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平成３１年１月７日 

 

 

 石巻市議会議長 木 村 忠 良 殿 

 

                       総合防災対策特別委員会 

                       委員長 西 條 正 昭 

 

視察報告書 

 視察の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

 １ 参加委員  委員長  西 條 正 昭 

         副委員長 奥 山 浩 幸 

         委 員  鈴 木 良 広 、 千 葉 正 幸 

              森 山 行 輝 、 阿 部 欽一郎 

              山 口 荘一郎 、 水 澤 冨士江 

 

 

２ 視察日時    平成３０年１１月２０日から 

平成３０年１１月２２日まで    ３日間 

 

 

３ 視察先及び視察内容 

 （１）京都府 舞鶴市 「原子力防災対策への取組について」 

 

 （２）愛知県 西尾市 「大規模災害に備えた防災対策の取組と業務継続計画について」 

 

 

４ 視察目的 別頁のとおり 

 

 

５ 視察概要 別頁のとおり 

 

 

６ 所  感 別頁のとおり 

 

 

７ 経  費 ９人 ８２０，０６５円（随行職員の旅費を含む） 
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舞 鶴 市 
 

 

 

○視察目的 
舞鶴市は、原子力発電所の立地市でないが、ほぼ市内全域が福井県高浜町に立地する関

西電力高浜原発のＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域：原発から概ね５～３０キロメー

トル）圏内に入っており、一部はＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域：原発から概ね

５キロメートル）に属している。また、同時に福井県おおい町に立地する関西電力大飯原

発のＵＰＺ圏内に人口の大多数が居住している状況にあり、同時に両原発に多数の住民が

就業しており、市のスタンスとして安全性の確保を前提に、原発の再稼動を是認するとと

もに、舞鶴市地域防災計画（原子力災害対策編）に規定する「避難収容活動体制の整備」

の「避難計画の作成」に基づき、両原発における原子力災害にかかる住民等の防護措置に

ついて、必要な事項を定めている。 

また、国の防災基本計画及び原子力災害対策指針、京都府地域防災計画（原子力発電所

防災対策計画編）等に基づいた防護措置を行うとともに、広域避難を含む避難等の防護措

置については、京都府が定める「原子力災害に係る広域避難要領」、関西広域連合が定め

る「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」及び国でとりまとめられた「高浜地域の緊

急時対応」と整合を図りながら実施することとしている。 

東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に、日本全国の原発

が稼動を停止し、本市に隣接する女川町に立地の東北電力女川原発も現在においても同様

に停止中であるが、２号機については平成２５年１２月に再稼動に向けて新規制基準への

適合申請がなされており、現在においては安全対策工事が進められている状況にある。 

そのため、女川原発の再稼動の是非について今後議論を深め、発展的・建設的な意見提

言を行うことが必要であるため、原子力防災対策の先進事例を学び、今後の事業推進の参

考とする。 

 

○視察概要 

舞鶴市の概要 

    世帯数及び人口 ： ３４，４６３世帯、 ８１，８０１人、 高齢化率 ： 概ね３０％、 

    市の面積 ： ３４２．１２㎢(東西 29.7㎞、南北 37.0㎞)、 山林が８０％、 

    市の特徴 ： 舞鶴卸売市場は、京都府で水揚げされる魚介類の 8割が集積、 

             待機児童 ゼロ、 観光客入込数 ２５５万人、 

             旧軍港都市、12棟の赤レンガパーク(日本遺産)と旧海軍施設、 

    議員定数 ： ２８人、   職員数 ： ８４６人、 

    国の施設 ： 海上自衛隊舞鶴総監部（日本一の直線 900m海上自衛隊桟橋岸壁）、 

第八管区海上保安本部（海保最大級の巡視船「だいせん」）、 

              海上保安学校、自衛隊舞鶴病院、 

 
舞鶴市における原子力防災への取組 

    舞鶴市は原子力発電所の立地市ではないが、ほぼ市内全域が福井県高浜町に立地

する関西電力高浜原発の UPZ(緊急防護措置を準備する区域＝原発から概ね５～３０

km)圏内に入っており、一部は PAZ(予防的防護装置を準備する区域＝原発から概ね５

km)圏内に属している。  と 同時に 
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    福井県おおい町に立地する関西電力大飯原発の UPZ 圏内に、人口の大多数が居

