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１ 受援対象業務一覧 

受援対象業務(82業務) 

部名 課名 業務名 
種別

※ 
法※ 

業務

番号 

総務部 人事課 

職員支援室 

従業者の把握、給食、仮眠場所、衛生、健康管

理等への対応に関すること 
応急 × 総-1 

市民税課 救援物資及び役務調達状況の把握並びに食料、

日用品等生活必需物資の輸送に関すること 
応急 ○ 総-2 

り災相談窓口を開設する業務 応急 × 総-3 

資産税課 被害家屋調査に関すること 応急 × 総-4 

り災台帳及びり災証明の発行に関すること（住

家被害証明） 
応急 × 総-5 

収納課 救援物資及び役務調達状況の把握並びに食料、

日用品等生活必需物資の輸送に関すること 
応急 ○ 総-6 

り災相談窓口を開設する業務 応急 × 総-7 

市民部 文化・青少年

課 

避難所開設・管理・運営補助業務 
応急 ○ 市-1 

戸籍住民課 遺体の安置、処理に関すること 応急 ○ 市-2 

戸籍、住民基本台帳その他各種証明書の発行及

び手数料の徴収 
通常 × 市-3 

個人番号カードの交付に関すること 通常 × 市-4 

福祉子

ども部 

福祉政策課 福祉避難所の管理運営に関する業務 応急 ○ 福-1 

幼児政策課 市立保育所の運営に関すること 通常 × 福-2 

市立幼稚園の運営に関すること 通常 × 福-3 

障害福祉課 入所者、避難者の援護に関する業務 応急 ○ 福-4 

福祉避難所の管理運営に関する業務 応急 ○ 福-5 

生活福祉課 生活保護法による措置に関する業務 通常 × 福-6 

行旅死亡人（身元不明）対応業務 応急 × 福-7 

健 康 保

険部 

長寿政策課 福祉避難所の管理運営に関すること 応急 ○ 健-1 

避難者等からの要望調査に関すること 応急 ○ 健-2 

保険年金課 福祉医療費受給券等新規認定及び更新申請事

務／６月～８月被災時のみ 
通常 × 健-3 

被保険者証、高齢受給者証再発行業務 通常 × 健-4 

国民健康保険料の免除受付・審査事務 応急 × 健-5 

介護保険課 訪問調査及び主治医意見書に関すること（市職

員調査） 
通常 × 健-6 
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部名 課名 業務名 
種別

※ 
法※ 

業務

番号 

健 康 保

険部 

保健所 

衛生課 飲料水及び食品の衛生確保に関すること 応急 ○ 健-7 

食品等の試験検査に関すること 通常 × 健-8 

食品衛生関係施設の営業許可及び届出並びに

監視指導に関すること 
通常 × 健-9 

衛生課 

動物愛護セ

ンター 

野犬等捕獲業務、負傷犬猫収容業務、収容犬猫

管理業務 
応急 × 健-10 

被災家屋等の消毒業務 応急 ○ 健-11 

保健予防課 被災者の心のケアに関すること 応急 ○ 健-12 

健康推進課 母性保健事業に関すること 通常 × 健-13 

乳幼児健診、その他母子保健事業に関すること 通常 × 健-14 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（和邇すこやか相談所） 
応急 ○ 健-15 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（堅田すこやか相談所） 
応急 ○ 健-16 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（比叡すこやか相談所） 
応急 ○ 健-17 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（中すこやか相談所） 
応急 ○ 健-18 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（膳所すこやか相談所） 
応急 ○ 健-19 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（南すこやか相談所） 
応急 ○ 健-20 

避難所・救護所等での健康相談、保健指導 

（瀬田すこやか相談所） 
応急 ○ 健-21 

産 業 観

光部 

商工労働政

策課 

災害時の食品流通に係る調査と流通確保に関

すること 
応急 × 産-1 

生活物資等の供給協力に関する協定に基づく、

生活物資の調達及び輸送に関すること 
応急 ○ 産-2 

食料、日用品等生活必需物資の調達、保管、供

給業務 
応急 ○ 産-3 

環境部 廃棄物減量

推進課 

大型ごみの収集運搬処理に関すること 応急 × 環-1 

可燃以外ごみの収集運搬処理に関すること 応急 × 環-2 

可燃ごみの収集運搬処理に関すること 応急 × 環-3 

散在性ごみの処理に関すること 応急 × 環-4 

災害廃棄物仮置き場での受入れ 応急 × 環-5 

仮設トイレの運搬業務に関すること 応急 × 環-6 

し尿の収集及び運搬に関すること 応急 × 環-7 

施設整備課 避難所の開設及び管理に関すること 応急 ○ 環-8 
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部名 課名 業務名 
種別

※ 
法※ 

業務

番号 

未 来 ま

ち づ く

り部 

公園緑地課 公園、緑地の被害状況調査及び対応に関すること 応急 × 未-1 

開発調整課 宅地応急危険度判定に関すること 応急 × 未-2 

建築指導課 家屋、建物の被害状況把握に関すること 応急 × 未-3 

建築物応急危険度判定に関すること 応急 × 未-4 

広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること

（建築関係） 
応急 × 未-5 

建築課 庁舎等公共建築物に係る被害状況の把握及び

応急対策の立案、実施に関すること 
応急 × 未-6 

建築士会関係者への避難施設等のセーフティ

チェックの実施に関すること 
応急 × 未-7 

市庁舎内の電気、機械設備等の保全に関するこ

と 
応急 × 未-8 

企業局 水道ガス整

備課 

水道施設の被害状況等の情報収集及び報告 応急 × 企-1 

ガス施設の被害状況等の情報収集及び報告 応急 × 企-2 

配水管の応急復旧、バルブ操作及び洗管作業 応急 × 企-3 

ガス施設復旧計画の作成、進捗管理 応急 × 企-4 

水道ガス改

良課 

水道の被害状況の把握に関すること（二次体制） 応急 × 企-5 

水道の被害状況の把握に関すること（初動体制） 応急 × 企-6 

下水道課 管路-復旧対策 全下水道管路の調査 応急 × 企-7 

管路-応急復旧 被災した管路の応急復旧 応急 × 企-8 

お客様設備

課 

給水装置、ガス供給装置工事及び排水設備工事

の検査 
通常 × 企-9 

給水装置及びガス供給装置工事の受付、審査及

び精算 
通常 × 企-10 

下水道排水設備工事の受付及び審査 通常 × 企-11 

維持管理課 水道施設の復旧の実施に関すること 応急 × 企-12 

安全サービ

ス課 

救急指定病院及び避難場所へのガス供給確保

に関すること 
応急 × 企-13 

救急指定病院及び避難場所への給水確保に関

すること 
応急 ○ 企-14 

ガス緊急対応に関すること 通常 × 企-15 

水道緊急対応に関すること 通常 × 企-16 

ガス施設管

理室 

ガス施設の復旧の実施に関すること 応急 × 企-17 

ガス供給施設全般の運転操作及び維持管理に

関すること 
通常 × 企-18 

施設整備課 中央監視システム、遠隔監視システムの被害状

況の把握 
応急 × 企-19 

浄水課 浄水施設（加圧施設、配水池等）の被害状況の

把握 
応急 × 企-20 

水再生セン

ター 

処理場-応急対策 緊急点検・緊急借置（二次

災害防止） 
応急 × 企-21 

処理場-復旧対策 点検・調査 応急 × 企-22 

処理場-復旧対策 応急復旧（処理場機能回復） 応急 × 企-23 

教 育 委

員会 

学校給食課 学校給食施設の維持管理に関すること 
通常 × 教-1 

※応急業務は応急対策業務及び早期実施復旧業務、通常は優先度の高い通常業務を指す 
※「法」欄の「○」は、救助法の対象経費であることを示す。ただし、当該業務の中でも、対象と
ならない費用も含まれる場合がある。 
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２ 受援対象業務シート 

（1） 総務部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

業務終了目標時間 1ヶ月以内 2

6.従業者の把握、給食、仮眠場所、衛生、健康管理等へ
の対応に関すること（14）

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・職員の配備状況の確認とその業務内容や職場環境の把握、身体及び精神に係る健康管
理の保持

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

パソコン機器類、血圧計、体温計、消毒液、マスク等

本庁舎及び市内の出先機関

血圧計、体温計、マスク等

本庁舎及び市内の出先機関

業務種別 応急業務 業務番号 総-1

【受援体制に関する情報】

職員の身体及び精神に係る健康管理等

職員の身体及び精神に係る健康管理等保健師、看護師

保健師、看護師

・職員の救護所等の開設、運用
・職員の健康管理保持のための活動
・職員の健康相談及び応援側スタッフとの調整
・マスク、消毒液、救急薬品等の配布
・被服の配布

・職員の健康管理保持のための活動
・職員の健康相談及び健康管理スタッフとの調整
・マスク、消毒液、救急薬品等の配布

職員打合せ、報告書作成

資機材、業務場所、分担業務の確認 資機材、分担業務の確認

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

職員打合せ、報告書作成・受領、事項等整理

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等整理、個別資料作成等

1日の報告、情報共有

後片付け

分担業務の確認 集合場所、時間等確認

応援側

業務の担当指示、情報及び留意点共有 業務の担当確認、情報及び留意点共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

係長級他（健康管理スタッフ）受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 人事課職員支援室長

大津市側 応援側

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

総務

受援対象業務名称 従業者の把握、給食、仮眠場所、衛生、健康管理等への対応に関すること

人事課職員支援室

1日必要人数業務開始目標時間 1週間以内
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

総務 市民税

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-2

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害対策本部、関係各課及び税３課の連携を密にし、災害発生後速やかに参集し物資集
積状況を把握した上で、物資集積場所から各避難所へ日用品等生活必需物資を輸送する

受援対象業務名称 救援物資及び役務調達状況の把握並びに食料、日用品等生活必需物資の輸送に関すること

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 15

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 仕分け・管理

退職者 特になし 仕分け・管理

民間企業 物流業務従事者 物資の受入れ・仕分け・輸送

NPO 特になし 仕分け

ボランティア 特になし 仕分け

主な活動場所 物資集積場所 物資集積場所、避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 市民税課長 受援担当者 市民税課長補佐

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、地図 車両、フォークリフト、ハンドリフト

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当指示、留意点共有 担当指示、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

物資の受入れ・仕分け・管理・輸送、避難所から
の要請の管理

物資の受入れ・仕分け・管理・輸送、避難所から
の要請の管理

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理 問題点等整理
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検

会議・打合せ 相談対応の担当指示、留意点共有 相談対応の担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

り災相談の受付・案内、電話等の応対
～
当日の被災者相談受付件数の集計等

り災相談の受付・案内、電話等の応対
～
当日の被災者相談受付件数の集計等

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 相談窓口資機材準備、シフト表・分担確認 －

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 市民税課長 受援担当者 市民税課長補佐

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター －

NPO
り災内容に応じた専門知識、資
格

専門性の高い「り災内容」の相談

ボランティア
り災内容に応じた専門知識、資
格

専門性の高い「り災内容」の相談
受付会場の会場整理

退職者 特になし 通常の「り災相談」受付

民間企業
り災内容に応じた専門知識、資
格

専門性の高い「り災内容」の相談

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 通常の「り災相談」受付

受援対象業務の内容
（事務分掌）

関係各課及び税３課の連携を密にし、災害発生後速やかにり災相談窓口を開設、り災に関
する相談に対応する

受援対象業務名称 り災相談窓口を開設する業務

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 7

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

総務 市民税

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-3
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

総務 資産税

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-4

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・建物応急危険度判定調査終了後、市内全域を対象に第一次調査を実施し、全壊/大規模半壊/半壊/一部損壊
の区分で判定・判定結果を防災総合システムに入力・調査結果に不服がある場合や一次調査が物理的に不可能で

あった住家等について二次調査を実施する・一次調査は３０日程度で終了を目安とする

受援対象業務名称 被害家屋調査に関すること

業務開始目標時間 1週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 198.8

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 自動車運転免許 被害家屋一次調査、二次調査

退職者 自動車運転免許 被害家屋一次調査、二次調査

民間企業 － 被害家屋一次調査

NPO － 被害家屋一次調査

ボランティア － 被害家屋一次調査

主な活動場所 被災現場 被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 資産税課長 受援担当者 家屋第二係長

大津市側 応援側

用意する資機材
電話,ﾊﾟｿｺﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀｰ,車両,調査票,ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ,下げ振り,筆

記用具,文具,ﾍﾙﾒｯﾄ,安全靴,作業服,軍手 車両（レンタカー）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
現地調査担当表確認、現地調査リスト確認、現地
調査票他資機材確認

　

会議・打合せ 現地調査担当指示、留意点共有 現地調査担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

り災証明願受付、現地調査票作成
申請者現地調査日程調整
前日調査結果点検、判定結果システム入力
要対応箇所整理、対応方針検討

現地調査

翌日作業設計
現地調査担当表作成、現地調査リスト作成、現地
調査票他資機材準備

1日の報告、情報共有 現地調査票受領、問題点等情報共有 現地調査票記入、問題点等情報共有

とりまとめ
現地調査票整理、問題点等整理、情報共有用資
料整理

後片付け
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

総務 資産税

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-5

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・被害家屋調査により総合防災システムに入力し「り災台帳」を作成/管理
・「り災台帳」からり災証明を発行
・り災証明（調査結果）の説明/再調査受付を行なう

受援対象業務名称 り災台帳及びり災証明の発行に関すること（住家被害証明）

業務開始目標時間 2週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 25

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 － り災台帳作成、り災証明発行、り災証明説明、再調査受付

退職者 － り災台帳作成、り災証明発行、り災証明説明、再調査受付

民間企業 　 　

NPO 　 　

ボランティア 　

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他 　

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 資産税課長 受援担当者 資産税係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話,ﾊﾟｿｺﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀｰ,受付簿,筆記用具,文具 －

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
受付担当表確認、証明発行リスト確認、受付窓口
開設

会議・打合せ 受付担当指示、留意点共有 受付担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

窓口受付
り災証明発行、説明
再調査受付
申請者証明発行日程調整

窓口受付
り災証明発行、説明
再調査受付

翌日作業設計 受付担当表作成、証明発行リスト作成

1日の報告、情報共有 受付件数集計、問題点等情報共有 問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料整理 会場整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理 問題点等整理

