機会が同じレ
ベルで実施できない。

Ｄ
児童生徒の被災状況により、必要に応じ市
教委で取りまとめ、関係機関に働きかける。

3
事務手続きに係る職員の人数及び教科書の
確保

被災時の教科書等の支給対応を県
教委と協議

学務課 3 学区外・区域外就学に関すること 転出入への対応 児童・生徒の対応が遅くなる。 Ｄ 状況により臨機応変に対応していく。 3
児童・生徒の把握ができない。
通信障害により学校との連絡が取れない。

関係課及び学校からの情報収集及
び学校への連絡手段の確保

学務課 4 配当予算に関すること
小中学校及び幼稚園備品・消耗品等の予
算配当

学校（園）運営に支障が出る。 Ｄ
被災状況を把握し、各学校（園）へ予算を配
当する。

3 緊急対応の消耗品費等の予算が足りない。
被災状況により、必要な物資等の優
先順位等を検討

学務課 5
市バス及び民間バスの運行に関するこ
と

各小中学校の校外行事等に係るバスの配
置調整

学校及びバス会社との連絡が取れず、対応
が遅くなる。

B
行事中止・延期によるバスの運行に係る連絡
調整を行う。

2
関係の学校及び委託バス会社との連絡が取
れない。

各学校及び委託バス会社との連絡
方法を確認

学務課 6
自然災害時における教育課程の変更報
告に関すること

人的・物的被害状況及び教育課程の変更
を把握

被災に応じた支援が行えない。 A 被害状況及び教育課程の変更を確認する。 5
通信障害により学校との連絡が取れない
人的支援に係る人員不足

通信手段の確保や情報収集の方法
を確認

指導課 1 学校経営、教育課程に関すること

組織編成及び教育課程に関し、被災により
学習環境が整わないことが予想されるた
め、実施内容・項目の検証と、今後の方針
について決定する。

学校における授業の再開が遅延する。 Ｃ
児童生徒の安全を確保したうえで、できるだ
け早く授業を再開する。

3

通信手段やパソコンの校務システム復旧まで
は、情報収集や各学校との連絡が難しい。
被害が甚大であるほど、教職員の人員確保が
困難

非常変災時における学校体制の確
認をしておく。
各学校の教職員の参集時間を確認
しておく。

指導課 2 学習指導に関すること

組織編成及び教育課程に関し、被災により
学習環境が整わないことが予想されるた
め、実施内容・項目の検証と、今後の方針
について決定する。

学校における授業の再開が遅延する。 Ｃ
児童生徒の安全を確保したうえで、できるだ
け早く授業を再開する。

3

通信手段やパソコンの校務システム復旧まで
は、情報収集や各学校との連絡が難しい。
被害が甚大であるほど、教職員の人員確保が
困難

非常変災時における学校体制の確
認をしておく。
各学校の教職員の参集時間を確認
しておく。

指導課 3 生徒指導に関すること
児童生徒及びその保護者も含めた各家庭
の状況の情報収集、対応が必要な事例把
握を行い、指導・支援の方策を検討する。

児童生徒の精神的不安等の解消ができ
ず、安心して学校生活を送れなくなる。

Ｃ
対応が必要な事例について、指導・支援の
方策を検討し、必要に応じて職員を派遣する
など、各学校と協議、確認をする。

3

通信手段やパソコンの校務システム復旧まで
は、情報収集や各学校との連絡が難しい。
被害が甚大であるほど、教職員の人員確保が
困難

非常変災時における学校体制の確
認をしておく。
各学校の教職員の参集時間を確認
しておく。

指導課 4 進路指導に関すること

進路指導のうち、特に進学にかかわる事務
について、被災の時期が重なった場合、中
学校・高校の入試日程を把握し、適切な対
応を図る。

入試事務が滞り、児童生徒の進路に重大な
影響が出る。

Ｄ
入試に関する情報収集に努め、小中学校と
情報共有を図る。

2

通信手段やパソコンの校務システム復旧まで
は、情報収集や各学校との連絡が難しい。