住している状況にあるとともに、両原発に多数の住民が就業しており、舞鶴市長のスタ

ンスは将来的に脱原発へ進むべきだが、代替エネルギーの確保などの課題が残る現

時点では、施設と事業者の双方が安全を備えているのならば再稼働容認はやむを得

ないというものであり、両原発における原子力災害にかかる住民等の防護措置を行うた

め、国の防災基本計画及び原子力災害対策指針、京都府地域防災計画(原子力発電

所防災対策計画編)及び関西広域連合(8府県 4市)が定める原子力災害に係る広域避

難ガイドライン等と整合性を図りながら「舞鶴市原子力災害住民避難計画」を定め原子

力防災に取り組んでいる。 

 

原子力災害住民避難計画策定と高浜原発・大飯原発再稼働に係る経過 

    平成２３年３月  東日本大震災 

    平成２４年９月  原子力規制委員会設置 

    平成２５年３月  舞鶴市住民避難計画策定 

    平成２７年２月  安全協定締結（高浜発電所と舞鶴市）・・・立地市と同様に 

          ４月     運転停止仮処分（高浜原発 ３・４号機） 

         １０月９日   原子力規制委員会における適合性審査完了(高浜３・４号機) 

         １１月２日   住民説明会の開催（内閣府・規制庁・ｴﾈﾙｷﾞｰ庁・関西電力） 

自治会長など６００人の参加 

         １２月２４日  再稼働を求める請願（商工会議所より） 

                  高浜３・４号機の運転停止仮処分取消 

         １２月２５日  請願を、原子力防災・安全等特別委員会で可決 

                        決議案件２件 ① 反対する決議 → 否決 

                                  ② 再稼働容認 → 可決 

                 市長が、高浜３・４号機の再稼働容認を発表 

             ※高浜 1・2号機停止中(40年超につき安全性を担保しないと容認できない) 

   平成 28年 1月２９日  高浜 3号機 再稼働 

          2月２６日  高浜 4号機 再稼働 と同時にトリップ事故 

          3月 ９日  高浜 3・4号機 運転停止仮処分 

          3月２９日  住民避難計画 全面改正 

   平成 29年 5月     概要版による改正避難計画住民説明会（5か所＝３０８人参加） 

          3月２９日  高浜 3・4号機 運転停止仮処分取消 

          5月１７日  高浜 4号機 再稼働 

          6月 6 日  高浜 3号機 再稼働 

          7月      原子力災害職員行動ﾏﾆｭｱﾙ策定(全職員対応 22班 676名) 

          8月１７日  大飯発電所 連絡通報協定締結 

         １０月２５日  大飯地域 緊急時対応策定 

   平成 30年３月１４日  大飯３号機 再稼働 

          ５月 ９日  大飯４号機 再稼働 

          ※大飯 1・2号機 廃炉に向けて手続中 

          ５月１６日  国がエネルギー基本計画改正（第５次） 

 

舞鶴市原子力災害住民避難計画の策定 

    平成 25年 3月  原子力災害住民避難計画策定(地域防災計画全面改正) 

                  高浜原発 ： PAZ 概ね５km、UPZ概ね３０km 

                  大飯原発 ： UPZ 概ね３２．５km     を視野に策定 

             概要  避難手段はバス、自家用車 
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                  高浜原発から５km 毎に７つの避難指示区域を設定 

                       (大飯原発事故を想定したゾーンも同様とする) 

    平成 28年３月  原子力災害住民避難計画全面改正 

1) 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲を明示 

                 ・予防的防護措置を準備する区域(PAZ)  