会議・打合せ 担当指示、留意点共有 担当指示、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

物資の受入れ・仕分け・管理・輸送、避難所から
の要請の管理

物資の受入れ・仕分け・管理・輸送、避難所から
の要請の管理

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、シフト表・分担確認 －

主な活動場所 物資集積場所 物資集積場所、避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 収納課長 受援担当者 収納課管理係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、地図 車両、フォークリフト、ハンドリフト

NPO 特になし 仕分け

ボランティア 特になし 仕分け

退職者 特になし 仕分け・管理

民間企業 物流業務従事者 物資の受入れ・仕分け・輸送

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 仕分け・管理

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害対策本部、関係各課及び税３課の連携を密にし、災害発生後速やかに参集し物資集
積状況を把握した上で、物資集積場所から各避難所へ日用品等生活必需物資を輸送する

受援対象業務名称 救援物資及び役務調達状況の把握並びに食料、日用品等生活必需物資の輸送に関すること

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 15

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

総務 収納

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-6
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検

会議・打合せ 相談対応の担当指示、留意点共有 相談対応の担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

り災相談の受付・案内、電話等の応対
～
当日の被災者相談受付件数の集計等

り災相談の受付・案内、電話等の応対
～
当日の被災者相談受付件数の集計等

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 相談窓口資機材準備、シフト表・分担確認 －

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 収納課長 受援担当者 徴収係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター －

NPO り災内容に応じた専門知識、資格 専門性の高い「り災内容」の相談

ボランティア り災内容に応じた専門知識、資格
専門性の高い「り災内容」の相談
受付会場の会場整理

退職者 特になし 通常の「り災相談」受付

民間企業 り災内容に応じた専門知識、資格 専門性の高い「り災内容」の相談

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 通常の「り災相談」受付

受援対象業務の内容
（事務分掌）

関係各課及び税３課の連携を密にし、災害発生後速やかにり災相談窓口を開設、り災に関
する相談に対応する。

受援対象業務名称 り災相談窓口を開設する業務

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 7

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

総務 収納

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 総-7
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（2） 市民部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の担当者に引継ぐ事項の確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点の整理、文化・青少年課長に報告 －

会議・打合せ 前日担当者からの引継ぎ 前日担当者からの引継ぎ

主な活動
9：00～17：00

・（朝）避難所運営委員会定例会議
・初動支所班への連絡・報告・物資や食材の要請
・物資・食材到着確認
・ライフライン復旧情報提供
・ボランティアの派遣要請、受け入れ等

・（朝）避難所運営委員会定例会議
・初動支所班への連絡・報告・物資や食材の要請
・物資・食材到着確認
・ライフライン復旧情報提供
・ボランティアの派遣要請、受け入れ等

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 応援者のシフト、引継事項の確認 －

主な活動場所 大津市民会館、仰木太鼓会館 大津市民会館、仰木太鼓会館

その他 特に無し 避難所の運営補助

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 文化・青少年課長 受援担当者 グループリーダー（文化振興グループ）

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、事務用品 －

NPO 特に無し 避難所の運営補助

ボランティア 特に無し 避難所の運営補助

退職者 特になし
初動支所班との連絡調整、避難所の管理並びに運営補
助

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし
初動支所班との連絡調整、避難所の管理並びに運営補
助

受援対象業務の内容
（事務分掌）

避難所の開設及び管理並びに運営補助に関すること。

受援対象業務名称 避難所開設・管理・運営補助業務

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 2

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

市民 文化・青少年

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 市-1
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

受援対象業務シート

特になし

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

市民

受援対象業務名称 遺体の安置、処理に関すること

戸籍住民

1日必要人数業務開始目標時間 12時間以内

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

特になし（遺族の方の心のケアは
医師等）

課長補佐、庶務係長受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 戸籍住民課長

大津市側 応援側

遺体安置の受付、遺留品の番号付け、蝋燭、線香、供花
等のお供え、安置所の掃除、遺族の方の心のケア

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

問題点共有、より良い方法等の検討等

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

職員配置、交代(ストレス対策)

1日の報告、情報共有

同左

よりスムーズな対応、遺族等ストレス対策 同左

応援側

役割分担、関係機関等確認、連絡調整 同左

ご遺体の安置(棺等)、収容台帳整理、遺族対
応、死亡届の受理(本庁、支所連携)、火葬場手
配、葬儀社要請、(道路事情が悪い場合は自衛
隊要請)、弔慰金、各種給付金についての説明。

同左(特に火葬場手配)

同左

マニュアル(資料)確認。救護所と調整。 ―

電話、葬儀社、斎場、その他必要な名簿

指定避難所以外の公共施設、寺院等

―

同左

業務種別 応急業務 業務番号 市-2

【受援体制に関する情報】

火葬場手配、葬儀社等連絡調整

同上

棺の中へのドライアイスの投入など火葬場までの搬送前準備葬祭事業者

近隣自治体斎場所管課

受援対象業務の内容
（事務分掌）

死亡者の遺体の保管及びその処理

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

業務終了目標時間 2週間以内 5

課内資料(大規模災害時における遺体処理、埋火葬について

【応援要請に関する情報】
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料作成 会場整理点検

会議・打合せ 担当指示、留意点等情報の共有 担当確認、留意点等情報の共有

主な活動
9：00～17：00

来庁者の受付・案内、会場整理、電話等の対
応、申請書の受付、証明書作成、審査、証明書
交付及び手数料徴収、当日の集計

来庁者の受付・案内、会場整理、電話等の対
応、申請書の点検

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 窓口資機材準備、 －

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 戸籍住民課長 受援担当者 係長（登録証明係）

大津市側 応援側

用意する資機材 パソコン、プリンター、コピー機、電話、ＦＡＸ －

NPO

ボランティア

退職者 特になし（経験者）
来庁者の受付・案内、会場整理、電話対応、申請書の点
検

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 来庁者の受付・案内、会場整理

受援対象業務の内容
（事務分掌）

戸籍、住民基本台帳その他各種証明書の発行及び手数料の徴収に関すること

受援対象業務名称 戸籍、住民基本台帳その他各種証明書の発行及び手数料の徴収

業務開始目標時間 1週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 10

業務マニュアル有無 有 名称等 住民基本台帳法・戸籍法関係証明事務取扱手順書、支所研修資料

【応援要請に関する情報】

市民 戸籍住民

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 市-3
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

市民 戸籍住民

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 市-4

受援対象業務の内容
（事務分掌）

個人番号カードの交付に関すること

受援対象業務名称 個人番号カードの交付に関すること

業務開始目標時間 １ヶ月以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 有 名称等 「個人番号カードに係る事務処理手順」等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし
来庁者の相談の受付・案内、会場整理、電話・来庁者の
相談対応、申請書類の点検整理

退職者 特になし 来庁者の相談の受付・案内、会場整理

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 戸籍住民課長 受援担当者 係長（個人番号カード担当）

大津市側 応援側

用意する資機材
電話、パソコン、プリンター、コピー機、ファッ
クス

－

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 相談窓口資機材準備、シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当指示、留意点等情報の共有 担当確認、留意点等情報の共有

主な活動
9：00～17：00

来庁者相談の受付・案内、電話等の応対
申請書類の点検整理
個人番号カードの交付・記載事項変更等、通知
ｶｰﾄﾞの再交付・記載事項変更等の処理

来庁者相談の受付・案内、会場整理、
電話等の応対、相談対応、
申請書類の点検整理

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検
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（3） 福祉子ども部 

 

  

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

福祉子ども 福祉政策

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 福-1

受援対象業務の内容
（事務分掌）

福祉避難所の設置、運営、情報収集

受援対象業務名称 福祉避難所の管理運営に関すること

業務開始目標時間 １日以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 60

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 福祉避難所の運営、情報収集

退職者 特になし 福祉避難所の運営、情報収集

民間企業 特になし 福祉避難所の運営、情報収集

NPO 特になし 福祉避難所の運営、情報収集

ボランティア 特になし 福祉避難所の運営、情報収集

主な活動場所 福祉避難所 福祉避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 福祉政策課長 受援担当者 福祉避難所担当者

大津市側 応援側

用意する資機材
パソコン、プリンター、電話、車両、筆記用
具

筆記用具

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 シフト表・分担確認 ―

会議・打合せ 情報共有、留意点確認 情報共有、留意点確認

主な活動
9：00～17：00

食料品、物資の配布
避難者数の把握
避難者名簿の作成
連絡調整

食料品、物資の配布
避難者数の把握
避難者名簿の作成
連絡調整

翌日作業設計 翌日の業務確認 ―

1日の報告、情報共有 職員等打合せ、問題点等情報共有 職員等打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点整理 問題点整理
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

福祉子ども 幼児政策

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 福-2

受援対象業務の内容
（事務分掌）

市立保育所１４園の運営

受援対象業務名称 市立保育所の運営に関すること

業務開始目標時間 ２週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 216

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保育士・看護師 乳幼児の保育と衛生健康管理、障害児の医療ケア

退職者 保育士・看護師 乳幼児の保育と衛生健康管理、障害児の医療ケア

民間企業 保育士・看護師 乳幼児の保育と衛生健康管理、障害児の医療ケア

NPO 保育士・看護師 乳幼児の保育と衛生健康管理、障害児の医療ケア

ボランティア 保育士・看護師 乳幼児の保育と衛生健康管理、障害児の医療ケア

主な活動場所 被災した園へ活動拠点を設置 被災現場

その他 特になし 保育補助、園内の環境整備

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保育園長 受援担当者 代表保育士

大津市側 応援側

用意する資機材
電話、パソコン、プリンター、保育用品、
玩具、オムツ、ミルク、文具等

（できれば）保育用品、玩具、オムツ、
ミルク等

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当業務指示、留意点共有 担当業務確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

乳幼児の保育受け入れ
（あそび、食事、午睡）

乳幼児の保育受け入れ
（あそび、食事、午睡）

翌日作業設計 シフト・分担確認、安全点検 －

1日の報告、情報共有 保育の振り返りと情報共有 保育の振り返りと情報共有

とりまとめ 業務記録、課題整理、保護者対応 業務記録、課題整理、後片付け、翌日準備
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

受援対象業務シート

幼稚園教諭・養護職員

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

福祉子ども

受援対象業務名称 市立幼稚園の運営に関すること

幼児政策

1日必要人数業務開始目標時間 ２週間以内

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

特になし

幼稚園教諭・養護職員

保育主任受援担当者

その他 保育補助、園内の環境整備

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 幼稚園長

大津市側 応援側

幼児の保育、幼児の健康・衛生管理

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

保育の振り返りと情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

業務記録、課題整理、保護者対応

1日の報告、情報共有

業務記録、課題整理、後片付け、翌日準備

シフト・分担確認、安全点検 －

応援側

担当業務指示、留意点共有 担当業務確認、留意点共有

幼児の保育・教育活動
保育終了後の預かり保育

幼児の保育・教育活動
保育終了後の預かり保育

保育の振り返りと情報共有

シフト表・分担確認 －

電話、パソコン、プリンター、保育用品、
玩具、文具等

被災した園へ活動拠点を設置

（できれば）保育用品、玩具等

被災現場

業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 福-3

【受援体制に関する情報】

幼児の保育、幼児の健康・衛生管理

幼児の保育、幼児の健康・衛生管理

幼児の保育、幼児の健康・衛生管理

幼児の保育、幼児の健康・衛生管理

幼稚園教諭・養護職員

幼稚園教諭・養護職員

幼稚園教諭・養護職員

受援対象業務の内容
（事務分掌）

市立幼稚園３３園の運営

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 143

【応援要請に関する情報】
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

福祉子ども 障害福祉

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 福-4

受援対象業務名称 入所者、避難者の援護に関する業務

業務開始目標時間 １２時間以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 15

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

利用者の避難誘導、応急措置業務、関係機関への連絡

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

他自治体 看護師・ヘルパー・介護福祉士等
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送・関係機関への連絡

退職者 看護師・ヘルパー・介護福祉士等
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送・関係機関への連絡

民間企業 看護師・ヘルパー・介護福祉士等
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送・関係機関への連絡

NPO 看護師・ヘルパー・介護福祉士等
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送・関係機関への連絡

ボランティア 看護師・ヘルパー・介護福祉士等
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送・関係機関への連絡

主な活動場所 障害福祉施設、福祉避難所 障害福祉施設、福祉避難所

その他 特になし
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送

【受援体制に関する情報】

大津市側 応援側

指揮命令者 障害福祉課長 受援担当者 管理係長

大津市側 応援側

用意する資機材 パソコン、プリンター、電話、車両、筆記用具 電話、車両、デジタルカメラ、筆記用具

【活動体制（1日の流れ）】

準備 シフト表・分担確認 シフト表・分担確認

会議・打合せ 要援護者、事業所等の状況に関する情報共有 要援護者、事業所等の状況に関する情報共有

主な活動
9：00～17：00

施設との連絡調整
入所者の安否確認
施設被害状況の確認
救護活動要請
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送

施設との連絡調整
入所者の安否確認
施設被害状況の確認
救護活動要請
避難や搬出の支援
福祉避難所への移送

翌日作業設計 翌日の役割分担確認 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 結果報告受領、問題点等情報共有 結果報告受領、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点整理 問題点整理



22 

 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

福祉子ども 障害福祉

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 福-5

受援対象業務名称 福祉避難所の管理運営に関する業務

業務開始目標時間 １日以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 90

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

福祉避難所の設置、運営、情報収集

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

他自治体 看護師・ヘルパー・介護福祉士等 福祉避難所の運営、情報収集等

退職者 看護師・ヘルパー・介護福祉士等 福祉避難所の運営、情報収集等

民間企業 看護師・ヘルパー・介護福祉士等 福祉避難所の運営、情報収集等

NPO 看護師・ヘルパー・介護福祉士等 福祉避難所の運営、情報収集等

ボランティア 看護師・ヘルパー・介護福祉士等 福祉避難所の運営、情報収集等

主な活動場所 福祉避難所 福祉避難所

その他 特になし
福祉避難所の運営、情報収集等、食料品、物資の配布
避難者数の把握（障害児・者）

【受援体制に関する情報】

大津市側 応援側

指揮命令者 障害福祉課長 受援担当者 障害福祉課長補佐

大津市側 応援側

用意する資機材
パソコン、プリンター、電話、車両、筆記用
具、避難行動要支援者名簿

電話、筆記用具

【活動体制（1日の流れ）】

準備 シフト表・分担確認 シフト表・分担確認

会議・打合せ 情報共有、留意点確認 情報共有、留意点確認

主な活動
9：00～17：00

食料品、物資の配布
ボランティアの受入れ
避難者数の把握（障害児・者）
避難者名簿の作成（障害児・者）
他避難所との連絡調整

前担当から引継ぎ
活動(避難所運営・状況報告等)
次担当へ引継ぎ

翌日作業設計 翌日の役割分担確認 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有
職員等打合せ。設置、運営状況、周辺状況、問
題点等の報告や情報共有

