
草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班
重要施策および特定の政策課題の総合調整
に関すること。

通常 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 住民投票条例に関すること。 住民投票の実施の請求があった場合 通常 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 庁議に関すること。
状況によっては、災害対策本部と連携を図るため、早
期に開催が必要な場合がある。

通常 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 広域行政に関すること。 災害に係る事項 通常 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 ◎
災害情報の収集、受理及び通報に関するこ
と。

応急 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 ◎ 被害情報の収集、報告に関すること。 応急 ○

総合政策部 企画調整課 総務部 情報収集班 ◎ 災害通信に関すること。 応急 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班
男女共同参画社会の形成に係る施策の総合
的な企画および調整に関すること。

通常 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班
男女共同参画社会の形成および女性活躍推
進に関すること。

通常 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班
男女共同参画社会の形成および女性活躍推
進についての調査、研究に関すること。

通常 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班 女性の総合相談に関すること。 通常 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班 ○
災害情報の収集、受理及び通報に関するこ
と。

応急 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班 ○ 被害情報の収集、報告に関すること。 応急 ○

総合政策部 男女共同参画課 総務部 情報収集班 ○ 災害通信に関すること。 応急 ○

総合政策部 特別定額給付金推進室 総務部 情報収集班 △ 情報収集班の任務分担に関すること。 応急

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班
広報資料の収集および整理保存に関するこ
と。

通常 ○

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班 ふるさと寄附に関すること。
災害復旧経費への充当を目的とした、ふるさと寄附の
受付処理（※災害の種類や規模に応じて着手時期は
柔軟に変更する。）

通常 ○

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班 ◎ 報道機関との連絡調整に関すること。 応急 ○

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班 ◎ 避難等の伝達に係る広報活動に関すること。 応急 ○

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班 ◎ 被災地の視察・慰問に関すること。 応急 ○

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

総合政策部 広報課 総務部 広報渉外班 ◎ 災害記録に関すること。 応急 ○

総合政策部 秘書課 総務部 広報渉外班 市長、副市長の秘書に関すること。 通常 ○

総合政策部 秘書課 総務部 広報渉外班
市長、副市長の交際および渉外に関するこ
と。

被災地支援に関することを最優先にする。 通常 ○

総合政策部 秘書課 総務部 広報渉外班 △ 広報渉外班の任務分担に関すること 応急

総合政策部 職員課 総務部 総括班
職員の服務および給与等勤務条件に関する
こと。

通常 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班
職員の保健衛生および安全管理に関するこ
と。

職員のメンタルヘルスに関する業務 通常 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班 公務災害補償等に関すること。 通常 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班 ○ 災害対策の全般的な企画に関すること。 応急 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班 ○
災害対策本部の設置および廃止に関するこ
と。

応急 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班 ○
県、警察並びに消防機関等の防災機関との
連絡調整に関すること。

応急 ○

総合政策部 職員課 総務部 総括班 ○ 受援に関すること。 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 避難状況の総括に関すること。 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者の安否情報の収集に関すること。 情報をまとめて、捜索班へ報告 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の災害復旧対策に関すること。 情報収集し、報告 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の開設・運営に関すること。 隣保館との調整 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者名簿の作成に関すること。 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 ○ 外国人避難者に関すること。 初期避難については、他の避難者と同様 応急 ○

総合政策部 人権政策課 避難対策部 避難所班 隣保館の取りまとめ 通常 ○

総合政策部 人権センター 避難対策部 避難所班 人権相談に関すること。 人権に関わる相談 通常 〇

総合政策部 人権センター 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること。 応急

総合政策部 草津未来研究所 総務部 情報収集班
立命館大学等高等教育機関との連携に関す
ること。

災害支援に関することに限る。 通常 ○

総合政策部 草津未来研究所 総務部 情報収集班
アーバンデザインセンターびわこ・くさつ事業
に関すること。

利用者の安全確保、施設の被災状況の把握 通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

総合政策部 草津未来研究所 総務部 情報収集班 △ 情報収集班の任務分担に関すること。 応急

総合政策部 経営戦略課 総務部 情報機器復旧班
情報システムの管理および運営に関するこ
と。

通常 ○ ○

総合政策部 経営戦略課 総務部 情報機器復旧班 情報セキュリティポリシーに関すること。 通常 ○ ○

総合政策部 経営戦略課 総務部 情報機器復旧班 ◎
コンピュータシステムの保守管理に関するこ
と

応急 ○ ○ ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 消防団に関すること 通常 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班
湖南広域行政組合との連絡調整に関するこ
と（消防に関する事務に限る。）。

西署・南署との調整 通常 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 コミュニティ防災センターに関すること。 使用許可事務 通常 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 ◎ 災害対策の全般的な企画に関すること 応急 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 ◎
災害対策本部の設置及び廃止に関するこ
と。

応急 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 ◎
県、警察並びに消防機関等の防災機関との
連絡調整に関すること。

応急 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 ◎ 受援に関すること。 応急 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 災害情報の整理、分析 通常 ○

総合政策部 危機管理課 総務部 総括班 避難勧告等の情報提供 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 自衛隊の応援要請に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 関係機関への支援要請に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 総務各班の応援に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 車両の確保・配車に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 市有財産の緊急使用に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 ◎ 来庁者の避難誘導に関すること。 支援要請班マニュアルによる 応急 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 市議会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
条例、規則その他例規の制定改廃および公
告式に関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 訴訟および和解に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 公平委員会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 市公報に関すること。 通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

総務部 総務課 総務部 支援要請班 選挙管理委員会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 文書物品の収受発送に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
文書の審査、浄書、印刷および整理保存に
関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 情報公開に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 行政情報の整理および活用に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 情報公開室に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 個人情報の保護に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
情報公開・個人情報保護審議会に関するこ
と。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
地方公共団体組織認証基盤の運営に関する
こと。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 指定管理に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 公印の管理に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 漂流物に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
行政手続の整備に関すること（他の部課の
所管に属するものを除く。）。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 固定資産評価審査委員会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 法令遵守の推進に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 公正職務執行審査会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 公益通報に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 政治倫理審査会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
債権管理の総括ならびに収納対策の推進お
よび総合調整に関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
滞納債権の処分等に係る助言、指導等に関
すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 いじめ再調査委員会に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 行政不服審査会に関すること。 通常 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

総務部 総務課 総務部 支援要請班 市有財産の総括および調整に関すること。 市有地の緊急使用 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
公会計改革に関すること。（ただし、資産に関
すること。）

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
市有財産の取得、貸付け、譲渡および管理
に関すること（他課の分掌事務に属するもの
を除く。）。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 財産台帳の整備に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
ファシリティマネジメントに関すること（公共施
設の再配置等に関することを除く。）。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 財産区に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
庁舎（立体駐車場を含む。）の維持管理に関
すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 草津合同ビルに関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 サンサンホールに関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 公用自動車等の管理に関すること。 緊急配車のみ 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
公用自動車等に係る事故防止および事故処
理に関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
市有財産の損害共済保険および自動車等の
賠償責任保険に関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 庁舎内の電話に関すること。 通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班
国土調査法による調査成果の閲覧および測
量法に基づく標識の設置・消滅・毀損の通知
に関すること。