被害が甚大であるほど、教職員の人員確保が
困難

非常変災時における学校体制の確
認をしておく。
各学校の教職員の参集時間を確認
しておく。

指導課 5 特別支援教育に関すること
特別支援学級在籍及び通常学級在籍で
特別な教育的ニーズがある児童生徒の状
況把握と、必要に応じた支援を行う。

該当する児童生徒の心身の不安定さが増
大する。

Ｄ
児童生徒の状況把握を行うとともに、必要に
応じて各学校と支援策等について確認を行
う。

2

通信手段やパソコンの校務システム復旧まで
は、情報収集や各学校との連絡が難しい。
被害が甚大であるほど、教職員の人員確保が
困難

非常変災時における学校体制の確
認をしておく。
各学校の教職員の参集時間を確認
しておく。

指導課 6 学校安全に関すること
学校の施設設備の安全点検を行い、児童
生徒の安全を確保する。

児童生徒の安全な学校生活の保障ができ
ない。

Ｃ 学校の応急対策後の状況を把握する。 1
通信手段の復旧まで、情報収集や各学校と
の連絡が難しい。

安全点検を行い、必要に応じて工
事・修繕等を行う。

指導課 7 学校環境衛生に関すること
保健衛生、環境衛生に係る状況把握に努
め、必要に応じて関係機関と連携して、対
応する。

感染症の蔓延が心配される。 Ｂ
児童生徒及び学校の状況を把握し、必要に
応じて関係機関と連携して、対応する。

2
通信手段の復旧まで、情報収集や各学校と
の連絡が難しい。

非常変災時における連携や対応策
について確認しておく。

指導課 8
児童生徒、教職員の健康診断に関する
こと

児童生徒及び教職員の健康診断や健康
指導等を行い、健康の保持増進を図る。

児童生徒及び教職員の心身の健康に支障
をきたす。

Ｅ
学校医等と連携を図り、必要に応じて実施す
る。

1
通信手段の復旧まで、情報収集や各学校と
の連絡が難しい。

非常変災時における連携や対応策
について確認しておく。

指導課 9
学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び
管理校医に関すること

学校医等と連携して、被災の状況に応じ
て、適切な助言を得ながら、対応していく。

専門的見地からの適切な助言が得られな
い。

Ｄ
必要に応じて情報共有を図り、適切な助言を
得ながら、対応していく。

1
通信手段の復旧まで、情報収集や学校医等
との連絡が難しい。

非常変災時における連携や対応策
について確認しておく。

指導課 10 日本スポーツ振興センターに関すること
学校管理下における児童生徒の災害に対
して、災害共済給付に関する事務を行う。

適切な災害共済給付ができなくなる。 Ｅ 学校からの申請により、必要な事務を行う。 1
通信手段やパソコンの校務システム復旧ま
で、情報収集や学校医等との連絡が難しい。

非常変災時における連携や対応策
について確認しておく。

指導課 11 就学指導に関すること 就学相談業務を行う。 就学相談のニーズにこたえられない。 Ｅ 就学相談の受付と日程調整を行う。 2
通信手段の復旧まで、相談受付等は窓口の
みとなる。

非常変災後の相談業務体制につい
て周知しておく。  
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部署名 № ①業務名 ②業務概要 ③遅延や中断による影響
④着手の
優先度

⑤目標とする業務のレベル（内容）
⑥必要な
人的資源

⑦現状の問題点
⑧目標を達成するのに必要な平常

時の対策

指導課 12 通学路に関すること
通学路の安全に関する情報収集及び関係
各課・関係機関との連携による安全確保

児童生徒が安全に登下校ができなくなる。 Ｄ 通学路の状況を確認し、安全を確認する。 5
通信手段の復旧まで情報収集が難しい。
被害が甚大であるほど、安全確保が難しい。