職員等打合せ。設置、運営状況、周辺状況、問
題点等の報告や情報共有

とりまとめ 問題点整理 問題点整理



23 

 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日業務内容確認、留意点、連絡事項確認 -

1日の報告、情報共有 結果報告受領 結果報告

とりまとめ 問題点整理 -

会議・打合せ 留意点、連絡事項の確認など情報共有 同左

主な活動
9：00～17：00

生活保護ケースワーク業務 同左

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 応援業務内容の確認 応援業務内容の確認

主な活動場所 市役所本館 同左

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 生活福祉課長 受援担当者 保護係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン等 -

NPO

ボランティア

退職者

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 社会福祉主事 生活保護ケースワーク業務

受援対象業務の内容
（事務分掌）

生活保護の措置に関する業務（ケースワーク業務）

受援対象業務名称 生活保護法による措置に関する業務

業務開始目標時間 ２週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 31

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

福祉子ども 生活福祉

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 福-6
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

福祉子ども

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1ヶ月より遅く 20

行旅死亡人取扱手続き

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

遺体（身元不明、行旅死亡人）の対応に関すること。
（発生から約１０日間は市民部とともに遺体の身元確認作業に従事、一定期間経過、引取人のない遺体を
行旅死亡人として取扱う　災害時大津市職員行動マニュアル　遺体埋葬火葬マニュアルより）

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

庶務係長受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 生活福祉課長

大津市側

パソコン

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

結果報告受領

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点整理、解決

1日の報告、情報共有

-

翌日活動範囲、内容確認。シフト、分担決定 -

応援側

担当、留意点等確認、情報共有 同左

①身元不明と判定された遺体と所持品の引き取り
に当たり、警察等による検視書類、死体検案書等
を確認、台帳作成等
②死亡届出、遺体搬送、火葬手続。骨壷と所持
品等の保管、記録。
③支出経費の記録、遺留金のある場合受入処理
④告示、官報掲載

①、②

結果報告

シフト、分担確認 シフト、分担確認

業務種別 応急業務 業務番号 福-7

【受援体制に関する情報】

行旅死亡人（身元不明）対応業務

生活福祉

1日必要人数業務開始目標時間 １週間以内

受援対象業務シート

他自治体

退職者

遺体安置所、市役所本館

-

同左

下記のとおり特になし

応援側



25 

 

（4） 健康保険部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 次のシフト設定、避難所の運営体制の検討 －

1日の報告、情報共有
設置・運営状況、周辺状況、問題点等の報告・情
報共有

設置・運営状況、周辺状況、問題点等の報告・情
報共有

とりまとめ 状況整理、問題点整理 －

会議・打合せ 担当避難所確認・留意点共有 担当避難所確認・留意点共有

主な活動
9：00～17：00

24時間

避難所の場所・建物の状況把握
避難所の運営状況の把握、
状況により、必要物資搬送要請

現地到着
　前担当から引継ぎ
　活動（避難所運営、状況報告）
　次担当へ引継ぎ
現地終了

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 シフト表・担当確認 福祉避難所の場所、移動手段、確認

主な活動場所 福祉避難所 福祉避難所

その他
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 所属長 受援担当者 係長

大津市側 応援側

用意する資機材
電話、パソコン、プリンター、避難所設置に
必要な物資

車両、電話、筆記用具

NPO
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

ボランティア
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

退職者
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

民間企業
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体
看護師、ヘルパー、介護福祉
士、理学療法士等

福祉避難所の運営、情報収集

受援対象業務の内容
（事務分掌）

福祉避難所の設置、運営、情報収集に関すること

受援対象業務名称 福祉避難所の管理運営に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 300

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

健康保険 長寿政策

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-1
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の担当エリア設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 状況、対応内容の報告・情報共有 状況、対応内容の報告・情報共有

とりまとめ 状況整理、要望等整理、問題点整理 －

会議・打合せ 担当エリア確認・留意点共有 担当エリア確認・留意点共有

主な活動
9：00～17：00

現地状況の把握
要望等の把握、とりまとめ

現地出発
～訪問活動、状況報告
現地終了

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 訪問先の決定、訪問手順確認 移動手段、用意資機材確認

主な活動場所 市役所 市内（被災した地域）

その他 看護師、事務職員 ２人体制での家庭訪問、要望調査

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 所属長 受援担当者 係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、複合機、地図、調査票 車両、電話、筆記用具、医療用具（血圧計、聴診器、体温計）

NPO 看護師、事務職員 ２人体制での家庭訪問、要望調査

ボランティア

退職者 看護師、事務職員 ２人体制での家庭訪問、要望調査

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 看護師、事務職員 ２人体制での家庭訪問、要望調査

受援対象業務の内容
（事務分掌）

在宅避難者の要望調査

受援対象業務名称 避難者等からの要望調査に関すること

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 100

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

健康保険 長寿政策

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-2
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 保険年金

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-3

受援対象業務の内容
（事務分掌）

福祉医療費受給券等新規認定及び更新事務／６月～８月被災時のみ
　老人福祉医療費受給券及び福祉医療費受給券の交付及び更新に関すること

受援対象業務名称 福祉医療費受給券等新規認定及び更新申請事務／６月～８月被災時のみ

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 8

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体
保険、福祉（障害・母子）もしくは
税務職経験者／必須ではない

受給券新規交付申請・更新申請の受付審査及び受給券
交付

退職者
保険、福祉（障害・母子）もしくは
税務職経験者／必須ではない

受給券新規交付申請・更新申請の受付審査及び受給券
交付

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保険年金課長 受援担当者 医療助成係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター －

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当指示、留意点共有 担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

新規申請及び更新申請受付・審査・受給券交付
電話等の応対
～
当日の受付件数の集計等

新規申請及び更新申請受付・審査・受給券交付
電話等の応対
～
当日の受付件数の集計等

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 保険年金

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-4

受援対象業務の内容
（事務分掌）

被保険者証、高齢受給者証紛失、破損、汚損の際の再発行業務

受援対象業務名称 被保険者証、高齢受給者証再発行業務

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 3

業務マニュアル有無 有 名称等 平成29年度国民健康保険資格事務研修資料

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし
被保険者証、高齢受給者証再発行受付および出力、交
付事務

退職者 特になし
被保険者証、高齢受給者証再発行受付および出力、交
付事務

民間企業 特になし
被保険者証、高齢受給者証再発行受付および出力、交
付事務

NPO 特になし
被保険者証、高齢受給者証再発行受付および出力、交
付事務

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内、市民センター内 市庁舎内、市民センター内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保険年金課長 受援担当者 賦課係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター －

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当指示、留意点共有 担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

再交付申請受付、出力、交付
電話等の応対

再交付申請受付、出力、交付
電話等の応対

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 保険年金

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-5

受援対象業務の内容
（事務分掌）

国民健康保険料の免除受付・審査事務

受援対象業務名称 国民健康保険料の免除受付・審査事務

業務開始目標時間 1週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 10

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体
保険もしくは税務職経験者／必
須ではない

国民健康保険料の免除審査事務

退職者
保険もしくは税務職経験者／必
須ではない

国民健康保険料の免除受付事務

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内、市民センター内 市庁舎内、市民センター内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保険年金課長 受援担当者 賦課係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター －

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、シフト表・分担確認 －

会議・打合せ 担当指示、留意点共有 担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

国民健康保険料免除受付、審査
国民健康保険料免除受付、審査
電話等の応対

翌日作業設計 翌日の業務確認 －

1日の報告、情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有 職員打合せ、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 会場整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

市庁舎本館２階介護保険課

筆記用具、自動車（支援自治体職員が支援自治体か

ら調査場所へ直行の場合）

市庁舎本館２階介護保険課、調査場所

要介護認定に係る訪問調査（緊急を要する新規申請、区
分変更申請を原則とする）

訪問調査員

応援側

業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-6

【受援体制に関する情報】

訪問調査及び主治医意見書に関すること（市職員調査）

介護保険

1日必要人数業務開始目標時間 ２週間以内

受援対象業務シート

他自治体

退職者

後片付け

翌日以降の実施方針を情報共有資料に記載 -

応援側

情報共有資料の配布 情報共有資料の受領

調査資料コピー及び配布、調査結果の受領、提
出調査票の点検

配布資料に基づき、相手方と日程調整、認定調
査、調査結果の記載、調査結果の提出

処理件数、未処理件数、困難事案等の報告

申請に基づき、優先する認定調査を分類 準備

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

処理件数、未処理件数、困難事案等の把握

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等整理、情報共有用資料反映

1日の報告、情報共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

認定審査係長受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 所属長

大津市側
調査票様式（記載要領含）、（支援自治体職員が本市

へ派遣されている場合）自動車、PC、プリンタ

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

健康保険

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1ヶ月より遅く 6

訪問調査員テキスト（全自治体共通）、訪問調査票記載要領

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

被保険者からの申請に基づき訪問調査を行う（市職員調査部分に限る）
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（5） 健康保険部保健所 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険部保健所 衛生

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-7

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・市内の被災状況の確認

・生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査、把握し保健所（部）対策本部を通じて市対策本部へ連絡及び関係機関への情報提供

・衛生関係営業施設総合管理システムサーバ機器等の被害状況確認

・水道施設の被災状況の確認　・指定避難所等の設置状況等の確認

・災害時協定(大津市食品衛生協会）に基づく対応の要否について市対策本部と協議、必要な場合は要請

受援対象業務名称 飲料水及び食品の衛生確保に関すること

業務開始目標時間 6時間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 6

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし
生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査
水道施設の被災状況の確認

退職者 特になし
生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査
水道施設の被災状況の確認

民間企業 特になし 生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査

NPO 特になし 生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査

ボランティア 特になし 生活・食品衛生関係営業施設の被災状況の調査

主な活動場所 保健所 市内一円

その他 大津市食品衛生協会
避難所における衛生指導、生活用水の提供、食料品の供
出呼びかけ

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 衛生班長 受援担当者 衛生班

大津市側 応援側

用意する資機材 啓発資材（パンフレット類）、衛生資材（消毒用品等） 車両

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 水道施設リスト　生活・食品関係営業施設リスト 巡回担当地域の決定

会議・打合せ 巡回地域の指示、留意点共有 巡回地域の担当確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

水道施設、生活・食品関係営業施設巡回、被災
状況確認
当日の被災状況集計等
避難所の衛生状況、衛生状況確認
避難所での衛生指導、衛生資材の支給

水道施設、生活・食品関係営業施設巡回、被災
状況確認
当日の被災状況集計等
避難所の衛生状況、衛生状況確認
避難所での衛生指導、衛生資材の支給

翌日作業設計 翌日の巡回地域の確認

1日の報告、情報共有 職員打ち合わせ　問題点等情報共有 職員打ち合わせ　問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険部保健所 衛生

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-8

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・食品等の理化学･微生物検査
・食中毒、感染症等の微生物検査

受援対象業務名称 食品等の試験検査に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 薬剤師　化学職
食品等の理化学･微生物検査等検査技能を有する者
食中毒、感染症等の微生物検査等検査技能を有する者

退職者 薬剤師　化学職
食品等の理化学･微生物検査等検査技能を有する者
食中毒、感染症等の微生物検査等検査技能を有する者

民間企業 薬剤師　化学職
食品等の理化学･微生物検査等検査技能を有する者
食中毒、感染症等の微生物検査等検査技能を有する者

NPO

ボランティア

主な活動場所 本庁舎(別館１F） 本庁舎(別館１F）

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 衛生課長 受援担当者 試験検査係長

大津市側 応援側

用意する資機材 シャーレ、滅菌器具、ふらん器等検査機器一式 －

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 標準作業手順書、機器の確認 －

会議・打合せ
搬入検体の数、時間、検査内容、検査手法の確
認

搬入検体の数、時間、検査内容、検査手法の確認

主な活動
9：00～17：00

検査(微生物培養、確定）（放射性物質確認） 検査(微生物培養、確定）（放射性物質確認）

翌日作業設計 翌日の検査業務の確認

1日の報告、情報共有 職員打ち合わせ　問題点等情報共有 職員打ち合わせ　問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険部保健所 衛生

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-9

受援対象業務の内容
（事務分掌）

食品衛生関係営業施設の許認可、監視指導等

受援対象業務名称 食品衛生関係施設の営業許可及び届出並びに監視指導に関すること

業務開始目標時間 1ヶ月以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 食品衛生監視員 食品衛生関係営業施設の許認可、監視指導等

退職者 食品衛生監視員 食品衛生関係営業施設の許認可、監視指導等

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 保健所、市内営業施設 保健所、市内営業施設

その他 大津市食品衛生推進員 食品衛生関係営業施設の衛生指導等

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 衛生課長 受援担当者 食品指導係長

大津市側 応援側

用意する資機材
電話、パソコン、プリンター、施設一覧データ、車両、筆記用具、文具、デジタルカ

メラ、測定機器、地図（被害状況反映されているもの）、衛生資材（消毒用品等）
車両

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
現地調査、指導のための資機材準備、許可施設
リスト確認、分担確認

－

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア指示、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

担当エリアの現地調査
営業施設の被災状況の把握、営業継続の可否に
ついての判断
営業可能な施設への営業再開に向けた衛生指導
調査結果集計、許可台帳への記録　等

担当エリアの現地調査
営業施設の被災状況の把握、営業継続の可否に
ついての判断
営業可能な施設への営業再開に向けた衛生指導

翌日作業設計 翌日の調査エリア設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 打ち合わせ　問題点等情報共有 打ち合わせ　問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映 －
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