通常 ○

総務部 総務課 総務部 支援要請班 他の部の所属に属さないこと。 通常 ○

総務部 財政課 総務部 財務班 ◎ 総務各班の応援に関すること
・総務各班の応援に関すること
・予算編成作業等に迅速に対応できるよう積極的に情
報収集する。

応急 ○

総務部 財政課 総務部 財務班 ◎ 災害予算に関すること
・災害対策予算のとりまとめ、予備費対応事務等
・災害対策に必要な予算上の手当て

応急 ○

総務部 財政課 総務部 財務班 予算編成および執行管理に関すること ・災害予算等の執行管理 通常 ○

総務部 契約検査課 総務部 広報渉外班 ○ 報道機関との連絡調整に関すること。 応急 ○

総務部 契約検査課 総務部 広報渉外班 ○ 避難等の伝達に係る広報活動に関すること。
主に、防災無線・一斉放送、県防災情報システム、メー
ル配信、災害時広報紙等

応急 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

総務部 契約検査課 総務部 広報渉外班 ○ 被災地の視察・慰問に関すること。 応急 ○

総務部 契約検査課 総務部 広報渉外班 ○ 災害記録に関すること。 応急 ○

総務部 税務課 総務部 調査班 ◎ 家屋被害状況調査に関すること。 応急 ○

総務部 税務課 総務部 調査班 ◎
罹災台帳の作成及び罹災証明の発行に関
すること。

応急 ○

総務部 税務課 総務部 調査班 ◎ 仮設住宅・建築班の応援に関すること。 応急 ○

総務部 税務課 総務部 調査班
災害による市税の減免、猶予等に関するこ
と。

通常 ○

総務部 税務課 総務部 調査班 被災納税者の税の相談に関すること。 通常 ○

総務部 税務課 総務部 調査班
市税等の証明および閲覧、標識交付に関す
ること。

通常 ○

総務部 税務課 総務部 調査班
市税等の審査請求および減免の処理に関す
ること。

通常 ○

総務部 納税課 総務部 調査班 ○ 家屋被害調査に関すること。 応急 ○

総務部 納税課 総務部 調査班 ○
罹災台帳の作成及び罹災証明の発行に関
すること。

応急 ○

総務部 納税課 総務部 調査班 ○ 仮設住宅・建築班の応援に関すること。 応急  ○

総務部 納税課 総務部 調査班 徴収台帳の作成に関すること。 通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 まちづくり協議会に関すること。 各学区との連絡調整 通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 まちづくりセンターに関すること。 通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 地域まちづくりセンターに関すること。 避難所施設との連絡調整 通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班
部内および担当する副部長所管事務に係る
所属の連絡調整に関すること。

通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班
町内会等関係団体との連絡調整に関するこ
と。

各町内会との連絡調整 通常 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 避難状況の総括に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 避難者の安否情報の収集に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 避難所の災害復旧対策に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 避難所の開設･運営に関すること。 応急 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 避難者名簿の作成に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 まちづくり協働課 避難対策部 避難所班 ◎ 外国人避難者に関すること。 初期避難については、他避難者と同様 応急 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 ○ 被災者の人命救助に関すること 応急 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 ○
行方不明者の捜索、収容並びに埋(火)葬に
関すること

埋(火)葬関に関する許可証 応急 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 ○ 戸籍関係届出に関すること 応急 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 ○ 安否確認のまとめ・報告・回答に関すること 応急 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
戸籍届書の審査、受理および記載に関する
こと

通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
住民基本台帳法に基づく各種届出の受付に
関すること

通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
住民異動に基づく電算処理および関係機関
への連絡調整に関すること

通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 転出証明書の作成および交付に関すること 通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 印鑑登録に関すること 通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班

戸籍の謄・抄本もしくは全部事項証明、個人
事項証明、住民票の写し、印鑑登録証明書
その他各種証明書作成および交付に関する
こと

通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
戸籍、住民基本台帳その他各種証明書の手
数料に関すること

通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
埋火葬許可に係る申請書の受付ならびに許
可書の作成および交付に関すること

（業務種別：応急に同じ） 通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 死産の届出の受理に関すること 通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班 専用公印の保管に関すること 通常 ○ ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
住民情報システムおよび戸籍情報システム
に関すること

戸籍関係のみ、住基関係は１カ月 通常 ○

まちづくり協働部 市民課 避難対策部 捜索班
通知カードおよびマイナンバーカード(個人番
号カード)の交付に関すること

通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 ◎ 被災者の人命救助に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 ◎
行方不明者等の捜索、収容並びに埋(火)葬
に関すること。

応急 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 ◎ 戸籍関係届出に関すること 応急 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 ◎ 安否確認のまとめ・報告・回答に関すること。 応急 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 消費生活センターに関すること。 相談業務 通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 市民相談室に関すること。 相談業務 通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班
畜犬登録および狂犬病予防注射に関するこ
と。

通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班
所有者不明の犬の抑留に係る公示に関する
こと。

通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班
負傷した犬および猫の通報の受理に関する
こと。

通常 ○

まちづくり協働部 生活安心課 避難対策部 捜索班 市営火葬場および市営墓地に関すること。 市営墓地に関することを除く。 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 ○
し尿及び倒壊家屋等廃棄物処理に関するこ
と

応急 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班
草津市の良好な環境保全条例の規定による
許可および規制指導等に関すること。

届出受理・許可書発行等の窓口業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律に基づく登録および許可等に
関すること。

届出受理・許可書発行等の窓口業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 公害防止基金の貸付に関すること。 金銭の支払、支給に係る業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 騒音規制法の施行に関すること。 届出受理・許可書発行等の窓口業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 悪臭防止法の施行に関すること。 届出受理・許可書発行等の窓口業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 振動規制法の施行に関すること。 届出受理・許可書発行等の窓口業務 通常 ○

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班
市指定ごみ袋の本庁窓口での配付に関する
こと

転入等の窓口来庁者への対応 通常 〇

環境経済部 環境政策課 物資衛生部 衛生班 小動物の死骸に関すること 小動物の死骸回収・焼却処理等 通常 〇

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 一般廃棄物の処理および運搬に関すること。 家庭系一般廃棄物の処理、運搬等 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班
一般廃棄物処理業の指導監督に関するこ
と。

事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者への指導　等 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 不法投棄防止対策に関すること。 不法投棄防止パトロール　等 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 公衆便所に関すること。 公衆便所４箇所の管理　等 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班
湖南広域行政組合との連絡調整に関するこ
と(環境衛生センターに関する事務に限る。)。

し尿の収集運搬・処理に関する連絡調整 通常 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 最終処分場の整備に関すること。
大阪湾フェニックスその他の最終処分場との処理委託
の調整、所在市町村との広域協議　等

通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 市指定ごみ袋に関すること。 市指定ごみ袋の引換・販売拠点等の調整 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班
クリーンセンターの管理運営に関すること（く
さつエコスタイルプラザに関することは除
く。）。

モニタリング業務　等 通常 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 ◎
し尿及び倒壊家屋等廃棄物処理に関するこ
と。

仮設トイレの設置、し尿処理、生活ごみの処理、がれき
の処理　等

応急 ○

環境経済部 資源循環推進課 物資衛生部 衛生班 災害廃棄物処理実行計画の策定
災害廃棄物状況報告（発災後１週間程度）、
処理方針の決定（２週間程度）、
処理実行計画の策定

通常 ○

環境経済部 くさつエコスタイルプラザ 物資衛生部 衛生班
し尿及び倒壊家屋等廃棄物処理に関するこ
と。

仮設トイレの設置、し尿処理、生活ごみの処理、がれき
の処理　等

応急 ○

環境経済部 くさつエコスタイルプラザ 物資衛生部 衛生班 △ 衛生班の任務分担に関すること 応急

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 中小企業対策および金融に関すること。 被災した企業への支援 通常 〇

