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第１ 業務継続計画の基本的な考え方 

１ 計画の目的 

大規模な地震により災害が発生した場合、市は、災害応急対策や災害か

らの復旧・復興対策の主体として重要な役割を担う。その対応や方針は、

「草津市地域防災計画」に定めるところによる。 

また、一方で、市は、平常時から生活に密接した行政サービスを提供し

ており、市民生活や企業活動等に大きな影響を与えると考えられるサービ

スは、災害時においても中止することなく継続することが求められる。 

過去の災害では、地方公共団体自身が被災し、災害時の対応に支障をき

たした事例が多数見受けられるが、市の職員・施設・情報やライフライン

等が被災したことにより相当の制約を受け、行政機能の低下が想定される

状況下においても、発災直後から可能な限り適切に業務が継続できるよう

事前の対策を講じておくことが必要である。 

業務継続計画（Business Continuity Plan）は、市全域に被害が及ぶ大

規模地震災害時において、市が実施しなければならない業務を、限られた

人員、資機材等を効率的に投入し、発災直後から適切に業務を執行するた

めの事前対策として策定するものである。 

 

図１ 業務継続計画導入前後の比較イメージ 
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２ 非常時優先業務 

災害発生時に優先して実施すべき業務を「非常時優先業務」という。災

害応急対策業務や復旧・復興業務のほか、平常時から行う事務であって災

害時においても継続の優先度が高いものが対象となる。 

 

図２ 非常時優先業務のイメージ 
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３ 計画の位置付け 

地域防災計画と業務継続計画の比較と連携 

 地域防災計画 業務継続計画 

主体 草津市防災会議 草津市 

計画の趣旨  地方公共団体が、発災時

または事前に実施すべき災

害対策に係る実施事項や役

割分担を規定するための計

画 

 発災時の限られた資源を

効果的に配分し、非常時優

先業務を目標とする時間・

時期までに実施できるよう

にするための計画 

地域防災計画と連携し、当

該計画に掲げている応急業

務と併せて、業務計画の中

の優先順位を示している 

行政の被災  行政の被災は、特に規定

する必要はない。 

 庁舎、職員、電力、情報

システム、通信等の必要な

資源の被災を想定し、利用

できる資源を考慮する。 

対象業務 災害対策に係る業務（予

防業務、応急業務、復旧・

復興業務）を対象とする。 

 非常時優先業務（応急業

務および優先度の高い通常

業務）を対象とする。 

業務開始目

標時間 

 特に規定する必要はな

い。 

非常時優先業務ごとに業務開始

目標時間を定める必要がある。 

４ 基本方針 

 災害発生時における基本方針を次のように定める。 

基本方針１ 市民の生命・身体・財産を守る！ 

非常時優先業務を優先的に実施する。中でも草津市地域防災計画の応急

対策計画には、避難救出や救急救助、医療救護といった生命維持に係る

業務等、発災直後に最も優先度が高いと考えられる業務等が含まれてお

り、その実施を最優先とする。 

基本方針２ 実施体制の早期確立を図る！ 

非常時優先業務の実施に必要となる人員や資機材等の資源の確保と把握

を行い、配分は全庁横断的に調整する。 

基本方針３ 積極的な中止・縮小を図る！ 

非常時優先業務の実施のため、非常時優先業務以外の業務については、

積極的に中止・縮小する。非常時優先業務の実施に影響を与えない範囲

で、順次再開を目指す。 
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第２ 前提とする地震と被害想定 

１ 前提とする大規模地震 

本市は、滋賀県が行った被害想定を基に、平成２７年に実施した防災ア

セスメント調査で、最も被害が大きいと想定される「琵琶湖西岸断層帯地

震」による被害を想定することとする。 

「琵琶湖西岸断層帯地震 Ⅿ７．８ 最大震度７（烈震）」 

①                ② 

 
③ 

                  ① 滋賀県内の主な断層帯 

                   

                  ② 琵琶湖西岸断層帯地震による 

                    震度分布 

 