高浜原発より概ね５km → 松尾･杉山地域  59人、 

                 ・PAZに準じた防護措置の地域 → 大山・・・・地域  ５０７人、 

                 ・緊急時防護措置を準備する区域（UPZ） 

                     高浜原発から概ね３０km → 舞鶴市全域 82,383人、 

大飯原発から概ね３２．５km → ･･･・地域 78,298人、 

2) 防護措置の考え方を明示 

・警戒事態  → PAZ 内 要配慮者避難準備 

・施設敷地緊急事態 → PAZ内 要配慮者避難開始 

                      住民避難準備開始 

                      安定ヨウ素剤服用準備 

・全面緊急事態→ PAＺ内 住民避難開始、安定ヨウ素剤服

用、 

            UPＺ内  屋内退避、 

・放射性物質の放出→ UPZ 緊急時モニタリング(7つのｿﾞｰﾝ) 

 20uSv/h(CIL2)を超過したｿﾞｰﾝ⇒１週間以内に段階的に避難 

 500uSv/h(CIL1)を超過したｿﾞｰﾝ⇒１日以内に避難 

3) 避難の考え方を明示（住民の避難行動 ＥＡＬ、ＯＩＬ） 
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区   分 舞鶴市の対応 
ＰＡＺ住民の行動 

(A,A-2 ｿﾞｰﾝ) 

ＵＰＺ住民の行動 

(B,C,D,E,F ｿﾞｰﾝ) 

緊
急
事
態
区
分
（Ｅ
Ａ
Ｌ
） 

警戒事態（ＥＡＬ１） 
・立地市町で震度６弱
以上の地震発生 
・立地道府県で大津波
警報発令 など 

・災害警戒本部設置 
(全職員参集) 

・情報収集、連絡体制の構築 
・住民に情報提供 
・PAZ 要配慮者・関係者の避
難準備(車両手配 など) 

 
・外出を控える 

(帰宅) 
・要配慮者避難準備 
・観光客等は市外退   
 去 

 
 
・今後の情報等に留意 
・観光客等は市外退去 

施設敷地緊急事態 
（ＥＡＬ２） 

・すべての交流電源を
喪失した状態が 30 分
以上継続 など 

・災害対策本部設置 
・住民に情報提供 
・PAZ 要配慮者避難指示 
・PAZ 住民避難準備指示 
・UPZ住民屋内避難準備指示 
・広域避難準備(避難先・輸送
手段の確保) 

 
・要配慮者避難開始 
・住民避難準備 
・安定ヨウ素剤の準備 
・今後の指示・情報に
留意 

 
 
・屋内避難準備 
・今後の指示・情報に留
意 

全面緊急事態（ＥＡＬ3） 
・すべての非常用直流
電源を喪失した状態が
5分以上継続 
・冷却機能喪失 など 

 
・PAZ 住民避難指示、安定ヨ
ウ素剤の服用指示 

・UPZ住民屋内避難指示 
・避難時集結場所開設 

 
 
・住民避難開始 
・安定ヨウ素剤の服用 

 
 
・屋内退避 
・今後の指示・情報に 
留意 

防
護
措
置
実
施
の
判
断
基
準(O

IL
) 

早期防護措置 
（ＯＩＬ２） 20uSv/h 

→1 日内を目途に区域
を特定し、1 週間程度
内に避難を実施 

 
・避難指示 
 (基準超過ｿﾞｰﾝ) 
・安定ヨウ素剤の配布 
基準超過ｿﾞｰﾝは服用指示 

 ・避難時集結場所に終結 
 (避難指示ｿﾞｰﾝ) 

・避難ｶｰﾄﾞ提出(家族) 
・避難時集結場所等で安 
定ヨウ素剤服用 

・避難開始 

緊急防護措置 
（ＯＩＬ１） 500uSv/h 

→数時間を目途に区域
を特定し、1 日以内に
避難を実施 

 
・避難指示 
 (基準超過ｿﾞｰﾝ) 
・安定ヨウ素剤の配布 
  基準超過ｿﾞｰﾝは服用指示 

 ・避難時集結場所に終結 
 (避難指示ｿﾞｰﾝ) 