通報の受付
現場確認
犬猫飼養管理、応急処置、治療

市内巡回、現場確認
犬猫飼養管理、応急処置、治療

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 現地調査資機材準備、シフト表・分担確認 －

主な活動場所 センター処置室、野犬等出現場所 動物病院、野犬等出現場所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 動物愛護班長 受援担当者 動物愛護班

大津市側 応援側

用意する資機材 捕獲器材、医薬品 医薬品

NPO 獣医師、野犬等の捕獲経験者 野犬等の捕獲、収容・負傷家庭動物の治療

ボランティア 獣医師、野犬等の捕獲経験者 野犬等の捕獲、収容・負傷家庭動物の治療

退職者 獣医師、動物愛護行政経験者 野犬等の捕獲、収容・負傷家庭動物の治療

民間企業 獣医師、野犬等の捕獲経験者 野犬等の捕獲、収容・負傷家庭動物の治療

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 獣医師、動物愛護行政経験者 野犬等の捕獲、収容・負傷家庭動物の治療

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・野犬等の収容・負傷動物の収容
・ボランティアとの調整

受援対象業務名称 野犬等捕獲業務、負傷犬猫収容業務、収容犬猫管理業務

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 6

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

健康保険部保健所 衛生課動物愛護センター

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-10
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

被災者相談の受付・案内、電話等の応対
～
当日の被災者相談受付件数の集計等、及び消
毒作業実施

消毒作業実施

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 現地調査資機材準備、シフト表・分担確認 －

主な活動場所 被災現場 被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 衛生班長 受援担当者 衛生班（動物愛護センター）

大津市側 応援側

用意する資機材 消毒機器、薬剤 消毒機器、薬剤

NPO 消毒作業経験者 被災家屋の消毒作業

ボランティア 消毒作業経験者 被災家屋の消毒作業

退職者 消毒作業経験者 被災家屋の消毒作業

民間企業 消毒等業者 被災家屋の消毒作業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 消毒作業経験者 被災家屋の消毒作業

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・被災者との日程調整と消毒作業の実施（委託を含む）
・薬剤の調達

受援対象業務名称 被災家屋等の消毒業務

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 8

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

健康保険部保健所 衛生課動物愛護センター

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-11
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

前日調査結果の確認
巡回避難所及び自主避難所の情報提供・対応方
法検討
個別対応が必要な場合の連絡調整・精神科救急
情報
その他必要準備、確認

現地調査出発
避難所での活動
現地活動終了

翌日作業設計 問題点等整理、情報共有資料反映

1日の報告、情報共有 健康相談日報受領、問題点等情報共有
避難所健康相談日報、相談連名簿により結果報
告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映 後片付け

準備
現地調査帳票関係(精神科医療機関情報・薬剤
情報）

活動かばん

会議・打合せ 担当エリア指示・留意点共有 担当エリア指示・留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 保健活動班　専門分野担当チーム

大津市側 応援側

用意する資機材
災害時こころのチェックリストの準備、指導パンフレット・

エリアマップ、パソコン、プリンター・電話 車両・血圧計・筆記具・文具・携帯電話

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 保健所
大津市保健所・和邇・中・膳所すこやか相談所

及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業 専門家、臨床心理士 心のケアチームによる精神保健医療相談

NPO

他自治体 精神科医・精神保健福祉士・保健師 心のケアチームによる精神保健医療相談

退職者

業務開始目標時間 3日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

被災者のこころの健康状態を保つために、心のケアチーム派遣を依頼し、避難所での相談対
応を実施する

【応援要請に関する情報】

業務種別 応急業務 業務番号 健-12

健康保険部保健所 保健予防課

受援対象業務シート

受援対象業務名称 被災者の心のケアに関すること

1日必要人数

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災マニュアル
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

明日都浜大津 明日都浜大津

妊婦健康診査費用助成、各種妊婦のつどい、産後うつ対
策、不妊･不育症の費用助成、多胎児家庭育児支援、未
熟児養育医療費の助成等を実施

妊婦健康診査費用助成、各種妊婦のつどい、産後うつ対
策、不妊･不育症の費用助成、多胎児家庭育児支援、未
熟児養育医療費の助成等を実施

保健師・事務職

応援側

業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-13

【受援体制に関する情報】

母性保健事業に関すること

健康推進

1日必要人数業務開始目標時間 1ヶ月以内

受援対象業務シート

保健師・事務職

他自治体

退職者

必要書類の準備

応援側

マニュアル確認

妊婦健康診査費用助成、各種妊婦のつどい、産
後うつ対策、不妊･不育症の費用助成、多胎児家
庭育児支援、未熟児養育医療費の助成等を実
施

妊婦健康診査費用助成、各種妊婦のつどい、産
後うつ対策、不妊･不育症の費用助成、多胎児家
庭育児支援、未熟児養育医療費の助成等を実
施

特記事項・要個別対応者の共有

必要書類

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

特記事項・要個別対応者の共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

書類確認・問題点整理

1日の報告、情報共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

係長受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 課長

大津市側

電話・パソコン・プリンター・文具

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

健康保険部保健所

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1ヶ月より遅く 5

各事業マニュアル

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

母子手帳の交付、妊婦健康診査費用助成、各種妊婦のつどい、産後うつ対策、不妊･不育
症の費用助成、多胎児家庭育児支援、未熟児養育医療費の助成等を実施
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

*半日４０人程度の健診
〔活動例〕
受付→計測→診察→問診→歯科保健指導
*幼児健診の場合　歯科健診　フッソ塗布

*半日４０人程度の健診
〔活動例〕
受付→計測→診察→問診→歯科保健指導
*幼児健診の場合　歯科健診　フッソ塗布

翌日作業設計
健診後の乳幼児健康カードの最終確認
（各職種が確認）学区への申し送りがあれば実施

1日の報告、情報共有 半日の健診終了毎に検討会開催　次回方針決定 半日の健診終了毎に検討会開催　次回方針決定

とりまとめ 受診者のシステム入力　検討会ノート記載

準備 会場設営　物品準備

会議・打合せ 役割分担確認　マニュアル確認 役割分担確認　マニュアル確認

大津市側 応援側

指揮命令者 課長 受援担当者 係長

大津市側 応援側

用意する資機材
診察用具　計測用具　乳幼児健康カード
発達検査用具　他

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津　乳幼児健診室

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体 小児科医師　歯科医師　事務職
医師には診察健診業務　歯科医師には診察に加えフッ素
塗布

退職者
保健師　看護師　発達相談員
歯科衛生士

受付　問診　計測　発達相談　歯科保健指導

業務マニュアル有無 有 名称等 乳幼児健診の手引き

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

乳幼児に対し、心身の健康管理、障害及び疾病、虐待の早期発見・予防、育児支援を目的
とした健康診査の実施

受援対象業務名称 乳幼児健診、その他母子保健事業に関すること

業務開始目標時間 １ヶ月以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 14

健康保険部保健所 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 健-14
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-15

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 3

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 和邇すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 和邇すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-16

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 堅田すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 堅田すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-17

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 4

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 比叡すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 比叡すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-18

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 中すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 中すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両・血圧計・文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検



43 

 

 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-19

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 膳所すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 膳所すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-20

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 4

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 南すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 南すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

・被災者相談からの要配慮者、体調不良者への
対応
・相談結果報告から健康課題の抽出、対策検討

・避難所での健康相談、保健指導
・要配慮者・体調不良者の職員への引継ぎ報告
・相談件数集計

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有
職員・支援者合同ミーティングで報告をうけ、留意
点を共有する

職員・支援者合同ミーティングにおいて活動報告
と留意点の共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有用資料整理 整理点検

準備 分担確認

会議・打合せ １日の活動内容の確認、留意点の共有 １日の活動内容の確認、留意点の共有

大津市側 応援側

指揮命令者 保健活動班長 受援担当者 瀬田すこやか相談所長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話・パソコン・プリンター 車両、血圧計、文具（筆記用具、パソコン等）

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 明日都浜大津・すこやか相談所 瀬田すこやか相談所及び被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

退職者 保健師 避難所での健康相談、保健指導、予防啓発

業務マニュアル有無 有 名称等 保健所防災対応マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

健康相談により、避難所・救護所等における要配慮者や、体調不良者を把握し必要な支援
を行う

受援対象業務名称 避難所・救護所等での健康相談、保健指導

業務開始目標時間 発災直後から 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 6

健康保険 健康推進

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 健-21
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（6） 産業観光部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

産業観光 商工労働政策

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 産-1

受援対象業務の内容
（事務分掌）

公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査を実施する

受援対象業務名称 災害時の食品流通に係る調査と流通確保に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 0.5

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

退職者 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

民間企業 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

NPO 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

ボランティア 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他 特になし 公設卸売市場に指示をして流通状況の把握や調査により情報を収集する

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 商工労働政策課長 受援担当者 産業政策係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、ＰＣ，プリンタ ー

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 流通状況調査業務資機材準備、シフト表・分担確認 ー

会議・打合せ 担当者への業務内容指示　留意点共有 業務内容確認　留意点共有

主な活動
9：00～17：00

公設卸売市場への連絡、情報の収集、分析 公設卸売市場への連絡、情報の収集、分析

翌日作業設計 翌日業務確認 翌日業務確認

1日の報告、情報共有 当日の集計、分析、課題点共有 業務への意見出し、課題点共有

とりまとめ 課題点検討、翌日準備、情報共有資料作成 課題点整理
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

産業観光 商工労働政策

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 産-2

受援対象業務の内容
（事務分掌）

本部からの指示により必要な物資の供給依頼

受援対象業務名称 生活物資等の供給協力に関する協定に基づく、生活物資の調達及び輸送に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 0.5

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

退職者 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

民間企業 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

NPO 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

ボランティア 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他 特になし 協定に基づく機関へ生活物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 商工労働政策課長 受援担当者 産業政策係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、ＰＣ，プリンタ ー

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 物資調達・保管・供給業務資機材準備、シフト表・分担確認 ー

会議・打合せ 担当者への業務内容指示　留意点共有 業務内容確認　留意点共有

主な活動
9：00～17：00

協定に基づく機関への連絡、調整
供給物資の管理、数量集計

協定に基づく機関への連絡、調整
供給物資の管理、数量集計

翌日作業設計 翌日業務確認 翌日業務確認

1日の報告、情報共有 当日の集計、課題点共有 業務への意見出し、課題点共有

とりまとめ 課題点検討、翌日準備、情報共有資料作成 課題点整理
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

産業観光

受援対象業務名称 食料、日用品等生活必需物資の調達、保管、供給業務

商工労働政策

1日必要人数業務開始目標時間 1日以内

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

産業政策係長受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 商工労働政策課長

大津市側 応援側

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

当日の集計、課題点共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

課題点検討、翌日準備、情報共有資料作成

1日の報告、情報共有

課題点整理

翌日業務確認 翌日業務確認

応援側

担当者への業務内容指示　留意点共有 業務内容確認　留意点共有

協力機関への連絡、調整
供給物資の管理、数量集計

協力機関への連絡、調整
供給物資の管理、数量集計

業務への意見出し、課題点共有

物資調達・保管・供給業務資機材準備、シフト表・分担確認 ー

電話、ＰＣ，プリンタ

市庁舎内

ー

市庁舎内

業務種別 応急業務 業務番号 産-3

【受援体制に関する情報】

協力機関へ物資提供の依頼連絡、調達・保管までの調整物流関係業務従事者

受援対象業務の内容
（事務分掌）

食料や日用品など、生活に必要な物資を協力機関に依頼し、調達、保管、供給すること

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

業務終了目標時間 1週間以内 0.5

【応援要請に関する情報】
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（7） 環境部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-1

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害ごみを優先するため、戸別有料収集停止の周知案内を行なう

受援対象業務名称 大型ごみの収集運搬処理に関すること

業務開始目標時間 一週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 2

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 災害ごみ優先のため戸別有料収集停止の周知案内

退職者 特になし 災害ごみ優先のため戸別有料収集停止の周知案内

民間企業

NPO

ボランティア 特になし 災害ごみ優先のため戸別有料収集停止の周知案内

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 収集運搬事務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 なし なし

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 周知対象及び方法の手順作成 特になし

会議・打合せ 引継ぎ確認、問題点への対処法周知 引継ぎ事項確認、担当業務確認

主な活動
9：00～17：00

災害ごみを優先するため、戸別有料収集停止の
周知案内

災害ごみを優先するため、戸別有料収集停止の
周知案内

翌日作業設計 引継ぎ事項の整理、役割分担設定 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 集計結果共有
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-2

受援対象業務の内容
（事務分掌）

車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

受援対象業務名称 可燃以外ごみの収集運搬処理に関すること

業務開始目標時間 一週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 12

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

退職者 廃棄物減量推進課所属経験 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

民間企業 一般廃棄物収集運搬許可業者 可燃以外ごみの収集

NPO

ボランティア 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内、各施設、各避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 収集運搬事務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 なし 車両、軍手、デジタルカメラ

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 可燃ごみ回収ルート作成 作業着、軍手

会議・打合せ 引継ぎ確認、問題点への対処法周知 引継ぎ事項確認、担当業務確認

主な活動
9：00～17：00

収集業者との契約、回収ルート整理、受援受入の
調整

可燃以外ごみの収集手配。収集業者は回収

翌日作業設計 引継ぎ事項の整理、役割分担設定 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 集計結果共有
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 引継ぎ事項の整理、役割分担設定 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 集計結果共有

会議・打合せ 引継ぎ確認、問題点への対処法周知 引継ぎ事項確認、担当業務確認

主な活動
9：00～17：00

収集業者との契約、回収ルート整理、受援受入の
調整

可燃ごみの収集手配。収集業者は回収

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 可燃ごみ回収ルート作成 作業着、軍手

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内、各施設、各避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 収集運搬事務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 なし 車両、軍手、デジタルカメラ

NPO

ボランティア 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

退職者 廃棄物減量推進課所属経験 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

民間企業 一般廃棄物収集運搬許可業者 可燃ごみの収集

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

受援対象業務の内容
（事務分掌）

車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

受援対象業務名称 可燃ごみの収集運搬処理に関すること

業務開始目標時間 一週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 6

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-3
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 引継ぎ事項の整理、役割分担設定 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 集計結果共有