                  ③ 琵琶湖西岸断層帯地震による 

                    液状化分布 
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２ 被害想定 

（１）本計画の被害想定 

冬期の土曜日午後６時に、前提とする大規模地震が発生した場合の草津

市の被害想定は表１のとおり。 

表１ 

項目 被害想定 備考 

市内の想定最大震度 ７  

建物被害 全壊棟数 9,658棟  

半壊棟数 18,480棟  

全焼棟数 1,294棟  

全壊・全焼合計 10,952棟  

人的被害 死者数 482人 最大 523人（冬深夜） 

負傷者数 3,947人 最大 4,786人（冬深夜） 

避難所生活

者（※） 

1日後 16,373人 想定避難所施設宿泊者数 

3日後 21,153人  

1週間後 26,611人  

1か月後 8,972人  

   ※ 避難所生活者は、避難所で飲料水・食糧を受け取り自宅で就寝する者を含む。 

 

（２）ライフラインの復旧想定 

前提とする大規模地震の発生により停止するライフライン（電力・上水

道施設）の復旧想定は表２のとおり。 

   表２ 

経過 電力（停電率） 上水道（断水人口率） 

地震発生直後 ９８％ ９３％ 

1日後 ７３％ ９２％ 

2日後 ５０％ ９１％ 

3日後 ３４％ ８９％ 

1週間後 ２％ ７９％ 

1か月後 ― ２３％ 

2か月後 ― ３％ 
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第３ 総則的事項 

１ 権限の代行 

 震災発生時には、災害対策本部の本部長となる市長が意思決定権者とな

るが、自身の被災や事故により速やかに参集できない事態も生じうる。そ

ういった状況の中でも速やかに組織として意思決定を行い、非常時優先業

務を遂行する必要がある。 

 草津市災害対策本部規程第２条において本部の組織を定めており、本部

長となる市長の代行順位は次のとおりとなっている。 

①  市長 

②  草津市副市長の事務分担等に関する規則第2条第1号に掲げる副市長 

③  他の副市長 

④  危機管理監 

(本部の組織) 

第２条 本部に本部長、副本部長および本部員を置く。 

２ 本部長は、市長が当たり、副本部長は、副市長、教育長および危機管

理監をもって充てる。 

３ 市長が不在のときは、草津市副市長の事務分担等に関する規則(平成28

年草津市規則第52号)第2条第2号に掲げる副市長が、同号に掲げる副市長

が不在のときは、他の副市長が、他の副市長が不在のときは、危機管理監

が配備等の決定を行い、指揮するものとする。 

 なお、非常時優先業務のうち通常業務の処理については、災害対策本部

の決定を待つまでもなく、平常時と同様、草津市事務決裁規程に基づき事

務処理を行うこととする。 

 

２ 職員の参集体制 

大規模な地震が発生した場合において、業務を継続するためには、早急

に必要な人員を確保し、適切な配置を行い、効率的な活動体制を構築する

必要がある。職員の参集および活動の体制は、地域防災計画に定めるとお

りであり、本計画における想定の職員活動体制レベルは、災害対策本部が

設置される場合、すなわち、「市の地域に震度６弱以上の地震が発生した

場合」に該当する。 

 

 

 

 

 

http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001901.html?id=j2_k1_g1
http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001901.html?id=j2_k1_g1
http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001901.html?id=j2_k1_g1
http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001901.html?id=j2_k1_g1
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配備区分 配備内容 配備人員 

地震警戒 

１号体制 

市の地域に震度 4の地震が発生

した場合、災害に関する情報収

集および県との情報交換を行う

態勢 

防災担当職員 

地震警戒 

２号体制 

市の地域に震度 5弱の地震が発

生した場合、災害に関する情報

収集および応急対策を準備する

態勢 

各班長以上の職員（消防班

除く）前線基地班、初動特

別支援要員および本庁舎近

傍の職員 

災害警戒本部 

市の地域に震度 5強の地震が発

生した場合、災害に関する警戒

もしくは小規模の応急対策を実

施する態勢 

職員全員 

災害対策本部 

市の地域に震度 6弱以上の地震

が発生した場合、市が全力をあ

げて防災活動を実施する態勢 

職員全員 

 