・避難ｶｰﾄﾞ提出(家族) 
・避難時集結場所等で安 
定ヨウ素剤服用 

・避難開始 

4) 避難のイメージ          ﾊﾞｽ･自家用車    ﾊﾞｽ          ﾊﾞｽ･徒歩等 

自家用車 ⇒ 避難時集結場所 ⇒ 避難中継所 →(市外拠点避難所)⇒避難所 

ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ   (避難者カード)   避難退域時検査 

徒歩     避難者の把握    除染、検査済証、 

     安定ﾖｳ素剤の配布・服用   車両一次保管場所 

 5) 避難先(放射性物質の拡散方向に対応のため南方面と西方面に避難先を定める） 

        南方面 → 京都府 

(京都市 61,461人、宇治市 12,902人、城陽市 5,476人、向日市 3,110人) 

        西方面 → 兵庫県、徳島県 

          (神戸市 33,559人、尼崎市 14,919人、西宮市 16,539人、淡路市 1,656人) 

          (鳴門市 8,273人、松茂町 3,595 人、北島町 4,408人) 

      ※7 つのｿﾞｰﾝの小学校区ｴﾘｱ毎に、人口・避難時集結場所・避難中継所・避難先

市町・拠点避難所・避難所が、それぞれ南方面、西方面に分けて明示されてい

る。 

6) 避難所と避難者支援 

  ① 避難所の設置運営 

     ・避難所は、避難先市町が設置する。 

         ・避難所の開設期間は、目安として２か月間を上限とする。 

         ・避難所開設当初の避難先市町主導の運営から、舞鶴市による運営へ、さら
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には避難者による自主運営へと運営体制を順次切り替えていく。 

         ※これまで、南方面(京都府内)、西方面(兵庫県内・徳島県内)の避難先の市 

と、それぞれ 30年 3月まで 2回づつの調整会議を開催済み 

      ② 避難者の支援（舞鶴市の行政機能移転） 

         ・避難者の生活支援ｻｰﾋﾞｽの提供を行うため、避難所近辺に行政機能を移

転する。 

            南方面 → 京都府が確保する。(候補地＝京都府総合見本市会館) 

            西方面 → 現在調整中。 

    7) 要配慮者の避難 

      ① 医療機関の入院患者、福祉施設の入所者の避難 

          ・それぞれが定める避難計画に基づき、各施設の長が、京都府災害時要配。

慮者支援ｾﾝﾀｰと連携を密にし、必要な避難手段と避難先を確保する。 

          ・避難先は、同種類の医療機関・福祉施設へ避難する。 

      ② 在宅重度要配慮者の避難 

          ・舞鶴市が関係機関と連携し、避難手段と避難先を確保する。 

          ・避難先は、医療機関又は福祉施設とする。 

          ・避難により健康ﾘｽｸが高まる者は放射性防護対策施設へ一時退避を実

施。 

           ※放射性防護施設（発電所から概ね 10km圏内の一時退避施設） 

           ア. 平成 25～30 年度までに、全額補助金で障害者支援施設・特別養護

老人ﾎｰﾑ・公民館・小学校等８か所に設置。 

イ. 施設内容→空気清浄機、非常用電源装置、ｴｱﾌﾞﾛｯｸ室、サッシ交換、 

備蓄物資(非常食・水・毛布・簡易ﾄｲﾚ・おむつ・防護服･マスク) 