会議・打合せ 引継ぎ確認、問題点への対処法周知 引継ぎ事項確認、担当業務確認

主な活動
9：00～17：00

収集業者との契約、回収ルート整理、受援受入の
調整

散在性ごみの通報や前回回収実績の管理。収集
業者は回収

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 散在性ごみ回収ルート作成 作業着、軍手

主な活動場所 市庁舎内、各施設、各避難所 市庁舎内、各施設、各避難所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 散在性ごみ回収業務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 なし 車両、軍手、デジタルカメラ

NPO

ボランティア

退職者 廃棄物減量推進課所属経験 受入手続き、施設との調整

民間企業 一般廃棄物収集運搬許可業者 散在性ごみの収集

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 受入手続き

受援対象業務の内容
（事務分掌）

受入の手続き、施設との調整、各関係団体との調整

受援対象業務名称 散在性ごみの処理に関すること

業務開始目標時間 一週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 1

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-4
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-5

受援対象業務の内容
（事務分掌）

受入れ日時、受入れできるごみの周知、現場誘導、分別指導、受入不可物の排除

受援対象業務名称 災害廃棄物仮置き場での受入れ

業務開始目標時間 一週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 86

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 受入日時の周知、受入できるごみの周知

退職者 廃棄物減量推進課所属経験 分別指導

民間企業 特になし 現場誘導

NPO 特になし 現場誘導

ボランティア 特になし 現場誘導

主な活動場所 市庁舎内、仮置き場 仮置き場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 災害廃棄物処理計画担当

大津市側 応援側

用意する資機材 パソコン、デジタルカメラ 作業着、ヘルメット、軍手、デジタルカメラ

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 仮置き場資機材準備、シフト表・分担確認 作業着、ヘルメット、軍手

会議・打合せ 引継ぎ確認、問題点への対処法周知 引継ぎ事項確認、担当業務確認

主な活動
9：00～17：00

仮置場の入場者やごみ量の集計。前日の問題点
の検討。電話応対。

仮置場の入場者整理、場内案内。ごみの整理

翌日作業設計 引継ぎ事項の整理、役割分担設定 施錠

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 仮置場内点検・安全確認
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-6

受援対象業務の内容
（事務分掌）

必要としている避難所への仮設トイレの運搬、不足している仮設トイレの確保

受援対象業務名称 仮設トイレの運搬業務に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 3

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

退職者 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

民間企業 特になし 仮設トイレの提供・避難所への運搬

NPO

ボランティア

主な活動場所 避難所、仮設トイレ保管場所 避難所、仮設トイレ保管場所

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 収集運搬事務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 車両、軍手、携帯電話、デジタルカメラ 車両、軍手、仮設トイレ

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 仮設トイレの必要箇所、必要数の確認 車両、軍手、携帯電話、デジタルカメラ

会議・打合せ 引継ぎ事項確認、担当業務指示 引継ぎ事項確認、担当業務指示

主な活動
9：00～17：00

仮設トイレ運搬要請の整理、必要箇所、必要数の
把握、運搬先の決定、運搬

当日計画に基づく仮設トイレの運搬
当日要請に基づく仮設トイレの緊急運搬

翌日作業設計 仮設トイレの必要箇所、必要数の把握 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 仮設トイレ割振り状況の把握 仮設トイレ割振り状況の把握
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 引継事項整理、役割分担設定 翌日の役割分担確認

1日の報告、情報共有 報告、問題点等情報共有 報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点整理、情報共有資料整理 仮設トイレ割振り状況の把握

会議・打合せ 引継ぎ事項確認、担当業務指示 引継ぎ事項確認、担当業務指示

主な活動
9：00～17：00

収集業者との契約、収集ルート作成、受援受入の
調整

し尿等回収

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 収集ルートの作成 車両、作業着、軍手

主な活動場所 市庁舎内、避難所 避難所等

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 廃棄物減量推進課長 受援担当者 収集運搬事務担当

大津市側 応援側

用意する資機材 車両、軍手、携帯電話、デジタルカメラ 車両、作業着、軍手

NPO

ボランティア

退職者 廃棄物減量推進課所属経験者 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

民間企業 一般廃棄物収集運搬許可業者 し尿の収集・運搬

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 特になし 車両手配、各施設との連携、避難所への連絡

受援対象業務の内容
（事務分掌）

　し尿収集処理が困難な場合は、県・災害時における協力協定・市（下水道部局）と連携し
適正処理に努める。
　避難所等に設置された仮設トイレからし尿をし尿処理施設へ収集・運搬する。

受援対象業務名称 し尿の収集及び運搬に関すること

業務開始目標時間 1日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 3

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

環境 廃棄物減量推進　

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 環-7
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

避難所の開設及び管理に関すること

施設整備

1日必要人数業務開始目標時間 ３時間以内 4

指揮命令者 施設整備課長

大津市側 応援側

係長（北部グループ）受援担当者

受援対象業務シート

特になし

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

災害時における伊香立環境交流館の避難所開設

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

伊香立環境交流館を避難所として開設し、管理を行う

業務マニュアル有無 有 名称等

環境

受援対象業務名称

その他 避難所の運営補助

ボランティア

用意する資機材

後片づけとりまとめ

避難所の運営補助

【活動体制（1日の流れ）】

特に無し

特に無し

電話、パソコン、プリンター

市庁舎内

電話、パソコン、プリンター

伊香立環境交流館主な活動場所

ー

応援側

担当業務指示、留意点共有 担当業務確認、留意点共有

避難者の受け入れ
避難者数の集計、報告
避難所の応急救護
物資の確認、要請

電話にて避難者数、状況等の説明

－

翌日作業設計

大津市側

電話にて避難者数、状況等の確認

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点整理、情報共有用資料の作成

1日の報告、情報共有

前日調査結果の点検
避難者数の確認
必要な場合、現地確認
物資支給

避難所運営マニュアル、役割分担確認

翌日の業務確認

業務番号 環-8

【受援体制に関する情報】

被災者の受入、応急救護、物資の要請、避難者の集計

被災者の受入、応急救護、物資の要請、避難者の集計

避難所の運営補助

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

特になし

特に無しNPO

業務終了目標時間 2週間以内
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（8） 未来まちづくり部 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

業務終了目標時間 1週間以内 50

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・公園、緑地の被害状況の把握（指定管理者と連携）
・危険箇所の立入禁止措置
・避難所や避難場所での応急補修

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

電話、パソコン、住宅地図、平面図、施設配置図

市庁舎内

立入禁止措置用具（テープ、カラーコン）、土木資機

材

被災現場

業務種別 応急業務 業務番号 未-1

【受援体制に関する情報】

応急復旧、人命救助等に対する資機材、労力の提供造園技術者

前日調査・作業結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
その他必要準備、確認
確認後、時間があれば
現地確認出発
～現地状況確認
現地確認終了

現地調査・現地作業出発
～現地調査・作業
現地調査、作業終了

調査・作業結果報告、問題点・危険箇所等情報
共有

分担範囲の確認 分担可能内容の提示

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

調査・作業結果報告受領、問題点・危険箇所等
情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点・危険箇所等整理、情報共有用資料反映

1日の報告、情報共有

後片付け

翌日の調査・作業範囲設定、役割分担決定 ―

応援側

担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

都市公園施設等の指定管理者

係長（管理担当）受援担当者

その他 管理する都市公園、施設の立入禁止措置及び応急復旧

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 所属長

大津市側 応援側

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

未来まちづくり

受援対象業務名称 公園、緑地の被害状況調査及び対応に関すること

公園緑地

1日必要人数業務開始目標時間 ６時間以内
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

宅地応急危険度判定に関すること

開発調整

1日必要人数業務開始目標時間 １２時間以内 6

指揮命令者 所属長

大津市側 応援側

参事受援担当者

受援対象業務シート

被災宅地危険度判定士

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

被災宅地危険度判定業務実施マニュアル

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・被害の発生状況を把握
・危険度判定士を召集
・宅地住居である建築物等の敷地の危険度を判定

業務マニュアル有無 有 名称等

未来まちづくり

受援対象業務名称

その他

ボランティア

用意する資機材

後片付けとりまとめ

【活動体制（1日の流れ）】

電話、パソコン、プリンター、住宅地図、ホワイト
ボード、懐中電灯、測量用具等

被災地へ判定拠点を設置

判定ステッカー、デジタルカメラ、ホワイトボード、筆記

用具、コンベックス等

被災現場主な活動場所

―

応援側

担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

調査結果報告、問題点・危険箇所等情報共有

―

翌日作業設計

大津市側

調査結果報告受領、問題点・危険箇所等情報共
有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点・危険箇所等整理、情報共有用資料反映

1日の報告、情報共有

前日調査結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
その他必要準備、確認
確認後、時間があれば
現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

現地調査資機材準備、シフト表・分担確認

翌日の調査範囲設定、役割分担決定

業務番号 未-2

【受援体制に関する情報】

宅地住居である建築物等の敷地の危険度を判定

宅地住居である建築物等の敷地の危険度を判定

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

被災宅地危険度判定士

NPO

業務終了目標時間 1ヶ月より遅く
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

市庁舎内

なし

市庁舎内

被害状況の集約、マッピング等

応援側

業務種別 応急業務 業務番号 未-3

【受援体制に関する情報】

家屋、建物の被害状況把握に関すること

建築指導

1日必要人数業務開始目標時間 ３時間以内

受援対象業務シート

建築職

他自治体

退職者

後片付け

判定実施計画の策定及び応急危険度判定士等
の受入準備

なし

応援側

担当エリア確認、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

災害状況、家屋、建物の被害状況把握 災害状況、家屋、建物の被害状況把握

被害状況集約、情報共有

被災地地図等準備、分担確認 なし

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

被害状況集約、情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

被害状況整理、応急危険度判定要否判断資料
等作成

1日の報告、情報共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

参事受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 建築指導課長

大津市側

電話、パソコン、プリンター、筆記用具

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

未来まちづくり

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1週間以内 5

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害対策本部からの災害情報及び課員参集時の状況報告等により被害情報等を把握
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

災害状況、家屋、建物の被害状況把握
要対応箇所の整理
対応方針の検討
判定実施計画の策定
応急危険度判定士等の受入準備

災害状況、家屋、建物の被害状況把握
要対応箇所の整理
対応方針の検討
判定実施計画の策定
応急危険度判定士等の受入準備

翌日作業設計
広域応援判定士等の受入、応急危険度判定結
果の整理

なし

1日の報告、情報共有
判定実施計画、必要資機材確認、問題点等情報
共有

判定実施計画、必要資機材確認、問題点等情報
共有

とりまとめ 問題点等の整理、情報共有用資料反映 後片付け

準備 被災地地図、調査資機材等準備、分担確認 なし

会議・打合せ 担当エリア確認、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 建築指導課長 受援担当者 指導係長、管理係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、筆記用具 なし

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内 市庁舎内

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体 建築職 判定実施計画の策定

退職者 建築職 応急危険度判定士等の受入準備

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

判定実施計画の策定及び応急危険度判定士等の受入準備

受援対象業務名称 建築物応急危険度判定に関すること

業務開始目標時間 １日以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 2.5

未来まちづくり 建築指導

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 未-4
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

災害状況、家屋、建物の被害状況把握
要対応箇所の整理
対応方針の検討
状況により現地確認

判定士の指導、支援
現地調査
報告書作成

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担設定 なし

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等の整理、情報共有用資料反映 後片付け

準備 被災地地図、調査資機材等準備、分担確認 なし

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 建築指導課長 受援担当者 審査係長、建築安全推進係長

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、筆記用具
車両、デジタルカメラ、筆記用具、文具、測
定機材

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 被災地へ活動拠点を設置 被災現場

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業 被災建築物応急危険度判定士 判定士の指導、支援、応急危険度判定の実施

NPO

他自治体 被災建築物応急危険度判定士 判定士の指導、支援、応急危険度判定の実施

退職者 被災建築物応急危険度判定士 判定士の指導、支援、応急危険度判定の実施

業務マニュアル有無 有 名称等 被災建築物応急危険度判定マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

広域応援判定士等の受入及び応急危険度判定の報告

受援対象業務名称 広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること（建築関係）

業務開始目標時間 １日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 2.5

未来まちづくり 建築指導

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 未-5
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

未来まちづくり

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1週間以内 6

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

庁舎等公共建築物の被害状況を把握するとともに、応急対策の必要性、工法、契約手法、
スケジュール及び優先順位等について施設所管課と協議のうえ提案・実施する。

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

建築第１係長（市域南部）、建築第２係長（市域北部）受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 建築課長

大津市側

既存建築物設計図面、下げ振り、ハンマー

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

業務結果報告受領、問題点等情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等整理、情報共有資料反映

1日の報告、情報共有

後片付け

翌日業務の設定、分担決定、建設業協会への派
遣依頼

－

応援側

担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

前日の業務結果の点検、整理
所管課への連絡、協議
所管課からの新規依頼受託、聴き取り、整理
必要に応じ現場確認
その他必要準備、確認

現地庁舎出発
～建設業協会員とともに被害状況把握、応急対
策の立案
緊急度に応じ市へ連絡のうえ、応急対策実施の
指示（建設業協会員による施工）、結果の確認

業務結果報告、問題点等情報共有

現地調査資機材準備、シフト表、分担確認 －

業務種別 応急業務 業務番号 未-6

【受援体制に関する情報】

庁舎等公共建築物に係る被害状況の把握及び応急対策の立案、実施に関すること

建築

1日必要人数業務開始目標時間 ３時間以内

受援対象業務シート

建築技術職員ＯＢ

他自治体

退職者

市役所別館

車両、携帯電話、筆記用具、測定機材、
ヘルメット

被災地現場

被害状況の把握、建設業協会員とともに応急対策の立
案、実施結果の確認
被害状況の把握、建設業協会員とともに応急対策の立
案、実施結果の確認

建築技術職員

応援側
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日業務の確認、建築士会への派遣依頼 －

1日の報告、情報共有 結果報告受領、問題点等情報共有 結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映 後片付け