非常変災時における対応につい
て、各学校・関係各課・関係機関と
確認しておく。

指導課 13 人権教育及び福祉教育に関すること
被災の状況により、配慮が必要な児童生
徒・家庭の把握を行ったうえで、適切な指
導を行う。

被災児童生徒を傷つけるような言動が出て
くる可能性がある。

Ｅ
人を傷つけるような言動を生じさせないよう、
各学校に適切な対応を図ることを指導する。

1
通信手段やパソコンの校務システム復旧ま
で、状況把握や各学校への指示・連絡が難し
い。

計画的に人権教育・福祉教育を推
進する。

教育センター 1 教育の情報化推進事業
教育活動の質を向上させるためにＩＣＴ教
育の充実や校務システムの改善等、教育
の情報化を推進する。

ホームページや学校図書館システム、保護
者向けメール通知システムなどが運用でき
なくなる。職員が校務システムを使用した業
務ができなくなる。

Ｃ
ネットワークが常につながり、いつでも使用で
きる。

5

現時点でも３０校のシステムに対して１人の指
導主事で対応しているため多忙を極めてい
る。非常災害時の復旧作業には全く手が足り
ない。

各学校の教務主任や情報担当職員
への研修を実施する。専門業者との
連絡を密にしておく。

教育センター 2 適応指導教室事業「緑のまきば」
心理的・情緒的等、様々な要因により登校
しない、したくともできない状態にある児童
生徒に対して、集団生活への適応を図る。

学校に行けない児童生徒の行き場所がなく
なる。

Ｃ 通常通り開所する。 6
通信障害等により保護者と連絡がとれなくなる
と所在が明らかにできない。

連絡手段を共通理解しておく。

教育センター 3 教育相談事業

不登校、いじめ、学習困難、発達障害、非
行等で悩みを抱えた児童生徒、保護者、
学級担任等の相談を受けたり、助言をした
りする。面談と電話相談を実施している。

相談する場所がなくなり、メンタルヘルス上
思わしくない。

D
通常通り、面談および電話相談を受け付け
る。

3 通信障害等により電話受付ができなくなる。 通常通り業務を行っておく。

教育センター 4 教育課題調査・研究・開発事業
教育の機能向上、各学校の効果的な研究
推進、児童生徒の学習効果を高めるため
の調査・研究・開発事業を実施している。

当初の計画から実施が遅れる。 E 計画通り実施する。 5 計画通り実施できない。 通常通り業務を行っておく。

教育センター 5 自然科学体験学習事業
自然観察や体験学習を行い、親子の絆を
深め、学習することの意義や楽しさを体験
してもらうことを目的として実施している。

計画通り実施できない。 E 計画通り実施する。 15 計画通り実施できない。 計画を立てておく。

教育センター 6 各種研修会開催事業
教員の資質、力量を高めるため、教職員の
指導や現代的な課題に応じた各種の研修
会を開催する。

計画通り実施できない。 E 計画通り実施する。 5 計画通り実施できない。 計画を立てておく。

教育センター 7 資料収集・活用、教育広報事業
最新の教育情報の資料収集、学校への資
料提供、教育関係の資料・蓄積・活用等を
行う。

通常通り実施できない。 E 通常通り実施する。 5 通常通り実施できない。 通常通り業務を行っておく。

教育センター 8 読書活動推進事業
学校図書館司書を配置するとともに、学校
図書館システムを運用する。

システムが運用できない。 E 本の貸し出しをシステムなしで行う。 各学校
システムが運用できなくなると、貸し出し作業
や蔵書管理が煩瑣になる。

日常的な管理を怠らない。

教育センター 9 授業相談支援・学級経営相談支援事業
教職員のニーズに対応した実践的な教育
支援活動を実施する。

依頼に対応できない。 E できるだけ依頼を受ける。 5 依頼に対応できない。 通常通り業務を行っておく。

給食センター 1 給食調理・配送 給食の調理、各学校への配送 児童・生徒が給食を食べることができない。 Ｅ 通常通り給食を提供する。 10
非常災害時の人員確保。ライフラインの再
開。機器類の修理

委託業者の人員参集体制

図書館 1 図書館の広報 図書館の開館・休館等の情報発信を行う。
平常時のように開館しているものと誤認し、
利用者が来館する。

D
ネットワーク等インフラを復旧させホームペー
ジ等により開館、休館情報を周知する。

1
停電によるホームページが更新及びその他広
報手段の確保ができない可能性がある。

ネットワークを冗長化する。
複数の広報手段を確保する。

 