     及び資機材の配備(個人線量計、放射線測定器、保管庫 等)、 

      ③ 園児、児童、生徒等の避難 

          ・原則、全面緊急事態までに帰宅又は保護者に引渡し、保護者とともに自

宅の所在する自治会の住民として避難する。 

          ・帰宅又は保護者への引渡しができなかった場合は、施設の所在する自治

会の住民として避難し、避難先での引渡しとなる。 

    8) 安定ヨウ素剤の取扱い 

          ・PAZ及び PAZに準じた防護措置を行う地域は、原子力災害指針等に基 

づき安定ﾖｳ素剤を事前配布している。(使用期限 3年で平成 29年再配布)。 

・安定ヨウ素剤は、3年毎に回収し再配布する。また、転出・転入者、3 歳(ｾﾞ 

ﾘｰ状)・13歳到達者、死亡者等へは速やかに回収・配布する。 

          ・安定ヨウ素剤は、事前配布説明会を開催し医師による説明、薬剤師等に 

よる問診を行い配布。また、服用は国の指示等に基づき服用を指示する。 

・UPZ地域は、緊急時に避難時集結場所等に設置する配布場所で速やか 

に配布できるよう平成29年6月に32ｶ所全ての避難時集結場所に備蓄済。 

・UPZ内の社会福祉施設(入所)の内、施設での備蓄を希望する 27施設に 

29年 12月に配布済。また、今年度中に希望する病院にも配布予定。 

           ※安定ﾖｳ素剤は、原則、医師等の関与の下で配布・服用を指示する が 

            緊急時は、地方公共団体職員からの配布も可能とされている。 

 

住民避難計画の実効性と課題について 

   １．実効性 

     ・ 高浜原発の全面緊急事態で避難を開始する PAZ及び PAZに準じた地域に 600  

      人が居住し、30km圏内の UPZには全市が含まれ、最悪の場合 84,000人を市外 



- 6 - 

 