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班
商工・経済関係団体との連絡調整に関する
こと。

商工業の被害状況の確認 通常 〇

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班
雇用対策に関すること。
（ハローワークと連携）

災害による失職者への対策 通常 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班
公益社団法人草津市シルバー人材センター
に関すること。

センター機能の回復 通常 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 就職困難者等の就労に関すること。 窓口業務の回復 通常 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 市民交流プラザに関すること。 指定管理制度の導入（Ｈ29.4.1～） 通常 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 ◎ 救援食料品の保管配分に関すること。 集積する救援物資の配分 応急 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 ◎ 緊急物資の調達及び管理に関すること 協定先との物資調整 応急 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 ◎ 災害関係経費の出納に関すること。 経費精算 応急 ○

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 ◎ 応急輸送及び移送に関すること。 応急 〇

環境経済部 商工観光労政課 物資衛生部 物資調達班 ◎ 救援班の応援に関すること。
救援金品の受付・配分計画に係る応援等避難所や寄
付の受付等

応急 〇

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班 ◎ 捜索班の応援に関すること

・被災者の人命救助に関すること
・行方不明者等の捜索、収容並びに埋（火）葬に関する
こと
・戸籍関係届出に関すること
・安否確認のまとめ・報告・回答に関すること

応急 ○

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班
グリーンプラザからすまおよび道の駅「草津」
の被害に関すること

被害状況調査および取りまとめ 応急 ○

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班 ◎ 農林水産業施設の被害調査に関すること 被害状況調査および取りまとめ（国県報告含む） 応急 ○

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班 ◎ 農林水産業施設の復旧対策に関すること 復旧方法等の検討 応急 ○

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班
土地改良施設等の災害復旧事業に関するこ
と

事業実施箇所の整理および事業実施の体制整備 通常 ○

環境経済部 農林水産課 建設部 経済班 農林水産業に関する諸証明に関すること 通常 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 災害時要援護者の登録に関すること。 要援護者支援班等への名簿提供 通常 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 災害ボランティアセンターの開設、運営支援 通常 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班
日本赤十字社滋賀県支部（草津市社協）との調整、災
害義援金の受付

通常 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 福祉バスの運行に関すること。 発災時運行バスの安否確認 通常 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 ◎ 救援金品の受付及び配分計画に関すること 応急 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 ◎
罹災見舞金及び災害弔慰金の支給等に関
すること

応急 ○

健康福祉部 健康福祉政策課 救援部 救援班 ◎
ボランティアの応援受付及び要請に関するこ
と

応急 ○

健康福祉部 生活支援課 救援部 救援班 生活保護法に関すること。 通常 ○

健康福祉部 生活支援課 救援部 救援班 △ 救援班の任務分担に関すること 通常

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 救援部 救援班 △ 救援班の任務分担に関すること 通常

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 救援部 救援班 災害救助等の支援に関すること。 応急 ○

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 救援部 救援班
り災見舞金および災害弔慰金の支給等に関
すること。

通常 ○

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 救援部 救援班
行旅病人、行旅死亡人および法外援助に関
すること。

通常 ○

社会福祉法人草津市社会福祉協議会に関
すること。

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 救援部 救援班
福祉の総合相談に関すること。（生活困窮者
自立支援法(平成25年法律第105号)の施行
に関することを含む）

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班 ○ 災害時要援護者の避難支援に関すること。
・避難所の被災状況の確認
・民生委員や地域住民との連携による避難支援

応急 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班 ○ 災害時要援護者の安否確認に関すること。 ・民生委員や地域住民との連携による安否確認 応急 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班 ○ 避難所との連携に関すること。
・避難者の実態やニーズ等の把握
・避難者の状況に応じた場所への移送支援

応急 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班 ○ 福祉避難所の開設に関すること。
・避難者の実態やニーズ等の把握
・福祉避難所の被災状況の確認
・避難者の状況に応じた福祉避難所への移送支援

応急 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法およ
び精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律に基づく福祉に関すること（他の課等の所
管に属するものを除く。）の執行に関するこ
と。

・障害者手帳の受付
・入所支援

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律に基づく自立支援給付
および地域生活支援事業に関すること（他の
課等の所管に属するものを除く。）

・サービス事業者の提供体制の確認
・サービス利用者の被災状況およびサービス利用ニー
ズの把握
・サービスの支給決定と利用調整

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班
特別障害者手当および障害児福祉手当の支
給に関すること。

・手当の受付および審査、支給 通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班
指定特定相談支援事業者等に関すること
（他の課等の所管に属するものを除く。）。

・サービス利用に向けた相談事業者との連携や連絡調
整

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班

障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対す
る支援等に関する法律に関すること（他の課
等の所管に属するものを除く。）。

・虐待の通報の受付と迅速な対応
・一時保護場所の確保

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班 市立障害者福祉センターに関すること。

・障害者福祉センターにおける各種サービスの提供体
制の確認
・サービス利用ニーズの把握
・各種サービスの提供と利用調整

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班
障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律に関すること。

・合理的配慮の提供
・手話通訳等によるコミュニケーション支援

通常 ○

健康福祉部 障害福祉課 救援部 要援護者支援班
関係行政機関および関係団体との連絡調整
に関すること。

・団体との連携による会員の被災状況の把握
・支援機関の被災状況の把握

通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 感染症の予防に関すること。 啓発業務（食中毒注意報等発令業務） 通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 ◎ 救護所の開設に関すること。 救護所の開設業務 応急 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 ◎ 関係機関等との連携に関すること。
医療機関、保健所等、関係機関からの情報収集、提供
等

応急 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 ◎
医療機器、医薬品及び救護医薬品の受領及
び保管に関すること。

救護所の開設に向けた医療機器、医薬品、救護医薬
品の確保、受領、保管に関する業務

応急 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 ◎ 感染症に関すること。
感染症予防について被災者への情報提供、必要時感
染予防の指導。保健所等関係機関と防疫活動等連絡
調整に関する業務。

応急 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班
保健師の人材育成に係る職員研修および指
導に関すること。

市全体の公衆衛生従事者不足数の確認、不足する場
合の保健師等の受入れ調整業務

通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 健康づくりに関すること。
被災者の健康管理、栄養指導等についての相談・指導
に関する業務

通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 国県の指示による臨時の予防接種に関する業務 応急 〇

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 通常の予防接種申請等 通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 歯科保健に関すること 隣保館等での健康相談業務等 通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 精神保健に関すること。 被災者の心のケア活動 通常 〇

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 自殺対策に関すること。 訪問対応は随時 通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班
湖南広域行政組合との連絡調整に関するこ
と（保健衛生に関する事務に限る。）。

湖南広域休日急病診療所に関する業務 通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班
さわやか保健センターの管理運営に関する
こと。

センターの被災状況の確認・避難誘導
センターの緊急使用に関する業務

通常 ○

健康福祉部 健康増進課 救援部 救護班 情報の収集と提供に関すること。
（災害医療地方本部からの）被災情報、被災者情報の
収集および提供に関する業務

通常 ○

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 ○ 救護所の開設に関すること。 救護所の開設業務 応急 ○

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 ○ 関係機関等との連携に関すること。
医療機関、保健所等、関係機関からの情報収集、提供
等