会議・打合せ 建築士会への連絡・要請（判定施設指示、留意点共有） 建築士会本部から建築士会会員への連絡・要請（判定施設指示、留意点共有）

主な活動
9：00～17：00

災害対策本部への連絡、調整、協議
建築士会への連絡、要請
災害対策本部からの新規要請受託、聴き取り、
整理
必要に応じ現場確認
前日の判定結果の点検、整理
その他必要準備、確認

建築士会会員によるセーフティチェックの実施
建築士会会員から避難所担当員等への結果報
告
建築士会会員から建築士会本部へ結果報告
建築士会本部にて結果整理、市への報告

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
災害対策本部からの連絡・要請、現地調査資機
材準備、シフト表、分担確認

－

主な活動場所 市役所別館 被災地現場

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 建築課長 受援担当者 課長補佐

大津市側 応援側

用意する資機材 既存建築物設計図面、下げ振り、ハンマー 車両、携帯電話、筆記用具、測定機材、ヘルメット

NPO

ボランティア

退職者

民間企業 建築士、被災建築物応急危険度判定士
避難施設等の安全性を判定するため、被災建築物応急
危険度判定（セーフティチェック）を実施する。

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害発生時において、大津市地域防災計画に基づく防災拠点、医療活動拠点及び避難所
等について、被災建築物応急危険度判定（セーフティチェック）を実施する。

受援対象業務名称 建築士会関係者への避難施設等のセーフティチェックの実施に関すること

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 0.75

業務マニュアル有無 有 名称等 被災建築物応急危険度判定マニュアル

【応援要請に関する情報】

未来まちづくり 建築

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 未-7
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

前日の業務の点検、整理
所管課への連絡、協議
所管課からの新規依頼受託、聞き取り、整理
必要に応じて現場確認
その他必要準備、確認

庁舎出発
公共建築物の電気･機械設備の被害状況を把握
する
応急対策の必要性、工法、契約手法、スケジュ
－ル及び優先順位等について施設所管課と協議
必要に応じて、市の担当者に連絡のうえ、可能な
仮処置を行う

翌日作業設計 翌日の業務の設定、分担決定 －

1日の報告、情報共有 業務結果報告受領、問題点等情報共有 業務結果報告報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有資料反映 後片付け

準備 現地調査資機材準備、シフト表、分担確認 －

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア指示、留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 建築課長 受援担当者 電気設備係長、機械設備係長

大津市側 応援側

用意する資機材 各種測定機材、工具類、ヘルメット 車両、携帯電話、筆記用具、懐中電灯

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 庁舎別館 被災地現場

その他

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体

退職者 電気･機械技術職員
被害状況を把握、応急対策の必要性・工法・契約手法・
スケジュ－ル及び優先順位等について施設所管課と協議
うえ提案・実施する。

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

庁舎等公共建築物の電気･機械設備の被害状況を把握するとともに、応急対策の必要性、
工法、契約手法、スケジュ－ル及び優先順位等について施設所管課と協議うえ提案・実施
する。

受援対象業務名称 市庁舎内の電気、機械設備等の保全に関すること

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 8

未来まちづくり 建築

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 未-8
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（9） 企業局 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

水道施設の被害状況等の情報収集及び報告

水道ガス整備

1日必要人数業務開始目標時間 ３時間以内 32

指揮命令者 水道ガス整備課長

大津市側 応援側

水道ガス整備課副参事（水道担当）受援担当者

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

水道の被害状況の把握及び集約に関すること
（日本水道協会７支部×４名＋４名）

業務マニュアル有無 有 名称等

企業局

受援対象業務名称

その他 他都市への応援要請

ボランティア

用意する資機材

後片づけとりまとめ

【活動体制（1日の流れ）】

日本水道協会

点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話

給水区域

点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話

給水区域主な活動場所

－

応援側

担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

調査結果報告、問題点等情報共有

工具等機材

翌日作業設計

大津市側

調査結果報告受領、問題点等情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等整理、情報共有用資料反映

1日の報告、情報共有

前日調査結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
必要な場合現地確認
その他必要準備、確認

地図、配管図、工具等機材、分担確認

翌日の調査範囲設定、役割分担決定

業務番号 企-1

【受援体制に関する情報】

水道の被害状況の把握及び集約に関すること

水道の被害状況の把握及び集約に関すること大津市指定工事店

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

水道事業体職員

NPO

業務終了目標時間 1ヶ月以内
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

企業局 水道ガス整備

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-2

受援対象業務の内容
（事務分掌）

ガスの被害状況の把握及び集約に関すること

受援対象業務名称 ガス施設の被害状況等の情報収集及び報告

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 8

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

退職者

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 供給区域 供給区域

その他 日本ガス協会 他都市への応援要請

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 水道ガス整備課長 受援担当者 水道ガス整備課長補佐（ｶﾞｽ担当）

大津市側 応援側

用意する資機材 点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話 点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 地図、配管図、工具等機材、分担確認 工具等機材

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

前日調査結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
必要な場合現地確認
その他必要準備、確認

現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

企業局 水道ガス整備

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-3

受援対象業務の内容
（事務分掌）

水道施設の復旧の実施に関すること
（日本水道協会７支部×８名＋８名）

受援対象業務名称 配水管の応急復旧、バルブ操作及び洗管作業

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 64

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 水道事業体職員 水道施設の復旧の実施に関すること

退職者

民間企業 大津市指定工事店 水道施設の復旧の実施に関すること

NPO

ボランティア

主な活動場所 給水区域 給水区域

その他 日本水道協会 他都市への応援要請

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 水道ガス整備課長 受援担当者 水道ガス整備課副参事（水道担当）

大津市側 応援側

用意する資機材 点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話 点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 地図、配管図、工具等機材、分担確認 工具等機材

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

前日復旧結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
必要な場合現地確認
その他必要準備、確認

現地復旧出発
～現地復旧作業
現地復旧終了

翌日作業設計 翌日の復旧範囲設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 復旧結果報告受領、問題点等情報共有 復旧結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

企業局 水道ガス整備

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-4

受援対象業務の内容
（事務分掌）

ガス施設復旧計画の作成、進捗管理

受援対象業務名称 ガス施設復旧計画の作成、進捗管理

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 5

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

退職者

民間企業

NPO

ボランティア

主な活動場所 供給区域

その他 日本ガス協会 他都市への応援要請

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 水道ガス整備課長 受援担当者 水道ガス整備課長補佐（ｶﾞｽ担当）

大津市側 応援側

用意する資機材 点検車両、工具、携帯無線機、携帯電話

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 地図、配管図、工具等機材、分担確認

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

前日調査結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
必要な場合現地確認
その他必要準備、確認

現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定 －

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

水道の被害状況の把握に関すること（二次体制）

水道ガス改良

1日必要人数業務開始目標時間 １週間以内 64

指揮命令者 水道調査班長

大津市側 応援側

水道調査班副班長受援担当者

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

水道の被害状況の把握に関すること（二次体制）

※資料２の必要人数下段見え消し数字(20)は、企業局災害対策要綱(H28.4)別表3-3により設定(指揮者＋調査６

班)したものであるが、実際の台風襲来で生じた大規模停電と倒木による被害の復旧事例を踏まえ、速やかで手戻り

無く復旧することを勘案し、上段数値(64：全国8支部毎に8人)とした。

業務マニュアル有無 有 名称等

企業局

受援対象業務名称

その他
資料２(事業概要)⑦の内容及び監理部署等との調整に基づく他水
道事業体への応援要請

ボランティア

用意する資機材

調査で使用する資機材点検と不足分大津市側連絡とりまとめ

【活動体制（1日の流れ）】

日本水道協会職員

PCと関連資機材、大判地図(施設入)、大型ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、並

びに、車両(車載工具)、携帯電話・無線、カメラ

配水支管(Φ350以下)を中心(重要路線を一部含む)とする

埋設路線及び水管橋

車両(車載工具)、携帯電話・無線、カメラ

配水支管(Φ350以下)を中心(重要路線を一部含む)とする

埋設路線及び水管橋主な活動場所

翌日の調査等、班内で情報共有・調整

応援側

応援側と調査区域(帳票)調査スケジュール確認

注意事項(追加されたもの)確認・情報共有

大津市側と調査区域(帳票)調査スケジュール確認

注意事項(追加されたもの)確認・情報共有

①調査区域をｽｹｼﾞｭｰﾙに沿って被害状況把握
調査
②調査結果を現場で帳票記入
※ｽｹｼﾞｭｰﾙに沿って、定時連絡を大津市側との
間で行う。特に報告すべき事項や現場確認求め
る事項は随時連絡。

大津市側へ調査結果入力帳票(口頭説明も)、画像ﾃﾞｰﾀ

提出

当日使用する資機材の点検・確認

翌日作業設計

大津市側

全体状況や今後の見通し等応援側へ情報提供

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

翌日の応援側で使用する資機材・帳票等応援側へ

1日の報告、情報共有

①大判地図(施設入)に応援側(被害状況把握調査)

提示連絡内容を速報で記入

②監理部署等へ報告、情報共有とともに協議により調

査のｽｹｼﾞｭｰﾙや内容等変更が生じた場合は速やかに

応援側へ連絡

④翌日の調査範囲等調査帳票準備

※応援側で判断が困難で至急を要する場合等、大津

市側が現場で合流して対応

追加で当日応援側に渡す資機材・帳票の準備・確認

不足・追加資機材調達・帳票準備

業務番号 企-5

【受援体制に関する情報】

資料２(事業概要)①～⑥

資料２(事業概要)①～⑤の調査・確認作業における資機材支援給水装置工事事業者

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

水道事業体職員

NPO

業務終了目標時間 2週間以内
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

①大判地図(施設入)に応援側(被害状況把握調査)

提示連絡内容を速報で記入

②監理部署等へ報告、情報共有とともに協議により調

査のｽｹｼﾞｭｰﾙや内容等変更が生じた場合は速やかに

応援側へ連絡

④翌日の調査範囲等調査帳票準備

※応援側で判断が困難で至急を要する場合等、大津

市側が現場で合流して対応

①調査区域をｽｹｼﾞｭｰﾙに沿って被害状況把握
調査
②調査結果を現場で帳票記入
※ｽｹｼﾞｭｰﾙに沿って、定時連絡を大津市側との
間で行う。特に報告すべき事項や現場確認求め
る事項は随時連絡。

翌日作業設計 不足・追加資機材調達・帳票準備 翌日の調査等、班内で情報共有・調整

1日の報告、情報共有 全体状況や今後の見通し等応援側へ情報提供
大津市側へ調査結果入力帳票(口頭説明も)、画像ﾃﾞｰﾀ

提出

とりまとめ 翌日の応援側で使用する資機材・帳票等応援側へ 調査で使用する資機材点検と不足分大津市側連絡

準備 追加で当日応援側に渡す資機材・帳票の準備・確認 当日使用する資機材の点検・確認

会議・打合せ
応援側と調査区域(帳票)調査スケジュール確認

注意事項(追加されたもの)確認・情報共有

大津市側と調査区域(帳票)調査スケジュール確認

注意事項(追加されたもの)確認・情報共有

大津市側 応援側

指揮命令者 水道調査班長 受援担当者 水道調査班副班長

大津市側 応援側

用意する資機材
PCと関連資機材、大判地図(施設入)、大型ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、並

びに、車両(車載工具)、携帯電話・無線、カメラ
車両(車載工具)、携帯電話・無線、カメラ

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所
本庁、並びに、重要路線[送水管、配水本管(Φ350超)]を

中心とする埋設路線及び水管橋

重要路線[送水管、配水本管(Φ350超)]を中心とする埋設

路線及び水管橋

その他 日本水道協会職員
資料２(事業概要)⑤の内容及び監理部署等との調整に基づく他水
道事業体への応援要請

【受援体制に関する情報】

民間企業 給水装置工事事業者 資料２(事業概要)①～④の調査・確認作業における資機材支援

NPO

他自治体 水道事業体職員 資料２(事業概要)①～④

退職者

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

水道の被害状況の把握に関すること（初動体制）

※資料２の必要人数下段見え消し数字(20)は、企業局災害対策要綱(H28.4)別表3-3により設定(指揮者＋調査６

班)したものであるが、実際の発災時における大規模停電と停電に起因する加圧施設機能停止等、平成29年10月

の台風21号来襲時の被害状況の把握等を踏まえ、上段数値(32：全国8支部毎に4人)とした。

受援対象業務名称 水道の被害状況の把握に関すること（初動体制）

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 32

企業局 水道ガス改良

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-6
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

前日の問題点の整理し復旧計画の検討
必要な場合は、現地確認

現地調査出発
～現地調査
現地調査終了

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定

1日の報告、情報共有 調査結果の受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片付け、会場整理点検

準備 シフト表、分担確認、住宅地図（ルート図）、台帳

会議・打合せ 担当エリア指示 担当エリア確認、留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 下水道課長 受援担当者 下水道課長補佐（参事）

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、蓋開け 調査車両、カメラ、検査鏡、ガス検知器、文具

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内又は水再生センター 市内一円

その他 近畿ブロック、下水道事業団 調査補助

【受援体制に関する情報】

民間企業 管路維持協会 カメラ管路調査、目視管路調査

NPO

他自治体 下水道職 管路調査及び調査結果票作成

退職者

業務マニュアル有無 有 名称等 大津市下水道施設災害対応・復旧マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

全体の被害状況を把握するため、全管路1405ｋｍについて、MH蓋を開けて調査する。1班４
名10班体制　目標：被災後4日目から開始し、20日目で完了

受援対象業務名称 管路-復旧対策　全下水道管路の調査

業務開始目標時間 １週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 40

企業局 下水道

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-7
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

必要な場合は、現場確認
仮復旧方法、仮配管ルートの検討
関係機関との調整協議（他の地下埋設物管理
者、道路管理者、重要拠点、警察等）
広報内容の整理（使用自粛、仮復旧完了）

仮復旧方法、仮配管ルートの提案
現場仮復旧
復旧予定の策定

翌日作業設計 翌日の業務確認

1日の報告、情報共有 施工状況、必要資材の報告を受ける 施工状況の報告、必要資材の報告

とりまとめ 近ブロ幹事、事業団へ必要資材の手配 後片付け

準備 指示票、住宅地図（ルート図）、台帳（地下埋含む）

会議・打合せ 担当エリア、仮復旧内容指示 担当エリア確認、留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 下水道課長 受援担当者 下水道課長補佐（参事）