に避難させなければならない。 

・避難計画の実効性を高めるため、平成２８年３月２９日避難計画を全面改正した。 

平成２９年４月には小学校区別の「避難計画概要版」を作成し全戸配布するととも 

に市内の５ヵ所で説明会を開催し、その後においても出前講座等を通じて改正以 

降 約 50回、延べ 3,500人への住民説明会を行ってきた。 

    ・市職員の行動ﾏﾆｭｱﾙを策定し、全職員を割当、6回の職員説明会を開催した。 

    ・除染や避難退域時検査のために、避難中継所に立寄ってもらえるか。 

    ・避難道路については脆弱な所もあるので、少しずつ道路拡張にも努めている。 

                    （府道 3 路線、市道 1路線） 

    ・広域避難は、市単独ではできないので、国・京都府・防災関係機関等への要望や

協力要請を行っている。 

    ・毎年、京都府と調整して原子力防災訓練を実施している。今年も 8月に高浜・大飯 

原発を対象とした、国の主導による原子力総合防災訓練を実施した。 

２．課題 

    ①広域避難体制の整備 

      ・避難誘導、交通規制、渋滞解消対策、 

      ・バス及び運転要員の確保 

           京都府及び関西広域連合(8県 4市)で 78台確保したが、一気に逃げると 

すると 1,400台のバスでピストン輸送で 75％の人が逃げることができる・・？ 

      ・要支援者避難のための福祉車両の充実 

      ・緊急時モニタリング体制の強化 

      ・舞鶴市は高浜・大飯原発の避難計画を一本化しているが、国は高浜・大飯を区 

分している。 

    ②原子力防災資機材等の整備 

      ・防災行政無線の屋外拡声子局の整備 

      ・住民広報用車両の増強整備 

      ・住民及び災害対応者用の防護服等の整備 

   ③原子力災害時の避難道路のインフラ整備 

      ・避難の際に想定される土砂災害、大雪対策。 

・福井県からの車両の流入にも対応できる脆弱な避難道路の改良・拡幅・バイパス

化・延長などのインフラ整備 
 

○所 感 

舞鶴市における原子力防災対策への取り組みは、原発立地市ではないものの、高浜

原子力発電所から概ね５キロメートル圏の予防的防護措置を準備する区域に市民約６０

人と、概ね３０キロメートル圏の緊急防護措置を準備する区域にほぼ市内全域が含まれる

とともに大飯原子力発電所から３２．５キロメートル圏に人口の大多数が居住していること

から最悪の場合、市民 84,000 人を市外に避難させなくてはならないことになるので、平成

２３年３月の東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に、

平成２５年３月に地域防災計画を全面改正するとともに舞鶴市住民避難計画を策定した。 

その後、安全対策のため２８年３月住民避難計画を全面改正し、平成２９年４月には小

学校区毎の避難計画概要版を作成し住民説明会を開催し周知に努めた。 

平成２９年５月高浜４号機再稼働、６月３号機再稼働、平成３０年３月大飯３号機再稼働、

５月４号機再稼働と、舞鶴市における原子力防災対策への取組は避けて通れないものと

なっている。 

住民の避難計画においては、市域を７つのｿﾞｰﾝに分けて、緊急事態の内容等により、

小学校区エリア毎に避難時集結場所・避難中継所・避難先の府県市町など、拡散方向に
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よって南方面、西方面に分けて具体的な避難場所も明示しているものの課題が多いとの

ことである。 

石巻市も同様に、課題の解決が課題であることから今後の舞鶴市の取組を注視してい

きたい。 
 

 

○政策・提言 

本市においても、隣接する女川町に立地する東北電力女川原発の、１号機は廃炉が決

定したものの、２号機については再稼働に向けて新規制基準への適合申請がなされてお

り、現在においては安全対策工事が進められている。 

女川原発の再稼働の是非については今後議論を深め、意見提言を行うことが必要と思

われるが、市民の安全を確保するため、本市においても舞鶴市の原子力防災対策への

取組と、きめ細かな住民避難計画を参考にしながら、本市防災計画を検証するとともに、

他自治体での先進的な取組を積極的に組み込んでいくよう提案する。 
 

 

 

  



- 8 - 

 

 
 
西 尾 市 

 
 
 
○視察目的 

愛知県防災会議地震部会は、戦後最大の甚大な被害をもたらした東日本大震災を教訓と

して、また、今後南海トラフ地震等の大規模災害発生が予想されることを踏まえ、これま

での地震被害予測調査を最新の知見に基づいて見直し、今後の防災・減災対策の効果的な

推進を図るために、平成２３年度から平成２５年度の３年間で、東海地震・東南海地震・

南海地震等の被害予測調査を実施し、平成２６年５月に調査結果の公表を行っている。 

その調査結果では、西尾市は、最大震度７、最大津波高５．１メートル、全壊・焼失棟

数約１５，０００棟、死者約１，８００人と、県内でも最も深刻な被害が生じると予測さ

れている。 

そのため、大規模災害発生時においても市民の生命・財産・経済活動等を守ることは行

政の最大の責務であり、行政(市役所)の機能低下を最小限にとどめ、行政が果たすべき役

割を実施、継続する重要性を認識し、大規模災害時に優先的に実行する業務とその業務に

必要な資源を整理し、その確保策、対応策をまとめた業務継続計画（Business Continuity 

Plan）を平成２７年度に策定し、大規模災害に対応すべく取組を進めている。 

本市ではあらゆる危機に対処することが可能な強いまちづくりを目指し、平成３０年１

月に石巻市危機管理指針を策定しているが、石巻市防災会議が策定した石巻市地域防災計

画共通編（平成２６年１２月）において策定を規定している業務継続計画（ＢＣＰ）につ

いて、いまだに未整備の状況であることから、西尾市の取組について学び、本市の事業推

進の参考とする。 

 

 