応急 ○

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 ○
医療機器、医薬品及び救護医薬品の受領及
び保管に関すること。

救護所の開設に向けた医療機器、医薬品、救護医薬
品の確保、受領、保管に関する業務

応急 ○

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 ○ 感染症に関すること。
感染症予防について被災者への情報提供、必要時感
染予防の指導。保健所等関係機関と防疫活動等連絡
調整に関する業務。

応急 〇

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 情報の収集と提供に関すること
（災害医療地方本部からの）被災情報、被災者情報の
収集および提供に関する業務

応急 ○

健康福祉部 地域保健課 救援部 救護班 地域包括支援センターの運営に関すること。 地域包括支援センターにおける相談業務 通常 ○

予防接種に関すること。
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 ◎ 災害時要援護者の避難支援に関すること。
・避難所の被災状況の確認
・民生委員や地域住民との連携による避難支援

応急 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 ◎ 災害時要援護者の安否確認に関すること。 ・民生委員や地域住民との連携による安否確認 応急 〇

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 ◎ 避難所との連携に関すること。
・避難者の実態やニーズ等の把握
・避難者の状況に応じた場所への移送支援

応急 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 ◎ 福祉避難所の開設に関すること。
・避難者の実態やニーズ等の把握
・福祉避難所の被災状況の確認
・避難者の状況に応じた福祉避難所への移送支援

応急 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 介護予防マネジメントに関すること。
・サービス利用者の被災状況およびサービス利用ニー
ズの把握

通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班
高齢者の虐待防止および権利擁護事業に関
すること。

・虐待の通報の受付と迅速な対応
・一時保護場所の確保

通常 〇

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班
老人福祉法による措置および費用の徴収に
関すること。

・措置施設との連携による入所者の被災状況の把握 通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班
長寿の郷ロクハ荘およびなごみの郷に関す
ること。

・福祉避難所でもある２施設の運営管理 通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 高齢者の介護予防に関すること。
・地域活動支援

通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 高齢者の生活支援対策に関すること。
・ふとんクリーンサービス
・日常生活用具給付　など

通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 高齢者の在宅介護支援に関すること。 ・福祉理髪サービス
・外出支援サービス　など

通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班 認知症施策に関すること。 ・行方不明等対応　など 通常 ○

健康福祉部 長寿いきがい課 救援部 要援護者支援班
介護予防・日常生活支援総合事業に関する
こと。

・総合事業
※訪問系サービスのみ2週間

通常 ※ ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班 △ 要援護者支援班の任務分担に関すること。 応急

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
介護保険事業者および施設の指導に関する
こと。

通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
地域密着型サービス事業者の指定、指導、
監督および報酬の設定に関すること。

通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班 介護保険事業特別会計に関すること。 通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
被保険者台帳および被保険者証に関するこ
と。

通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
介護給付費の認定、審査、報告および支払
い手続きに関すること。

通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
介護サービスの苦情申し立ておよび指導に
関すること。

通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班
介護保険料の額の決定、徴収、督促および
滞納処分に関すること。

通常 ○

健康福祉部 介護保険課 救援部 要援護者支援班 要介護認定および要支援認定に関すること。 新規申請の受付（他業務は１か月まで） 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 ○
救護金品の受付および配分計画に関するこ
と。

任務分担表の業務 応急 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 ○
り災見舞金および災害弔慰金の支給等に関
すること。

任務分担表の業務 応急 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 ○
ボランティアの応援受付および要請に関する
こと。

任務分担表の業務 応急 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
療養担当者および療養担当外医師の契約な
らびに療養費支給申請書の交付等に関する
こと。

償還払申請を想定。「受理」は早期にできるようにする 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
被保険者台帳および被保険者証に関するこ
と。

被保険者の資格確認、被保険者証の再発行等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
診療報酬の確認、審査、報告および支払手
続に関すること。

高額療養費の支払等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 福祉医療給付に関すること。 受給者の資格確認、受給券の再発行等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 老人福祉医療給付に関すること。 受給者の資格確認、受給券の再発行等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
精神障害者精神科通院医療給付に関するこ
と。

受給者の資格確認、受給券の再発行等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 被保険者の届出書の受理に関すること。 転出入・死亡の届出等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
受給権者の給付に係る請求書等の受理に関
すること。

償還払申請を想定。「受理」は早期にできるようにする 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
保険料免除申請書の受理および所得確認に
関すること。

国民年金保険料の免除申請（法定免除）を想定。
「受理」は早期にできるようにする。

通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
福祉年金受給権者の給付等に係る届出の受
理に関すること。

基礎年金（老齢・障害）の裁定請求を想定。「受理」は早
期にできるようにする。

通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
学生納付特例申請書の受理および所得確認
に関すること。

「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
保険料納付猶予申請書の受理および所得確
認に関すること。

「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
在日外国人老齢福祉金および障害福祉金の
支給等に係る届出の受理および支給決定に
関すること。

「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班
特別障害給付金の支給に係る届出の受理お
よび所得確認に関すること。

「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班

被保険者の便益の増進に寄与するものとし
て高齢者の医療の確保に関する法律および
その他法令、滋賀県後期高齢者医療広域連
合後期高齢者医療に関する条例、草津市後
期高齢者医療条例で規定された事務に関す
ること。

「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班

被保険者の便益の増進に寄与するものとし
て高齢者の医療の確保に関する法律および
その他法令、滋賀県後期高齢者医療広域連
合後期高齢者医療に関する条例、草津市後
期高齢者医療条例で規定された事務に関す
ること。

広域連合条例、市条例は葬祭費・保険料関係 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 特定健康診査に関すること。 特定健康診査受診券の再発行等 通常 ○

健康福祉部 保険年金課 救援部 救援班 年金生活者支援給付金に関すること。 「受理」は早期にできるようにする。 通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班 放課後児童健全育成事業に関すること。 児童育成クラブの被害状況調査及び連絡 通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班 放課後児童健全育成事業に関すること。 児童育成クラブ事業（入・退会調整～運営） 通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班 病児・病後児保育に関すること。
病児保育室「オルミス」「陽だまり」の被害状況調査及び
連絡

通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班 病児・病後児保育に関すること。 病児・病後児保育事業 通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班
関係行政機関および関係団体との連絡調整
に関すること。

滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局との連絡調整
（児童福祉施設の被害状況等）

通常 ○

子ども未来部 子ども若者政策課 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること。 応急

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 児童手当に関すること 児童手当の支給に関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 児童扶養手当に関すること 児童扶養手当の支給に関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 特別児童扶養手当に関すること 特別児童扶養手当の支給に関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班
家庭児童相談および母子・父子相談に関す
ること

家庭児童相談および母子・父子相談にかかる相談援助
に関すること

通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班
児童福祉法および母子及び父子並びに寡婦
福祉法に係る面接、調査等現場事務および
その措置に関すること

通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班
児童福祉ならびに母子・寡婦および父子福
祉に係る諸施策の実施に関すること

児童健全育成事業およびひとり親家庭の自立に向けた
支援制度の利用に関すること

通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 里親制度に関すること 通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班
青少年問題についての調査および研究に関
すること

通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 青少年問題協議会に関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 青少年育成市民運動の推進に関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 少年センターに関すること 通常 ○

子ども未来部 子ども家庭課 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班 △ 避難所班に任務分担に関すること。 応急

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班 家庭児童相談に関すること 子育て、家庭の問題についての相談、支援 通常 ○