３ 参集可能人員の検討 

（１）地震発生の想定 

本計画では、地震発生を冬期の夕方、風速８ｍ／秒という状況を想定

している。なお、「夕方」のいう設定は曖昧であるので、ここでいう

「夕方」は、「休日午後６時」という条件とする。これは、平日であれ

ば就業時間および就業時間後の暫くは時間外勤務中の職員が庁舎におい

て勤務していることが想定されるが、希望的な条件設定を行うべきでは

ないことから、週休日を想定するものである。 

（２）参集可能性の検討 

災害対応に当たる人的資源である職員がどの時点でどの程度参集する

ことが可能かを把握することは、非常時優先業務を遂行するために重要

となる。この場合、各所属や班ごとに参集できる人数を把握することも

さることながら、市全体での参集可能性を把握することが必要である。 

これは、発災直後、所属や班を横断した人員調整などが必要となるこ

とが、容易に想定されるためである。 

地震が発生した場合、職員は震度に応じて参集することとしている。

大規模な災害が起きた場合は、職員自身やその家族の被災、交通網の麻
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痺等により、スムーズな参集は見込めない。 

このため、勤務時間外発災した場合の職員参集予測について、「国土

交通省業務継続計画」及び「滋賀県業務継続計画（震災編）」等を参考

に実施し、災害時における職員の参集状況を整理する。 

（３）参集予測の考え方 

    職員参集予測の条件は、下表のとおりに設定した。 

    参集手段や歩行距離の上限については、公共交通機関の途絶や道路等

の被害により電車や自家用車使用できないものとした。参集手段は徒歩

で速度は4ｋｍ/ｈとし、１日当たりの歩行距離の上限を20ｋｍとした。 

 

   （表３）職員参集予測の条件  

 

 

 

 

 

 

対象職員 全職員

参集手段 徒歩のみ

歩行速度 4ｋｍ/ｈ

歩行距離の上限 20ｋｍ（※1）

公共交通機関 発災後１週間後から回復

参集距離 居住地から参集先までの直線距離

被災する職員割合

①発災３日後まで４０％(職員自身が被災：10％、職員の

家族が被災+救出救助活動：30％）

②発災１カ月後には１０％（職員自身が被災：10％）

（※1）参集先から20ｋｍ超に居住する職員は、公共交通機関の回復まで参集不可

居住先から市役所まで

の距離
正規職員数

全職員数（参考）
想定参集時間

４ｋｍ以内

(概ね草津市内を想定）
372人（49％） 808人（51％） １時間程度

４ｋｍ超～12ｋｍ

(概ね栗東市、守山市、

野洲市市内を想定）

172人（22％） 301人（19％） ３時間程度

１２km超～20ｋｍ

(概ね大津市、湖南市市

内を想定）

119人（16％） 298人（19％） ６時間程度

20ｋｍ超（その他） 102人（13％） 151人（11％） ２週間以内程度

合計 765人 1,558人
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（４）参集可能職員の想定 

    職員参集予測の結果は、以下のとおりであった。なお、参集予測は一定

の条件におけるシミュレーションに基づいた結果であり、実際の参集に

ついては、被害の状況等によって異なってくることが想定される。また、

機構変更や人事異動等によって結果に誤差が生じることが想定される。 

    

 

  （表４）職員参集予測の結果 

 

 

発災直後に発生する応急業務に対応するためには、応援協定、広域連

合、部局毎の広域的組織（(例)日本水道協会）を通じて支援を要請するこ

ととなる。 

（５）受援体制の検討 

    災害時における職員の参集状況によっては、必要な人材が確保できな

い事態も想定されることから、他の地方自治体等からの応援職員等を円

滑に受け入れるための体制（受援計画）についても、今後検討が必要と

なる。 

 