○視察概要 
平成２６年５月に愛知県より発表された「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害 

予測調査（過去地震最大モデル）」を受け、平成２７年４月に西尾市では、地震・津波ハザード

マップを作成し、全戸配布した。また、津波浸水避難シュミレーションを作成している。 

本シュミレーションは、西尾市において大きな揺れが発生して、津波警報もしくは大津波警

報が発表され、浸水想定区域の住民が津波避難の原則（津波浸水想定区域外により早く、より

遠く、より高くとの避難行動）に則って避難した場合、国や県からのプッシュ型支援が行われ

るまでの災害発生後３日間を乗り切るために、どの公共施設を避難所として開設し、どの地区

を収容すれば良いかを市内全域を対象として考えられたものである。本シュミレーションに基

づき、指定避難所や物資などの各種整備を進め、必要に応じて随時見直しを行っている。 

また、深刻な被害が予測される西尾市では、災害発生前に必要な資源（職員、庁舎、資機材

等）の確保・配分や必要な対策を定めるとともに、優先的に取り組むべき非常時優先業務や業

務開始目標時間等を明確にすることにより、行政機能の継続性の確保と業務継続力向上及び早

期の災害復旧・復興を実現することを目的として、業務継続計画（Business Continuity Plan：

BCP）を平成２７年に策定した。 

 

○西尾市業務継続計画（BCP）について 

１．計画策定のメリット 

大規模災害時に行うべき業務が明確化されることで、発災時には次のメリットを得ることが出

来ると考えている。 

・発災直後の業務レベルの向上や業務立ち上げ時間の短縮により、業務の迅速な再開が可能とな

ること。 
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・休止・抑制せざるを得ない通常業務を明確にし、非常時の業務執行体制を迅速に整えることが

でき、発災により低下する行政サービスの質を効率よく回復することが出来ること。 

・各課が災害時において実施すべき業務や、実施にあたっての課題などを事前に認識しておくこ

とができ、防災力の強化につながること。 

 

２．計画の基本方針 

西尾市では、下記の基本方針に基づき、業務継続計画を策定している。 

① 大規模災害から市民等の生命・身体及び財産を守ることを最大の目的とする 

② 市民生活や経済活動機能の維持、早期復旧に努める 

③ 業務継続のために必要な体制をとり、必要な資源を最大限有効に活用する 

 

３．非常時優先業務 

発災直後は、職員の数や必要物資などの資源が不足するにも関わらず、実施すべき業務は膨大

になることが予想される。 

２で掲げた基本方針に基づき、課ごとに各課別業務継続計画を作成するため、発災から１か月

間に優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）の選定を行った。非常時の優先業務については、

着手目標時間ごとの優先度を付し、さらに細分化している。 

優先度 A 

A1 発災後３時間以内に    業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保護、 

A2 発災後６時間以内に    市内の社会経済活動の維持に重大な影響を及ぼすため、 

A3 発災後１２時間以内に   優先的に対策を講ずべき業務 

A4 発災後２４時間以内に 

 

優先度 B 

遅くとも発災後３日以内に業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保護、市内の社会

経済活動の維持に相当な影響を及ぼすため、早期に対策を講ずべき業務 

 

優先度 C 

遅くとも発災後１週間以内に業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保護、市内の社

会経済活動の維持に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務 

 

優先度 D 

発災後２週間以内に業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保護、市内の社会経済活

動の維持に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務 

 

優先度 E 

発災後２週間を超え、１か月以内程度に発生する主に復旧・復興業務や優先度の高い通常業務 

 

●非常時優先業務３７４業務をさらに細分化し、各課が優先して着手すべき業務を明確化させ、

大規模災害時の混乱を軽減する体制づくりを行っている。また、非常時優先業務ごとに業務別

手順書を作成し、誰もが業務を実施できる仕組みづくりを行っている。 

非常時優先業務３７４業務中・・・ 

A1 １５７業務（４２％）       B ３５業務（９．４％） 

A2  ４４業務（１１．８％）     C ３８業務（１０．２％） 

A3  ２０業務（５．３％）      D １７業務（４．５％） 

A4  ３１業務（８．３％）      E ３２業務（８．６％） 

 