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班 児童虐待防止に関すること 通告に伴う対応、家庭支援、虐待防止啓発 通常 ○

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班 要保護児童対策地域協議会に関すること 関係機関調整、会議開催 通常 ○

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班 子育て短期支援事業に関すること ショートステイ・トワイライトステイ利用調整 通常 ○

子ども未来部 家庭児童相談室 避難対策部 避難所班
里親登録申請の推進に関することおよび里
親制度の啓発に関すること

登録申請の県進達、制度啓発 通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 避難状況の総括に関すること。 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者の安否情報の収集に関すること。 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の災害復旧対策に関すること。 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の開設･運営に関すること。 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者名簿の作成に関すること。 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 ○ 外国人避難者に関すること。 初期避難については、他避難者と同様 応急 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 保育の実施に関すること
園児・職員の安否情報の収集・伝達・報告、園児・職員
の安全確保

通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 保育の実施に関すること 入所調整・保育の実施（災害復旧従事者等） 通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班
保育所・認定こども園の運営および連絡調整
に関すること

各施設の被災状況の収集・伝達・報告（幼児施設課と
連携）

通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班
私立認可保育所・認定こども園に関するこ
と。

各施設の被災状況および園児・職員の安否情報の収
集・伝達・報告

通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班
地域型保育事業の認可・監督・指導に関する
こと。

各施設の被災状況および園児・職員の安否情報の収
集・伝達・報告

通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班 認可外保育施設に関すること。
各施設の被災状況および園児・職員の安否情報の収
集・伝達・報告

通常 ○

子ども未来部 幼児課 避難対策部 避難所班
保育所・認定こども園の環境衛生に関するこ
と。

各施設の衛生環境の回復 通常 ○

子ども未来部 幼児施設課 避難対策部 避難所班
保育所・認定こども園の整備および施設の維
持管理に関すること。

各施設の被災状況の収集、安全点検、破損個所確認・
報告

応急 ○

子ども未来部 幼児施設課 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 各幼稚園 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 各保育所 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 各こども園 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 △ 救護班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 地域子育て支援拠点施設に関すること
子育て支援センター、地域子育て支援センター、つどい
の広場、児童館の被害状況調査及び連絡

応急 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 地域子育て支援拠点施設に関すること
子育て支援センター、地域子育て支援センター、つどい
の広場、児童館事業の運営に関する業務

通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 その他子育て支援に関すること ファミリー・サポート事業 通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 その他子育て支援に関すること 子育て応援サイト・アプリ事業 通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 母子保健に関すること
乳幼児健診、すこやか訪問、各種届出、すこやか手帳
の交付等窓口業務、母子健康手帳交付等窓口業務

通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 子育てにかかる相談に関すること 相談業務 通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 子育て相談センターの運営に関すること
１月を超えて休止・縮小する業務以外のすべての機能
の回復

通常 ○

子ども未来部 子育て相談センター 救援部 救護班 児童虐待防止に関すること 養育訪問業務、関係課との連携 通常 ○

子ども家庭部 子育て相談センター 救援部 救護班 △ 救護班の任務分担に関すること 応急

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班 園児の引き渡し及び安否確認 応急 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班 施設の管理点検 応急 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班

・サービス提供体制の確認
・サービス利用ニーズの把握
・児童発達支援（療育）の実施

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班 相談支援に関すること
・関係機関の被災状況の確認j
・相談の利用ニーズの把握
・相談の開始と利用調整

通常 ○

草津市発達支援センター「湖の子園」に関す
ること

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班
関係行政機関および関係団体との連絡調整
に関すること

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班
児童福祉法第6条の2の2第5項による保育所
等訪問支援に関すること

・サービス提供体制の確認・サービス提供先（園所）被
災状況の確認
・サービス利用ニーズの把握
・保育所等訪問支援の提供と利用調整

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班
児童福祉法第6条の2の2第6項による障害児
相談支援に関すること

・サービス利用に向けた調整と民間相談支援事業所と
の連携や連絡調整

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班

児童福祉法第21条の5の7第7項による障害
児通所支援事業に係る支給量の決定に関す
ること

・サービス事業者の被災状況及び提供体制の確認
・サービス利用者の被災状況およびサービス利用ニー
ズの把握
・サービスの支給決定と利用調整

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班

児童福祉法第21条の5の3による障害児通所
支援事業に係る給付費の支払いに関するこ
と

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班
児童発達支援および保育所等訪問支援利用
者が支払うべき利用料の収納に関すること

通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班 児童虐待防止に関すること 通常 ○

子ども未来部 発達支援センター 救援部 要援護者支援班 △ 要援護者支援班の任務分担に関すること 応急

都市計画部 都市計画課 建設部 仮設住宅・建築班
・国土利用計画法に基づく届出事務および遊
休土地等に関すること。

通常 ○

都市計画部 都市計画課 建設部 仮設住宅・建築班
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく
届出事務に関すること。

通常 ○ ○

都市計画部 都市計画課 建設部 仮設住宅・建築班 △ 仮設住宅・建築班の任務分担に関すること 応急

都市計画部 都市再生課 建設部 河川班 △ 河川班の任務分担に関すること。 応急

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 鉄道交通との連絡調整に関すること。 通常 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 交通事故防止施策に関すること。 通常 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班
自動車および自転車駐車場の整備および管
理に関すること。

通常 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 ○
道路の災害復旧及び被害調査に関するこ
と。

応急 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 ○
通行不能個所の調査及びその対策に関する
こと。

応急 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 ○
建設事業者への応援依頼等連絡調整に関
すること。

応急 ○

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 ○ 応急輸送及び移送に関すること。 応急 ○

都市計画部 交通政策課 建設部 道路班 ○ 捜索班の応援に関すること。 応急 ○

都市計画部 開発調整課 建設部 仮設住宅・建築班 被災宅地の被害情報の収集に関すること 応急 ○

都市計画部 開発調整課 建設部 仮設住宅・建築班 各種宅地の応急危険度判定に関すること 応急 ○

都市計画部 開発調整課 建設部 仮設住宅・建築班 △ 仮設住宅・建築班の任務分担に関すること 応急

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 仮設住宅に関すること 応急 ○

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 公営住宅の災害復旧に関すること 応急 ○

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 公共施設の被災状況の確認に関すること 応急 ○

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 各種建築物の応急危険度判定に関すること 応急 ○

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 倒壊家屋解体撤去に関すること 応急 ○

都市計画部 建築課 建設部 仮設住宅・建築班 ◎ 各種建築物の応急補強対策に関すること 応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
道路の災害復旧工事の設計、施工および監
督に関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 ◎
道路の災害復旧及び被害調査に関するこ
と。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 ◎
通行不能箇所の調査及びその対策に関する
こと。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 ◎
建設事業者への応援依頼等連絡調整に関
すること。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 ◎ 応援輸送及び移送に関すること。 応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 ◎ 捜索班の応援に関すること。 応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
道路の災害復旧及び被害調査に関するこ
と。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
通行不能箇所の調査及びその対策に関する
こと。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
建設事業者への応援依頼等連絡調整に関
すること。

応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 応援輸送及び移送に関すること。 応急 ○

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

建設部 道路課 建設部 道路班 捜索班の応援に関すること。 応急 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
道路の災害復旧工事の設計、施工および監
督に関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 道路および街路の補助金申請に関すること。 通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
都市計画法第６５条に基づく許可に関するこ
と。（道路事業に限る）