大津市側 応援側

用意する資機材 電話、パソコン、プリンター、蓋開け 建設重機、仮復旧資材等

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 市庁舎内又は水再生センター 仮設措置を要する現場

その他 下水道事業団 作業の補助・指揮

【受援体制に関する情報】

民間企業 建設業協会、コンサル（下水道） 仮設ポンプ、仮配管の設置、仮復旧

NPO

他自治体 下水道職 現場監督

退職者

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

被災した管路施設に対して、仮設ポンプの設置・汚水が溢水しそうな場所に仮設ポンプ・仮
設配管等を設置する。

受援対象業務名称 管路-応急復旧　被災した管路の応急復旧

業務開始目標時間 1週間以内 業務終了目標時間 1ヶ月以内 1日必要人数 24

企業局 下水道

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-8
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の検査範囲の設定･役割分担の決定

1日の報告、情報共有 検査結果受領・問題点等情報共有 検査結果報告・問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有資料の反映 検査書類の整理

会議・打合せ 検査場所の指示・留意点の共有 検査場所の確認・留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

検査書類の配布
検査日程の調整
翌日の検査場所の決定及び書類の準備

指定検査場所へ出発
現地にて検査
検査完了後帰庁

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 検査用器材準備・検査予定表。分担確認

主な活動場所 お客様設備課 市内一円

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 お客様設備課長 受援担当者 検査グループリーダー

大津市側 応援側

用意する資機材 検査器材一式 車両　筆記用具

NPO

ボランティア

退職者

給水装置主任技術者、内管検査員、消費機

器調査員、液化石油ガス設備士及び下水道

排水設備工事責任技術者と同等以上の資格

者又は経験者

給水装置工事・ガス内管及びガス栓工事・排水設備計画
確認申請書に基づく検査

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

給水装置主任技術者、内管検査員、消費機

器調査員、液化石油ガス設備士及び下水道

排水設備工事責任技術者と同等以上の資格

者又は経験者

給水装置工事・ガス内管及びガス栓工事・排水設備計画
確認申請書に基づく検査

受援対象業務の内容
（事務分掌）

給水装置、ガス供給装置工事及び排水設備工事の竣工検査業務
【マニュアル名称等】
給水装置検査要綱･要領、排水設備工事検査要綱・検査手順、ガス供給装置工事検査要綱・要領

受援対象業務名称 給水装置、ガス供給装置工事及び排水設備工事の検査

業務開始目標時間 15日～30日目 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 ４～５

業務マニュアル有無 有 名称等 下記参照

【応援要請に関する情報】

企業局 お客様設備

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-9
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の審査物件の設定･役割分担の決定

1日の報告、情報共有 受付、審査結果報告受領、問題点等情報共有 受付、審査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有資料の反映 審査書類の整理

会議・打合せ 勉強会の開催、留意点の共有 勉強会への参加、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・給水装置工事申込書、ガス内管及びガス栓工
事申込書の配布
・審査完了後、精査
・関連帳票の確認
・入金確認
・稟議

・給水装置工事申込書、ガス内管及びガス栓工
事申込書の書類の審査及び確認
・パソコン入力
・関連帳票の作成

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
審査関連図書

（基準要領、単価表、技術テキスト等）

主な活動場所 お客様設備課執務室 お客様設備課執務室

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 お客様設備課長 受援担当者 装置グループリーダー

大津市側 応援側

用意する資機材 パソコン、プリンター、審査関連図書 筆記用具、電卓

NPO

ボランティア

退職者

給水装置主任技術者、内管検査員、消費機

器調査員、液化石油ガス設備士と同等以上

の資格者又は経験者

給水装置工事申込書の審査
ガス内管及びガス栓工事申込書の審査

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

給水装置主任技術者、内管検査員、消費機

器調査員、液化石油ガス設備士と同等以上

の資格者

給水装置工事申込書の審査及び精算
ガス内管及びガス栓工事申込書の審査及び精算

受援対象業務の内容
（事務分掌）

給水装置及びガス供給装置工事申請の受付、申請内容の審査並びに工事完了後の精算業務
【マニュアル名称等】
業務アニュアル・審査基準、給水装置工事施工基準、ガス技術テキスト、水道・ガス工事一般仕様書

受援対象業務名称 給水装置及びガス供給装置工事の受付、審査及び精算

業務開始目標時間 15日～30日目 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 8

業務マニュアル有無 有 名称等 下記参照

【応援要請に関する情報】

企業局 お客様設備

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-10
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の審査物件の設定･役割分担の決定

1日の報告、情報共有 受付、審査結果報告受領、問題点等情報共有 受付、審査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理・情報共有資料の反映 審査書類の整理

会議・打合せ 勉強会の開催、留意点の共有 勉強会への参加、留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

・排水設備「計画確認書の配布
・審査完了後、精査
・稟議

・排水設備計画確認書の書類の審査及び確認
・パソコン入力
・関連帳票の作成

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備
審査関連図書

（審査フローチャート、排水設備指針）

主な活動場所 お客様設備課執務室 お客様設備課執務室

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 お客様設備課長 受援担当者 業務グループリーダー

大津市側 応援側

用意する資機材 パソコン、プリンター、審査関連図書 筆記用具、電卓

NPO

ボランティア

退職者
下水道排水設備工事責任技術者の資格者

又は経験者 排水設備計画申請書の審査

民間企業

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体
下水道排水設備工事責任技術者の資格者

又は経験者 排水設備計画申請書の審査

受援対象業務の内容
（事務分掌）

下水道排水設備工事申請の受付及び申請内容の審査業務

受援対象業務名称 下水道排水設備工事の受付及び審査

業務開始目標時間 15日～30日目 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 2

業務マニュアル有無 有 名称等 排水設備計画確認申請書審査フローチャート

【応援要請に関する情報】

企業局 お客様設備

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-11
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

水道施設の復旧の実施に関すること

維持管理

1日必要人数業務開始目標時間 １週間以内 84

指揮命令者 水道応急対策班長・配水復旧班長

大津市側 応援側

水道応急対策副班長・配水復旧副班長受援担当者

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

上水道施設特に送水配水管の復旧作業を実施する
(最小限：日水協7地方支部×2班×6人）

業務マニュアル有無 有 名称等

企業局

受援対象業務名称

その他 被災地の現状把握及び他都市への応援要請

ボランティア

用意する資機材

後片付けとりまとめ

【活動体制（1日の流れ）】

日本水道協会職員

緊急修繕材料　埋戻骨材　ガソリン等　残
土置場

給水地区

修繕車両　工具　携帯電話　　仕切弁キー
消火栓スタンド　　音聴棒等

給水地区主な活動場所

役割分担　　引継ぎ

応援側

ツールボックスミーティング ツールボックスミーティング

漏水箇所の復旧作業
修繕後通水洗管作業
事後漏水調査

報告書作成

翌日作業設計

大津市側

通水　復旧範囲確認

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

復旧範囲の確認

1日の報告、情報共有

漏水通報に関する現地確認
濁水　断水影響範囲確認
配水管路の復旧状況確認

配管図　骨材保管所　材料置場　残土置場地図

翌日の復旧作業エリヤ確認

業務番号 企-12

【受援体制に関する情報】

配水本管の配管施工管理及びバルブ操作　洗管作業

重機等を操作して、漏水箇所の掘削修繕工事　水道工事店

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

水道事業体職員

NPO

業務終了目標時間 1ヶ月より遅く
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

企業局 安全サービス

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-13

受援対象業務名称 救急指定病院及び避難場所へのガス供給確保に関すること。

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 2週間以内 1日必要人数 254

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

移動式ガス発生設備を確保し、救急病院及び避難所へ供給活動を行うと伴に、仮設配管に
よる供給を早期に実施する。（対策本部設置時の主担当課：緊急供給班 お客様設備課）
（熊本地震日本ガス協会資料参照　１２７台×２人＝２５４人）

業務マニュアル有無 有 名称等 ガス漏えい及びガス事故等処理要領

【応援要請に関する情報】

他自治体

退職者

民間企業
ガス導管事業者・ガス小売事業者
指定工事店

救急指定病院及び避難所への仮設配管業務及び修繕業務

NPO

ボランティア

主な活動場所 救急指定病院及び避難所 被災現場、避難所

その他 （社）日本ガス協会 被災地の現状把握及びガス導管事業者等への応援要請

【受援体制に関する情報】

大津市側 応援側

指揮命令者 安全サービス課長 / お客様設備課長 受援担当者 安全ｻｰﾋﾞｽ課緊急保安GL/お客様設備課

大津市側 応援側

用意する資機材 移動式ガス発生設備、工作車、カセットコンロ 移動式ガス発生設備、工作車

【活動体制（1日の流れ）】

準備 地図作成、分担確認、供給資機材準備 移動式ガス発生設備の点検

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

要対応箇所の整理
必要な場所現地確認、対応方針の検討
救急指定病院及び避難場所への仮供給及び
カセットコンロ貸出し

救急指定病院及び避難場所への仮供給及び
カセットコンロ貸出し

翌日作業設計 翌日の供給範囲設定、役割分担決定

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の給水範囲の設定・役割分担決定

1日の報告、情報共有 調査結果の結果報告受領、問題点の共有 調査結果の結果報告受領、問題点の共有

とりまとめ 問題点の整理、情報共有用資料の反映 後片付け

会議・打合せ 担当エリア指示・留意点の共有 担当エリア指示・留意点の共有

主な活動
9：00～17：00

前日対応結果の点検
要対応箇所の整理、対応方針検討
必要に応じた現地確認
その他の必要準備、確認

現地調査出発
現地調査
現地調査完了

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 地図作成、分担確認、給水車の補給（充填） 給水車の補給（充填）・機材器類点検

主な活動場所 救急指定病院及び避難所 救急指定病院及び避難所

その他 日本水道協会職員 被災地の現状把握及び他都市等への応援要請

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 安全サービス課長　/　お客様設備課長 受援担当者 保安維持管理ＧＬ　/　お客様設備課

大津市側 応援側

用意する資機材 給水車、給水袋 給水車、車両

NPO

ボランティア

退職者

民間企業 給水装置工事主任技術者、技能者 救急指定病院及び避難所への仮設給水、修繕業務

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 水道事業体職員 、 自衛隊 給水車による給水業務

受援対象業務の内容
（事務分掌）

給水車を確保し、指定救急病院及び避難所へ給水活動を行うと共に、仮設配管による給水
を早期に実施する。（対策本部設置時の主担当課：応急給水班　お客様設備課）
(熊本地震厚労省資料:最大時420人）

受援対象業務名称 救急指定病院及び避難場所への給水確保に関すること。

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1ヶ月より遅く 1日必要人数 420

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

企業局 安全サービス

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-14
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

企業局 安全サービス

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-15

受援対象業務名称 ガス緊急対応に関すること

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 1,859

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害による漏えい場所を把握し、保安措置の実施。（熊本地震日本ガス協会資料　閉開栓
最大時　１，１５７人　+　内管復旧最大時　７０２人＝１，８５９人）

業務マニュアル有無 有 名称等 ガス漏えい及びガス事故等処理要領

【応援要請に関する情報】

他自治体

退職者

民間企業
ガス導管事業者・ガス小売事業者
指定工事店

閉栓業務

NPO

ボランティア

主な活動場所 供給区域 供給区域

その他 （社）日本ガス協会 進捗管理

【受援体制に関する情報】

大津市側 応援側

指揮命令者 安全サービス課長 受援担当者 緊急保安グループリーダー

大津市側 応援側

用意する資機材
車両、携帯無線機、携帯電話、
閉栓作業が出来る工具

車両、携帯無線機、携帯電話、
閉栓作業が出来る工具

【活動体制（1日の流れ）】

準備 地図・配管図・工具等機材準備、分担確認

会議・打合せ 担当エリア指示、留意点共有 担当エリア確認、留意点共有

主な活動
9：00～17：00

要対応箇所の整理、対応方針検討
必要な場合現地確認
応援者への内容指示、依頼

被災場所の閉栓業務

翌日作業設計 翌日の調査範囲設定、役割分担決定

1日の報告、情報共有 作業結果報告受領、問題点等情報共有 作業結果報告、問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理、情報共有用資料反映 後片づけ
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 翌日の役割分担の決定、エリアの確認 役割分担

1日の報告、情報共有 修繕状況の共有、報告書 報告者を作成

とりまとめ 問題点の整理 後片付け

会議・打合せ ツールボックスミーティング ツールボックスミーティング

主な活動
9：00～17：00

漏水箇所の緊急措置、バルブ停止及び仮止水の
施工
応援者への内容指示、依頼

漏水による二次災害防止のため仕切り弁、止水
栓の閉止
現場状況の報告及び報告書作成

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 地図・配管図・工具等機材準備、分担確認

主な活動場所 給水区域 給水区域

その他 日本水道協会職員 被災地の現状把握及び他都市への応援要請

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 安全サービス課長 受援担当者 保安維持管理グループリーダー

大津市側 応援側

用意する資機材 修繕車両、工具、携帯無線機、携帯電話 修繕車両、工具、携帯無線機、携帯電話

NPO

ボランティア

退職者

民間企業 給水装置工事主任技術者、技能者 漏水箇所の保安措置、仮処置の施工

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体 水道事業体職員 漏水調査及び保安措置の実施

受援対象業務の内容
（事務分掌）

災害による漏水場所を把握し、保安措置を実施する。
（熊本地震厚労省資料：　平均値）

受援対象業務名称 水道緊急対応に関すること

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 250

業務マニュアル有無 有 名称等 企業局災害対策要綱

【応援要請に関する情報】

企業局 安全サービス

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-16
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