４．計画策定後の取り組み 

（１）定期的な計画の見直し 

  新年度の人事異動や機構改革などを踏まえ、各課に非常時優先業務の修正を年度初めに依頼

している。新旧担当者間の引き継ぎを確実に実施し、実行性のある計画となるよう協力をお願

いしている。 

 

（２）非常時優先業務を行うにあたり必要となる資材の配備 
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 各課が非常時優先業務を行うにあたり必要となる資材について調査を行い、危険管理局にて

精査の上、３か年実施計画にまとめて要望している。採択された予算については、原課と危機

管理課で協議の上、予算計上を行っている。 

■資材例・・・救護用資材や福祉避難所用エアマットなど 

 

（３）BCP訓練の実施 

  １１月５日に実施している「１７万人市民まるごと防災訓練」にあわせ、課ごとに非常時優

先業務から業務内容を選択し、３時間分の内容を計画の上、訓練を実施している。 

 

～今後の取り組みについて～ 

BCP は、一旦策定すれば良いというものではない。計画の実効性を確認し、高めていくために

は、教育や訓練を実施するとともに、訓練結果の検証と課題・教訓を整理していくことが重要で

ある。これらの課題・教訓を改善し見直すことで、BCP の実効性を高めていく必要があり、次の

PDCAサイクルを中心として実用的な計画となるよう改善を図っていく。 

 

 

西尾市業務継続計画 
 

P（Plan）：計画策定・更新 

業務継続計画の策定・見直し／業務継続計画に関連する防災計画・マニュアル等との整合 

 
D（Do）：計画の実施 

日常時における訓練実施／災害時における対応 

 

C（Check）：実施状況の点検・評価 

訓練結果の検証／災害時の対応状況の整理・検証と課題・教訓の整理 

 

A（Action）：改善の取り組み 

業務継続計画の見直し／新たな訓練企画や、通常時における取り組みへの反映 

 

 

○所 感 
西尾市では、今後発生する可能性のある南海トラフ地震等の大規模災害に備え、市民の生命・

財産を守るために、様々な予測調査を基に、細部にわたり避難計画やシュミレーションを行い、

危機管理体制を整えていることが伺えた。災害発生前に、資源の確保や住民の安全対策に向け

た準備を進めておくことは、被害を最小限に食い止める何より確実な方策であろう。 

しかし、西尾市ではあくまでも災害予測の範疇の中でのシュミレーションであるため、実際

に東日本大震災を経験した我々としては、想定外の事象も踏まえた例を挙げた上で活発な意見

交換が出来たと思う。 

業務継続計画（BCP）の策定については、西尾市の取り組みが大変参考になった。行政機能の

継続性確保や早期の復旧・復興の実現のために、災害時における優先業務を明確化し、速やか

に実施できる体制をとっておくことは業務レベル向上や業務立ち上げ時間短縮など、非常時の

業務執行体制を迅速に整えることができるため、大変重要である。 

本市においても BCPの整備を早急に進めるべきである。 

 

 

○政策・提言 
西尾市では、津波浸水避難シュミレーションや BCP 策定への取り組みの他にも各地区ごとの

「防災カルテ」も作成している。カルテには、地区ごとの地域概況や年代別構造別建物集計・

洪水リスク・土砂災害リスク・避難所経路・液状化危険度・地区の地震災害危険性・地区の課

題などあらゆる情報が掲載されており、避難対応にも大変役立つものと考える。 

本市においては、よりきめ細やかな情報発信において課題が残されているように思える。災

害は時と場所を選ばずに襲ってくるものである。 
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また、その発生形態も様々である。他市の事例を参考にし、防災力向上への取り組みを更に

強化し、市民の安全・安心の確保に努めていくよう提案する。 

 

 

 

 

お問い合わせ 
 

石巻市議会事務局 議事グループ 

〒986-8501 宮城県石巻市穀町 14番 1号 

Tel:  0225-95-5080（議会直通） 

Fax： 0225-96-2274 

Mail: assesc@city.ishinomaki.lg.jp 

 