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 街路事業に関すること。 通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
街路事業の測量、設計、施行および監督に
関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
道路工事の測量、設計、施工および監督に
関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
交通安全対策事業に係る道路および施設の
整備に関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班 道路の維持に関すること。 応急復旧に係る業務を除く。 通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
駅前広場（草津駅および南草津駅）の維持に
関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
道路等の機能、施設管理等に係る開発協議
に関すること。

通常 ○

建設部 道路課 建設部 道路班
課に属さない土木関係工事の設計、施工お
よび監督に関すること。

通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 ◎
河川の災害復旧対策及び被害調査に関する
こと。

応急 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 ◎ 応急輸送及び移送に関すること。 応急 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 ◎ 捜索班の応援に関すること。 応急 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 河川の維持に関すること。 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 水防活動の連絡調整に関すること。 ※大雨時 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
河川等の測量、設計、施行および監督に関
すること。

※工事・業務期間内 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
河川等の災害復旧工事の設計、施行および
監督に関すること。

通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 水防指導および活動に関すること。 ※大雨時 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 河川等の事業認可に関すること。 通常 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

建設部 河川課 建設部 河川班 土木資材の支給に関すること。 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
河川等の機能、施設管理等に係る開発協議
に関すること。

通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
課に属さない土木関係工事の設計、施行お
よび監督に関すること。

※工事・業務期間内 通常 ○ ○

建設部 河川課 建設部 河川班 公共下水道施設の維持管理に関すること。 （雨水） 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
公共下水道施設工事の設計、施行および監
督に関すること。

（雨水）　※工事・業務期間内 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班 公共下水道施設の新規占用に関すること。 （雨水） 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
公共下水道施設の機能、管理等に係る開発
協議に関すること。

（雨水） 通常 ○

建設部 河川課 建設部 河川班
課に属さない土木工事の設計、施行および
監督に関すること。

（雨水）　※工事・業務期間内 通常 ○ ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 公園等の占用・行為に関すること 管理する公園の占用・行為の許認可 通常 ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 公園等の開発に関すること 開発行為による緑地および公園等の協議・許認可 通常 ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 公園および緑地の管理に関すること 管理する公園および緑地の維持管理等 通常 ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 児童遊園の整備および管理に関すること 管理する児童遊園の維持管理等 通常 ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 広場等の整備および管理に関すること 管理する広場等の維持管理等 通常 ○

建設部 公園緑地課 建設部 仮設住宅・建築班 △ 仮設住宅・建築班の任務分担に関すること 通常

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班 草津川跡地公園の管理運営に関すること 被害状況の把握、応急復旧に関すること 通常 ○

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班 草津川跡地公園の管理運営に関すること 都市公園法等の許可に関すること 通常 ○

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班
市道草津川跡地大路草津中央線の管理に
関すること

被害状況の把握、応急復旧に関すること 通常 ○ 1

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班
市道草津川跡地大路草津中央線の管理に
関すること

道路法等の許可に関すること 通常 ○

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班 ○
河川の災害復旧対策及び被害調査に関する
こと

応急 ○

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班 ○ 応急輸送及び移送に関すること 応急 ○

建設部 草津川跡地整備課 建設部 河川班 ○ 捜索班の応援に関すること 応急 ○

建設部 プール整備事業推進室 建設部 河川班 △ 河川班の任務分担に関すること 応急 班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

建設部 プール整備事業推進室 建設部 河川班
(仮称)草津市立プールの施設整備に関する
こと

通常 ○

建設部 プール整備事業推進室 建設部 河川班 (仮称)草津市立プールの建築等に関すること 通常 ○

建設部 プール整備事業推進室 建設部 河川班
室に属さない土木関係工事の設計、施行お
よび監督に関すること

通常 ○

建設部 土木管理課 建設部 道路班 △ 道路班の任務分担に関すること 応急

建設部 土木管理課 建設部 道路班 特殊車両通行許可に関すること。 通常 ○

建設部 土木管理課 建設部 道路班 △ 道路、河川等の占用に関すること。 通常 〇

建設部 土木管理課 建設部 道路班
駅前広場(草津駅および南草津駅)の占用に
関すること。

通常 〇

建設部 土木管理課 建設部 道路班
道路、河川等の財産管理に係る開発協議に
関すること。

通常 〇

建設部 土木管理課 建設部 道路班
課に属さない土木関係工事の設計、施行お
よび監督に関すること。

通常 〇

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 市営住宅の建設計画に関すること 通常 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 市営住宅の用地取得に関すること 通常 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 市営住宅の管理に関すること 通常 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班
市営住宅の家賃決定および徴収に関するこ
と

通常 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班
市営住宅に係る訴訟および和解に関するこ
と

通常 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 仮設住宅に関すること 被害戸数の把握、用地の選定、工事発注等 応急 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 公営住宅の災害復旧に関すること 公営住宅現地調査、応急危険度判定、修繕等 応急 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 公共施設の被災状況の確認に関すること 応急 ○ ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 各種建築物の応急危険度判定に関すること 応急 ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 倒壊家屋解体撤去に関すること 応急 ○ ○

建設部 住宅課 建設部 仮設住宅・建築班 ○ 各種建築物の応急補強対策に関すること 応急

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
予算の編成、執行管理、経営計画および料
金制度に関すること。

災害等の対応に必要な経費の確保にかかる業務に限
る

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 決算に関すること。 通常 ○

班長・副班長の時期に準ずる

22 ページ（優先業務一覧）



草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
収入、支出および振替伝票の事務ならびに
収入支出命令の審査に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 現金等の出納および保管に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 契約の審査に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 企業債および一時借入金に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
職員の人事、労務および労働組合に関する
こと。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 たな卸資産等の管理に関すること。 通常 ○ ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 庁舎の維持管理に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 公用自動車の管理に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
指定給水装置工事事業者および指定下水道
工事店の指定、取消に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 文書および公印の管理に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
水道および下水道使用の開始等の手続きに
関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 メーターの検針および取替に関すること。 通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
水道料金の額の決定、徴収、督促および強
制執行に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
下水道使用料の額の決定、徴収、督促およ
び滞納処分に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
給水証明、納入証明および完納証明に関す
ること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
給水停止処分(水道法第16条の2第3項に規
定する部分を除く。)に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
公共下水道受益者負担金の徴収、督促およ
び滞納処分に関すること。

通常 ○ ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
条例、規則その他例規の制定改廃および告
示に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班 ◎
上下水道部の情報の集約および連絡調整に
関すること。

応急 ○
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平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
職員・来訪者等の安否確認、避難誘導に関
すること

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
上下水道災害対策本部の設置・運営に関す
ること

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
被害状況等の情報収集と情報発信に関する
こと

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
関連行政部局および民間企業等との連絡調
整に関すること

【関連行政部局】県水道協会（県生活衛生課）、日本水
道協会滋賀県支部（大津市）、県下水道課、県下水道
協会
【民間企業等】草津市水道お客様センター、草津市管
工事組合、下水道施設維持管理業者

通常 ○

上下水道部 上下水道総務課 上下水道部 上下水道総務班
他事業体への支援要請および受入体制の構
築に関すること。

日本水道協会や日本下水道協会等を通じて支援要請
を行うとともに、受入場所（作業スペース・資機材等の
保管場所等）を確保。

通常 ○

上下水道部 給排水課 上下水道部 給水班 ◎ 飲料水の供給に関すること。 給水活動 応急 ○

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班
公設消火栓の設置および維持管理に関する
こと。

施設の点検調査・応急復旧 応急

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班
給水装置および送配水管の維持管理に関す
ること。

施設の点検調査・応急復旧 応急

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班 ◎
上水道施設の復旧対策及び被害調査に関
すること。