４ 電気、飲料水、食糧等の確保 

 市庁舎には、非常用発電機設備があり、１００％の電力使用状態で１２

時間の稼働が可能である。実際には、最低限必要な電力のみを使用するこ

とで稼働時間を伸ばすことができる。 

 飲料水については、災害時に市民に応急的に提供する飲料水を各前線基

地の耐震性飲料水兼用防火水槽等に確保しているが、災害対応の業務に従

事する職員用として確保しているものはない。市庁舎に関しては、受水槽

の上水の利用は可能であるが、上水道管等に被害がある場合も想定され

る。 

 食糧に関しては、職員各自で確保するものとする。 

1時間

以内

3時間

以内

6時間

以内

12時間

以内

1日以

内

3日以

内

1週間

以内

2週間

以内

1カ月

以内 職員数

参集率 29% 43% 52% 52% 52% 52% 52% 60% 90%

参集予測人数 223 326 397 397 397 397 397 458 689

参集率 31% 43% 54% 54% 54% 54% 54% 60% 90%

参集予測人数 223 666 845 845 845 845 845 936 1402

765

（人）

公共交通機関の復旧居住地からの距離に応じた参集 被災職員４０％→１０％

正規職員

全職員数

（参考）

1558

（人）
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 災害時には、参集が困難であると同時に道路事情や交通機関の混乱等に

より帰宅が困難となることも想定され、これらのことから、職員について

は各職場において、循環備蓄（ローリングストック）等により工夫しなが

ら、自ら３日分の飲料水および食糧を備蓄するよう推奨する。 

 

 ５ 代替庁舎の検討 

 本市庁舎は、平成４年に竣工しており、新耐震基準の設計で建築されて

いることから、震度７の揺れに対しても被害が少なく、防災拠点としての

機能を発揮できるものである。 

 しかしながら、過去の災害を見ても、庁舎が被災し、立ち入りができな

くなったことにより業務に支障を来した事例は数多く、代替庁舎を想定し

ておく必要がある。 

 なお、市が行う非常時優先業務のすべてを一つの代替庁舎で執り行うこ

とは不可能と考えられることから、複数の施設を想定し（表５）、被災の

状況や設置場所までの距離に応じて選択することとする。また、過去の事

例から、仮設庁舎の設置なども想定する。 

 

 （表５） 代替候補建築物等 

施設名  

建築年 

（耐震 

＝○） 

管理 

所有 

フ

ロ

ア 

附帯設備・事務機器等  
備考 

非常用 

発電機  

／燃料 

防災 

行政 

無線 

 事務機器 

・備品 

同時被災
の可能性
のある災
害（無＝
○） 

 

コミュニティ
防災センター 

Ｈ２６ 
○ 

市 ２ 
１０ｈ 
1,200ℓ 

○（西署） 
半固定・携帯 

机・椅子・事務用品 

パソコン・プリンタ 
○ 

西署と併設。防災拠点としての
利用は十分想定できる。 
他の利用を制限する必要なし。 

図書館 Ｓ５８ 
○ 

市 ３ × × 机・椅子・事務用品  

パソコン・プリンタ  
○ 

本来の利用を制限する。 
備品等の利用は可能。 

教育研究所 Ｓ５９ 
○ 

市 ２ × × 机・椅子・事務用品  

パソコン・プリンタ  
○ 

本来の利用を制限する。 
備品等の利用は可能。 
移転が予定されている。 

立体駐車場 
Ｈ３ 
○ 

市 
Ｂ１
～ 
ＲＦ 

× × 
机・椅子・事務用品 

パソコン・プリンタ 

地震・液状
化・洪水 

仮設利用となる。 
市役所の備品が利用可。 
風雪等の対策が必要。 

クレアホール 
Ｓ６１ 
○ 

市 １ × × 
机・椅子・事務用品  

パソコン・プリンタ 
○ 

ＰＣ／ＰＲは指定管理者所有。 
広域避難所に指定しており、調
整が必要となる。 

草津保健所 Ｓ５５ 
○ 

県 ３ × × 机・椅子・事務用品 

パソコン・プリンタ 

地震・液状
化・洪水 

備品は全て県所有。県の承諾等
緊急時の支障が懸念される。 
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６ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

災害時には、電話やメールの通信が混雑することは過去の事例から見て

明らかである。 

 市で整備している通信機器（主に関係機関の連絡調整に使用する。）は

表６のとおりである。 

（表６） 

通信機器 台数 設置場所等 

防災行政無線 ９５ 市役所、学校、関係機関等 

衛星電話 １ 市役所（1回線） 

ＭＣＡ無線 １６ 市役所、消防機関 

緊急連絡メール（職員） ―― 個人携帯等 

 また、外部に向けた情報伝達の手段としては表６-１のとおりである。 

（表６-１） 

情報伝達手段 概要 備考 

防災メール（登録制） 登録者に対する情報配

信 

 