業務番号 企-17

【受援体制に関する情報】

ガス漏れ箇所の調査・道路掘削・修繕・埋戻し

ガス漏れ箇所の調査・道路掘削・修繕・埋戻しガス配管に関する知識・重機運転資格

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

ガス配管に関する知識・重機運転資格

NPO

業務終了目標時間 2週間以内

翌日作業設計

大津市側

問題点等情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等整理・作業進捗検討

1日の報告、情報共有

・現地での状況説明
・調査結果を本部へ報告
・状況により本部の指示を受け工法等を再検討
・近隣現場と情報の共有

図面等必要分再確認・分担確認

翌日の調査箇所設定・役割分担 車両燃料等確認

応援側

現場状況説明・留意点共有 現場状況の把握・留意点共有

・現地での状況確認
・現地調査着手
・必要な資機材調達
・結果報告
・現地作業終了

問題点等情報共有

被災現場の位置確認・車両燃料等再確認

その他

ボランティア

用意する資機材

後片付けとりまとめ

【活動体制（1日の流れ）】

位置図・配管図

本部（新館）及び被災地での前進基地

車両・重機・配管材料・デジタルカメラ・検知器

被災現場主な活動場所

受援対象業務シート

他自治体

退職者

民間企業

業務種別 応急業務

ガス漏えい及びガス事故等処理要領（作業マニュアル）

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

管路修繕工事の施工及び監督
(必要人数：平成28年熊本地震を踏まえた都市ｶﾞｽ供給の地震対策検討報告書より
　本支管復旧人員の最大値　西部ガス1，116人　+　他事業者応援　1，569人）

業務マニュアル有無 有 名称等

企業局

受援対象業務名称

指揮命令者 外管復旧班班長（ガス施設管理室長）

大津市側 応援側

外管復旧班副班長（ガス施設管理室次長）受援担当者

ガス施設の復旧の実施に関すること

ガス施設管理室

1日必要人数業務開始目標時間 １週間以内 2685（日最大）
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

NPO

受援対象業務シート 業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 企-18

ガス施設管理室

【応援要請に関する情報】

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 30（最大）

業務マニュアル有無

受援対象業務名称 ガス供給施設全般の運転操作及び維持管理に関すること

企業局

無 名称等

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・整圧器・バルブ整備点検、整圧器巡視点検業務の委託
・中圧導管接続工事及び中圧保安処置に伴うバルブ供給操作

民間企業 中圧バルブ供給操作・重機運転資格 中圧導管修繕業務及びバルブ操作

他自治体 中圧バルブ供給操作・重機運転資格 中圧導管修繕業務及びバルブ操作

退職者

ボランティア

その他

車両・重機・配管材料・デジタルカメラ・検知器

【受援体制に関する情報】

指揮命令者

【活動体制（1日の流れ）】

主な活動場所 本部（新館）及び被災地での前進基地・被災現場 被災現場

大津市側

外管復旧班班長（ガス施設管理室長） 受援担当者 外管復旧班副班長（ガス施設管理室次長）

応援側

用意する資機材 位置図・配管図・系統図

大津市側 応援側

準備 図面等必要分再確認・分担確認 被災現場の位置確認・車両燃料等再確認

会議・打合せ 現場状況説明・留意点共有 現場状況の把握・留意点共有

主な活動
9：00～17：00

・現地での状況説明
・調査結果を本部へ報告
・状況により本部の指示を受け工法等を再検討
・近隣現場と情報の共有

・現地での状況確認
・現地調査着手
・必要な資機材調達
・結果報告
・現地作業終了

翌日作業設計 翌日の調査箇所設定・役割分担 車両燃料等確認

1日の報告、情報共有 問題点等情報共有 問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等整理・作業進捗検討 後片付け
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

翌日作業設計 システム稼働状況の確認・異常箇所の限定 システム稼働状況の確認・異常箇所の限定

1日の報告、情報共有 情報の整合性の確認 調査内容の報告

とりまとめ 情報の取り纏め

会議・打合せ 朝のミーティング 朝のミーティング

主な活動
9：00～17：00

システム稼働状況の確認・異常箇所の限定 システム稼働状況の確認・異常箇所の限定

【活動体制（1日の流れ）】

大津市側 応援側

準備 資機材準備、分担確認

主な活動場所 各浄水場（システム設置施設） 各浄水場（システム設置施設）

その他

【受援体制に関する情報】

指揮命令者 施設整備課長 受援担当者 施設整備課員

大津市側 応援側

用意する資機材 車両、システム設計書等
車両、システム管理ＰＣ、
最新のバックアップデータ

NPO

ボランティア

退職者

民間企業 システム技術者 各システムの被害状況の把握と仮復旧方法の検討

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

他自治体

受援対象業務の内容
（事務分掌）

中央監視システム、遠隔監視システムの被害状況の確認・調査に関すること
（職員６人+ｼｽﾃﾑﾒｰｶー10人）

受援対象業務名称 中央監視システム、遠隔監視システムの被害状況の把握

業務開始目標時間 ３時間以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 16

業務マニュアル有無 無 名称等

【応援要請に関する情報】

企業局 施設整備

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-19
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

企業局

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1週間以内 10

加圧施設、配水池

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

浄水施設の被害状況の調査に関すること

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

日本水道協会

浄水・施設班受援担当者

その他 施設の被災状況と施設の使用、不使用の判断、水質確認

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 浄水課長(浄水・施設班）

大津市側

施設の位置図、施設情報

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

情報の整合性の確認

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

情報の反映

1日の報告、情報共有

情報収集、運用状況の把握と対応 施設の被害状況調査

応援側

朝のミーティング 朝のミーティング

情報収集、運用状況の把握と対応 施設の被害状況調査

調査内容の報告

班割り、調査票、位置図 二人ペアの確認

業務種別 応急業務 業務番号 企-20

【受援体制に関する情報】

浄水施設（加圧施設、配水池等）の被害状況の把握

浄水

1日必要人数業務開始目標時間 即日

受援対象業務シート

技術職（水道施設を把握）

他自治体

退職者

浄水管理センター

車両、デジカメ

市内一円

施設の被災状況と施設の使用、不使用の判断、水質確認

施設の被災状況と施設の使用、不使用の判断、水質確認

施設の被災状況と施設の使用、不使用の判断、水質確認技術職（水道施設を把握）

技術職（水道施設を把握）

応援側
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

処理場・ポンプ場及び吐室 各施設

車両、携帯電話、デジタルカメラ、筆記用
具、測定機材ほか

処理場・ポンプ場及び吐室 各施設

応援側

業務種別 応急業務 業務番号 企-21

【受援体制に関する情報】

処理場-応急対策　緊急点検・緊急借置（二次災害防止）

水再生センター

1日必要人数業務開始目標時間 ６時間以内

受援対象業務シート

他自治体

退職者

後片付け

翌日の処理区別調査範囲役割分担 ー

応援側

処理区ごとの担当指示、調査範囲の留意点共有 処理区ごとの担当指示、調査範囲の留意点共有

処理区別調査範囲の点検、緊急対応箇所の整
理、緊急対応箇所の対応方針検討、点検調査の
集計、その他必要準備、確認事項整理

現地調査出発、現地調査、現地調査終了

調査結果報告、対応必要箇所の問題点等情報共有

現地調査資機材準備、エリア指示、分担確認 ー

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

調査結果報告受領、問題点等情報共有

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

問題点等の整理、情報共有資料の反映

1日の報告、情報共有

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

地方共同法人　日本下水道事業団

管理グループ受援担当者

その他 処理場及びポンプ場各施設の緊急目視点検の実施

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 水再生センター所長

大津市側

デジタルカメラ・各施設図面コピー

民間企業

業務マニュアル有無 有 名称等

企業局

受援対象業務名称

業務終了目標時間

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

1週間以内 8

大津市業務継続計画（ＢＣＰ）マニュアル

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・人的被害につながる二次災害の防止に係る処理場及びポンプ場の緊急点検
・重大な機能障害を与える可能性がある処理場及びポンプ場各施設の目視点検
・危険物（塩素ガス等）の漏洩に対する緊急処置
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

処理区別調査範囲の点検、緊急対応箇所の整
理、緊急対応箇所の対応方針検討、点検調査の
集計、その他必要準備、確認事項整理

現地調査出発、現地調査、現地調査終了

翌日作業設計 翌日の処理区別調査範囲役割分担 ー

1日の報告、情報共有 調査結果報告受領、問題点等情報共有 調査結果報告、対応必要箇所の問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等の整理、情報共有資料の反映 後片付け

準備 現地調査資機材準備、エリア指示、分担確認 ー

会議・打合せ 処理区ごとの担当指示、調査範囲の留意点共有 処理区ごとの担当指示、調査範囲の留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 水再生センター所長 受援担当者 管理グループ

大津市側 応援側

用意する資機材 デジタルカメラ・各施設図面コピー
車両、携帯電話、デジタルカメラ、筆記用
具、測定機材ほか

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 処理場・ポンプ場及び吐室 各施設 処理場・ポンプ場及び吐室 各施設

その他 地方共同法人　日本下水道事業団 処理場及びポンプ場各施設の緊急目視点検の実施

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体

退職者

業務マニュアル有無 有 名称等 大津市業務継続計画（ＢＣＰ）マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内容
（事務分掌）

・処理場の最小限の機能回復を目指すための情報を得る調査を行う。

受援対象業務名称 処理場-復旧対策　点検・調査

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 4

企業局 水再生センター

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-22
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（ ) 部 （ ）課・班

人

→

主な活動
9：00～17：00

処理区別調査範囲の点検、緊急対応箇所の整理、
緊急対応箇所の対応方針検討、点検調査及び簡
易復旧作業等の集計、その他必要準備、確認事項
整理

現地出発、現地調査確認、簡易復旧作業、簡易
復旧作業終了

翌日作業設計
翌日の処理区別調査範囲及び簡易復旧作業役割
分担

ー

1日の報告、情報共有
調査及び簡易復旧作業等の結果報告受領、問題
点等情報共有

調査及び簡易復旧作業等の結果報告、対応必要
箇所の問題点等情報共有

とりまとめ 問題点等の整理、情報共有資料の反映 後片付け

準備 現地調査資機材準備、エリア指示、分担確認 ー

会議・打合せ 処理区ごとの担当指示、調査範囲の留意点共有
処理区ごとの担当指示、調査及び簡易復旧作業
等範囲の留意点共有

大津市側 応援側

指揮命令者 水再生センター所長 受援担当者 管理グループ

大津市側 応援側

用意する資機材 デジタルカメラ・各施設図面コピー
車両、携帯電話、デジタルカメラ、筆記用具、測定
機材ほか

【活動体制（1日の流れ）】

ボランティア

主な活動場所 処理場・ポンプ場及び吐室 各施設 処理場・ポンプ場及び吐室 各施設

その他 地方共同法人 日本下水道事業団ほか
処理場及びポンプ場各施設の緊急目視点検及び簡易復旧作業等
の実施

【受援体制に関する情報】

民間企業

NPO

他自治体

退職者

業務マニュアル有無 有 名称等 大津市業務継続計画（ＢＣＰ）マニュアル

【応援要請に関する情報】

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

受援対象業務の内
容

（事務分掌）

・放流水域の水質保全に対応するため、段階的に処理機能を回復する応急復旧工事を実施
（簡易処理）

受援対象業務名称 処理場-復旧対策　応急復旧（処理場機能回復）

業務開始目標時間 ３日以内 業務終了目標時間 1週間以内 1日必要人数 4

企業局 水再生センター

受援対象業務シート 業務種別 応急業務 業務番号 企-23
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（10） 教育委員会 

 

（ ) 部 （ ）課・班

人

→

業務終了目標時間 1週間以内 2

【応援要請に関する情報】

受援対象業務の内容
（事務分掌）

共同調理場の維持管理（施設・備品等の点検ほか）

応援を要請する人材 求める職種・資格 要請する業務内容

工具

共同調理場 共同調理場

業務種別 優先度の高い通常業務 業務番号 教-1

【受援体制に関する情報】

施設及び備品の点検・修繕

施設及び備品の点検・修繕

施設及び備品の点検・修繕建築・設備・電気

建築・設備・電気

確認 点検・修繕

報告

資機材準備 ー

とりまとめ

翌日作業設計

大津市側

報告受領

準備

会議・打合せ

主な活動
9：00～17：00

整理

1日の報告、情報共有

片付け

翌日の施工箇所確認 ー

応援側

点検・修繕箇所指示 点検・修繕箇所確認

NPO

【活動体制（1日の流れ）】

施設管理担当受援担当者

その他

ボランティア

用意する資機材

主な活動場所

指揮命令者 所属長

大津市側 応援側

受援対象業務シート

建築・設備・電気

他自治体

退職者

民間企業

業務マニュアル有無 無 名称等

教育委員会

受援対象業務名称 学校給食施設の維持管理に関すること

学校給食

1日必要人数業務開始目標時間 ３時間
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３ 受援対象業務の考え方 

大津市業務継続計画において、非常時優先業務とされた業務のうち、次のステップを通じ

て受援対象業務を抽出した。 

 

第１ステップ：受援可能性検証対象業務の選定 

次のいずれかに該当するものを、受援可能性検証対象業務とする。 

１）非常時優先業務を実施するために必要な人数が５人以上（もともと必要人数が少

ない業務は受援対象から外す） 

２）東日本大震災、熊本地震において、被災自治体が応援を受けた業務（「避難所運

営」、「応急給水」「応急危険度判定」「物資輸送・配布」「家屋被害調査」「罹

災証明」「災害ごみ収集」） 

 

第２ステップ：受援可能性の点検 

第１ステップで抽出した受援可能性検証対象業務を対象に、大規模災害発生時に、大

津市職員以外の応援を受けることが可能かどうかの点検を行う。大津市職員以外とは、

次のいずれかである。 

他自治体：相互応援協定などで派遣されてくる他都市の自治体職員 

退職者：大津市の退職職員 

民間企業：協定締結有無は関係なく 

ＮＰＯ ：ボランティア団体のこと。（専門ボランティアも含む） 

ボランティア：個人のボランティアのこと 

その他：そのほか応援を受けることができる組織 

 

 

 

 

 

ＢＣＰにおいて必要人数が５

人以上の業務である 

過去の地震での 

被災市の受援対象業務である 

各課の判断にて、受援対象とな

る可能性がある業務である 

【調査第一ステップ】 

大
津
市
職
員
以
外
か
ら
応
援

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
な
業

務
で
あ
る 

受
援
対
象
業
務
と
し
て
確
定 

→
受
援
対
象
業
務
シ
ー
ト
を
作
成
す
る 

【調査第二ステップ】 【調査第三ステップ】 

受援対象業務シートの作成は不要です 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ いいえ 