施設の点検調査・応急復旧 応急 ○

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班 ◎ 給水班および浄水場班の応援に関すること。 災害時における応援班調整 応急 ○

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班
流域下水道事業に係る関係機関との連絡調
整に関すること。

通常 ○

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班 公共下水道施設の維持管理に関すること。 施設の点検調査・応急復旧 応急 ○ ○

上下水道部 上下水道施設課 上下水道部 上下水道班 ◎
下水道施設の復旧対策及び被害調査に関
すること。

施設の点検調査・応急復旧 応急 ○

上下水道部 北山田浄水場 上下水道部 浄水場班 北山田浄水場の運転管理に関すること。 通常 ○

上下水道部 北山田浄水場 上下水道部 浄水場班 水質保全および水質検査に関すること。 通常 ○

上下水道部 北山田浄水場 上下水道部 浄水場班 ◎ 浄水の確保に関すること
浄水場および関連施設の点検・復旧作業 代替要員の
要請　業務に必要な備品等の確保

応急 ○

上下水道部 ロクハ浄水場 上下水道部 浄水場班 ロクハ浄水場の運転管理に関すること。 通常 ○

上下水道部 ロクハ浄水場 上下水道部 浄水場班 水質保全および水質検査に関すること。 通常 ○

上下水道部 ロクハ浄水場 上下水道部 浄水場班 ○ 浄水の確保に関すること
浄水場および関連施設の点検・復旧作業 代替要員の
要請　業務に必要な備品等の確保

応急 ○
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平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 公金・公印の管理に関すること 通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班
歳入および歳出の出納および経理に関する
こと

通常 ○ ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 指定金融機関等に関すること 通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 歳出入決算に関すること 通常

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 一時借入金に関すること 通常

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 基金の管理に関すること 通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 収入支出命令の審査に関すること 通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班
委託金、担保金、保証金および有価証券の
出納保管に関すること

通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 収入証紙の出納保管金に関すること 通常 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 ○ 救援食料品の保管配分に関すること。 集積する救援物資の配分 応急 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 ○ 緊急物資の調達及び管理に関すること 協定先との物資調整 応急 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 ○ 災害関係経費の出納に関すること。 経費精算 応急 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 ○ 応急輸送及び移送に関すること。 応急 ○

会計課 会計課 物資衛生部 物資調達班 ○ 救援班の応援に関すること。
救援金品の受付・配分計画に係る応援等避難所や寄
付の受付等

応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 委員会の会議および運営に関すること 議案作成、会議開催、議事運営等 通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班

事務局および市立の学校その他の教育機関
の職員の任免、分限、懲戒、給与、服務、福
利厚生、保健衛生および安全管理に関する
こと。

通常 ○ ○ ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
教育委員会所管の事務事業および予算に係
る連絡調整に関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
教育行政全般に係る広報、調査および統計
に関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
委員会規則の制定または改廃ならびに告示
および公示に関すること。

通常 ○ ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
教材、教具等学校物品の調達、処分および
整備計画に関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 公印の管守に関すること。 通常 ○ ○
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平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
文書の収受、発送、編集および保存に関す
ること。

通常 ○ ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 公立学校施設整備に関すること。 通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
所管に係る財産の取得、管理および処分に
関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
学校の施設および設備の維持および修繕に
関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 学校の諸工事に関すること。 通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班
学校の建築計画およびこれに係る渉外調整
に関すること。

通常 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 避難状況の総括に関すること。 応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者の安否情報の収集に関すること。 応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の災害復旧対策に関すること。 応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 避難所の開設･運営に関すること。 応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 避難者名簿の作成に関すること。 応急 ○

教育委員会 教育総務課 避難対策部 避難所班 ○ 外国人避難者に関すること。 応急 ○

教育委員会 生涯学習課 避難対策部 避難所班 クレアホールに関すること 広域避難所の開設 応急 ○

教育委員会 生涯学習課 避難対策部 避難所班 アミカホールに関すること 草津警察署の機能移転 応急 ○

教育委員会 生涯学習課 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 スポーツ保健課 避難対策部 避難所班 学校給食センターに関すること 施設の状況把握 通常 ○

教育委員会 スポーツ保健課 避難対策部 避難所班
社会体育諸施設の整備、充実および管理運
営に関すること

施設の状況把握、指定管理者との調整 通常 ○

教育委員会 スポーツ保健課 避難対策部 避難所班 学校保健・安全および環境衛生に関すること 学校環境衛生に関する状況把握および対策 通常 ○

教育委員会 スポーツ保健課 避難対策部 避難所班
通学路の安全対策に係る連絡調整に関する
こと

学校および関係各課との調整 通常 ○

教育委員会 スポーツ保健課 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 文化財の調査研究に関すること 埋蔵文化財発掘調査等 通常 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班
埋蔵文化財発掘届等の審査、協議及び指導
に関すること

埋蔵文化財包蔵地における土木工事に関する指導等 通常 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 文化財の保護に関すること 指定文化財の被災状況確認、応急対策等 応急 ○

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 児童生徒の安全に関すること 安否確認 応急 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 安全点検、破損個所確認・報告 応急 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 施設修繕・整備 通常 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 学校職員の安否確認 応急 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 学校再開体制構築 通常 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 児童生徒の被災状況情報の共有 応急 ○

教育委員会 歴史文化財課 避難対策部 学校対策班 ○ 学校再開に向けての調整 通常 ○

教育委員会 草津宿街道交流館 避難対策部 学校対策班 来館者の安全確保に関すること
史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館
(臨時閉館措置を含む）

応急 ○

教育委員会 草津宿街道交流館 避難対策部 学校対策班
歴史資料等の応急的な保管管理に関するこ
と

史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館 応急 ○

教育委員会 草津宿街道交流館 避難対策部 学校対策班 施設等の維持管理、復旧に関すること 史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館 応急 ○ ○

教育委員会 草津宿街道交流館 避難対策部 学校対策班 △ 学校対策班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 施設および設備の維持管理に関すること。 災害による施設・設備への被害、影響等調査 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 予算の編成および執行に関すること。 発注済み資料代等の支払い 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
公印の管守ならびに文書の収受、発送およ
び保存に関すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
会議室および大会議室(以下「会議室等」と
いう。)の利用に関すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 電子計算機の管理に関すること。 図書館システムへの影響確認、再開 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
図書館奉仕および読書活動の実施計画に関
すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
図書館資料の選択、収集、管理および廃棄
に関すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
図書館資料の分類ならびに目録および索引
の作成に関すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
図書館資料の貸出および複写サービスに関
すること。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 読書案内および読書相談に関すること。 通常 ○

学校施設の管理点検及び再開に関すること

避難所班、前線基地班との連携に関すること

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 レファレンスに関すること。 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 福祉サービスに関すること。 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 移動図書館に関すること。 通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班
読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、
資料展示会等の開催および奨励に関するこ
と。

通常 ○

教育委員会 図書館 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 ◎ 児童生徒の安全に関すること 安否確認 応急 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 安全点検、破損個所確認・報告 応急 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 施設修繕・整備 通常 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 学校職員の安否確認 応急 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 学校再開体制構築 通常 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 児童生徒の被災状況情報の共有 応急 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 学校再開に向けての調整 通常 ○