緊急速報メール 携帯電話会社を通じて

災害情報の配信 

緊急時のみの強制配信 

コミュニティＦＭ えふえむ草津のＦＭ放

送での情報配信 

Ｊアラート対応 

市ホームページ 平常時を含む様々な情

報配信 

 

緊急一斉放送システム 屋外スピーカーからの

情報配信 

自動応答装置あり 

フェイスブック 災害時の有用性に着目

されている 

 

広報車 巡回広報  

 

７ 重要な行政データのバックアップ 

 住民基本台帳、税、福祉関係情報など重要な行政データは、市庁舎が被

災しても喪失することはないよう複数のデータセンターで分散保管してい

る。 

 また、おうみ自治体クラウド協議会（草津市、守山市、栗東市、野洲

市、湖南市、近江八幡市、米原市で構成）で協定を締結し、被災した市
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は、他市の協力を得て、当該他市の執務環境を利用して業務を行うことが

できることになっている。  
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第４ 非常時優先業務の整理 

 １ 非常時優先業務の選定基準 

  非常時優先業務を整理するにあたり、参考資料として次項の表を示し、次の

基準により選定した。 

 

①「通常業務」は、草津市事務分掌規則に定める各所属の分掌事務を対象と

する。 

②「地域防災計画による災害応急対策業務」は、災害対策本部体制の任務分

担表による業務のうち、災害応急対策に係る業務とする。 

③「地域防災計画による災害復旧・復興業務」は、災害対策本部体制の任務

分担表による業務のうち、災害復旧・復興に係る業務とする。 

④「発災後の他の新規発生業務」は、①～③に定めるもの以外で、災害時に

発生が想定される業務とする。 

  

 
 
 

① 

② ② 

③ ④ 
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業務開始目標時間別の業務の整理基準表（参考） 

開始目標時間 該当する業務の考え方 代表的な業務例 

３時間以内 ・職員の安全確保  
・初動体制の確立  
・被災状況の把握  
・救助・救急の開始  
・避難所の開設  

a.災害対策の根幹となる体制立ち上げ
業務（人、場所、通信、情報等）  

b.被害の把握（被害情報の収集・伝
達・報告）  

c.発災直後の火災等対策業務（消火、
避難・警戒・誘導処置等）  

d.救助・救急体制確立に係る業務（応
援要請、部隊編成・運用）  

e.避難所の開設、運営業務  
f.組織的な業務遂行に必須な業務（秘
書業務、公印管理等）  

１日以内  ・応急活動（救助・救
急以外）の開始  

・避難生活支援の開始  
・重大な行事の手続き  

a.短期的な二次被害予防業務（土砂災
害危険箇所における避難等）  

b.市管理施設の応急復旧に係る業務
（道路、上下水道等）  

c.衛生環境の回復に係る業務（防疫活
動、保健衛生活動、廃棄物処理等）  

d.災害対策活動体制の拡充に係る業務
（応援受け入れ等）  

e.遺体の取扱い業務（収容、保管、事
務手続き等）  

f.避難生活の開始に係る業務（衣食住
の確保、供給等）  

g.社会的に重大な行事等の延期調整業
務（選挙等）  

３日以内  ・被災者への支援の開
始  

・他の業務の前提とな
る行政機能の回復  

a.避難生活の向上に係る業務（入浴、
メンタルヘルス、防犯等）  

b.災害対応に必要な経費の確保に係る
業務（財政計画業務等）  

c.業務システムの再開等に係る業務  

１週間以内  ・復旧・復興に係る業
務の本格化  

・窓口行政機能の回復  

a.生活再建に係る業務（被災者生活再
建支援法等関係業務、住宅確保等）  

b.産業の復旧・復興に係る業務（農林
水産、商工業対策等）  

c.教育再開に係る業務  
d.金銭の支払、支給に係る業務（契
約、給与、補助費等）  

e.窓口業務（届出受理、証明書発行
等）  

２週間以内 

１か月以内  ・その他の行政機能の
回復  

a.その他の業務  

 ２ 非常時優先業務一覧（別冊） 

 ３ 中止業務一覧（別冊） 
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