教育委員会 学校教育課 避難対策部 学校対策班 ◎ 文化財の保護に関すること 指定文化財の被災状況確認、応急対策等 応急 ○

教育委員会 学校政策推進課 避難対策部 学校対策班 一斉メール配信システム
一斉メール配信システムによる児童生徒の安全確認
メールの配信

応急 ○ ○

教育委員会 学校政策推進課 避難対策部 学校対策班
ICT環境の整備および管理運営教育に関す
ること

校務用PC、タブレット、電子黒板等ICT機器の破損確認 応急 ○ ○

教育委員会 学校政策推進課 避難対策部 学校対策班 ICT環境を活用した業務改善に関すること 各種システムのデータ、稼働状況確認 応急 ○

教育委員会 学校政策推進課 避難対策部 学校対策班 学校図書館教育に関すること スタッフの安全確認、蔵書等の確認 応急 ○

教育委員会 学校政策推進課 避難対策部 学校対策班 △ 学校対策班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 児童生徒支援課 避難対策部 学校対策班 △ 学校対策班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 各小中学校 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

教育委員会 教育研究所 避難対策部 避難所班 △ 避難所班の任務分担に関すること 応急

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 市議会および委員会に関すること 通常 ○

学校施設の管理点検及び再開に関すること

避難所班、前線基地班との連携に関すること

◎

◎

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる

班長・副班長の時期に準ずる
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 請願書および陳情書に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 議決事項の処理に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班
建議案および議員ならびに市長提出案の処
理に関すること

通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 公印の管守に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班
議会費の予算経理および議員報酬ならびに
諸給与に関すること

通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 備品および消耗品の管理出納に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 議事日程および諸般の報告に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 議場の整備、取締および管理に関すること 通常 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 ◎ 市議会の連絡調整に関すること 草津市議会大規模災害時行動要領の通り 応急 ○

議会事務局 議事庶務課 議会部 議会班 ◎ 監査委員に関すること。 職員の安全確保、初動体制の確立 応急 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班 ○ 市議会の連絡調整に関すること 草津市議会大規模災害時行動要領の通り 応急 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班 ○ 監査委員に関すること。 職員の安全確保、初動体制の確立 応急 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班 監査結果に基づく報告、公表に関すること。 通常 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班 例月出納検査に関すること。 通常 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班 住民監査請求の監査に関すること 通常 ○

監査委員事務局 監査委員事務局 議会部 議会班
決算審査、基金の運用状況および財政健全
化法に関すること

通常 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 ○ 捜索班の応援に関すること 応急 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 ○ 農林水産業施設の被害調査に関すること 応急 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 ○ 農林水産業施設の復旧対策に関すること 応急 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 総会等運営に関すること 総会、運営委員会、推進委員会等 通常 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班
総会議案書の作成事務、開催告示に関する
こと

通常 ○

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 農地法第4条、第5条に関すること 転用の申請許可・届出受理 通常 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

農業委員会事務局 農業委員会事務局 建設部 経済班 農地法第3条、第18条に関すること 農地の権利移動に係る申請許可、賃貸借の解約 通常 ○

湖南広域行政組合 西消防署 消防部 消防班 避難措置に関すること 応急 ○

湖南広域行政組合 西消防署 消防部 消防班 災害防御及び応急措置に関すること 応急 ○

湖南広域行政組合 南消防署 消防部 消防班 避難措置に関すること 応急 ○

湖南広域行政組合 南消防署 消防部 消防班 災害防御及び応急措置に関すること 応急 ○

消防団 消防部 消防班 避難措置に関すること 応急 ○

消防団 消防部 消防班 災害防御及び応急措置に関すること 応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二） 各避難所との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況および施設管理者等の到着状況
の確認

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二） 本部の避難所班との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況・避難者の収容状況および班員・
施設管理者等の到着状況の報告

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二） 避難所の開設準備に関すること。
備蓄品等の確認、避難所開設資機材（濾過機、簡易ト
イレ、発電機等）の設置準備

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二）
被災者の収容、世話に関すること。
（避難所運営委員会）

収容スペース・トイレ・駐車場の確保、避難者の誘導、
各避難所の収容状況の確認、避難者への情報提供

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二）
物資等の配給に関すること。
（避難所運営委員会）

物資や食料の確認・配分方針の決定、不足物資や食
料の要求、物資等の受理・保管・配布、備蓄倉庫の管
理

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二）
避難者名簿の作成に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（草津第二）
炊き出しの調整に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上） 各避難所との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況および施設管理者等の到着状況
の確認

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上） 本部の避難所班との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況・避難者の収容状況および班員・
施設管理者等の到着状況の報告

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上）
被災者の収容、世話に関すること。
（避難所運営委員会）

収容スペース・トイレ・駐車場の確保、避難者の誘導、
各避難所の収容状況の確認、避難者への情報提供

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上）
物資等の配給に関すること。
（避難所運営委員会）

物資や食料の確認・配分方針の決定、不足物資や食
料の要求、物資等の受理・保管・配布、備蓄倉庫の管
理

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上）
炊き出しの調整に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（老上）
避難者名簿の作成に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○
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草津市業務継続計画（非常時優先業務一覧）

平常時組織 業務名 備考 業務 着手時期
部 所属名 部 班名 班長/副班長/班員 （具体的な内容等） 種別 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 １か月

災害対策本部組織

避難対策部 前線基地班（玉川） 各避難所との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況および施設管理者等の到着状況
の確認

応急 ○

避難対策部 前線基地班（玉川） 本部の避難所班との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況・避難者の収容状況および班員・
施設管理者等の到着状況の報告

応急 ○

避難対策部 前線基地班（玉川）
被災者の収容、世話に関すること。
（避難所運営委員会）

収容スペース・トイレ・駐車場の確保、避難者の誘導、
各避難所の収容状況の確認、避難者への情報提供

応急 ○

避難対策部 前線基地班（玉川）
物資等の配給に関すること。
（避難所運営委員会）

物資や食料の確認・配分方針の決定、不足物資や食
料の要求、物資等の受理・保管・配布、備蓄倉庫の管
理

応急 ○

避難対策部 前線基地班（玉川）
炊き出しの調整に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（玉川）
避難者名簿の作成に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫） 各避難所との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況および施設管理者等の到着状況
の確認

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫） 本部の避難所班との連絡調整に関すること。
各避難所の被災状況・避難者の収容状況および班員・
施設管理者等の到着状況の報告

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫）
被災者の収容、世話に関すること。
（避難所運営委員会）

収容スペース・トイレ・駐車場の確保、避難者の誘導、
各避難所の収容状況の確認、避難者への情報提供

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫）
物資等の配給に関すること。
（避難所運営委員会）

物資や食料の確認・配分方針の決定、不足物資や食
料の要求、物資等の受理・保管・配布、備蓄倉庫の管
理

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫）
炊き出しの調整に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

避難対策部 前線基地班（笠縫）
避難者名簿の作成に関すること。
（避難所運営委員会）

応急 ○

189 87 50 141

・法律番号及び不要な略称規定を省略した。
・次の事務およびこれに類似する事務は、業務遂行に伴い当然発生するものとして省略した。
　　「担当する副部長所管事務に係る所属の連絡調整に関すること。」
　　「その他部内の他課の所管に属さない事務の調整に関すること。」
　　「課の一般庶務に関すること。」
・災害対策本部　任務分担については、当然発生するものとして、班長、副班長以外は集約して記載した。
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