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第４章 業務資源・環境 

 

大規模地震発生時の業務継続体制を確保するために必要な業務資源・環境【注】の状

況は出先機関によって異なることから、各所属は、本章で示す基準に基づき、また、

必要に応じ主管課（主務課）と協議・調整の上、「業務資源・環境整理表」（様式２）

を整備して、第３章で作成する「災害時優先業務・業務従事人数一覧」（様式１）と

ともに、所属の業務継続計画として本計画と一体的に運用・維持管理することとしま

す。 

 

【注】本計画では、庁舎（執務室）、電力、情報通信、執務環境等をいう。 

 

１ 課題と県の取り組みに関する基本的な考え方 

  今後も県庁全体の業務継続体制をより確実なものとするため、各出先機関の業務

資源・環境に関する課題を明確にし、検討することが重要です。 

  なお、本章により各所属が整理した課題に対しては、予算措置の状況等を理由に

未検討とすることなく、各所属で考え得る限りの対策を検討して、記述するものと

します。 
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２ 庁舎（執務室） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により庁舎の耐震性、津波、液状化のリスクを把握した上で、

現状・課題を様式２に整理します。 

○庁舎の耐震性について 

・新耐震基準による建築物の場合及び旧耐震基準による建築物で構造耐震指標

値（Ｉｓ値）が 0.6 以上の場合、耐震性「有」と判断する。 

・耐震性を有していない場合、耐震性の向上に加え、庁舎の早期復旧に向けた

対策や代替施設の選定等の検討が必要となる。 

・耐震性「有」の場合でも、周辺の火災等により庁舎が利用できなくなること

を想定し、代替施設等の検討を行うものとする。 

○津波、液状化のリスクについて 

・県ハザードマップ（津波浸水予測図、液状化しやすさマップ）等に基づき 

評価する。 

・津波、液状化による被害が想定される場合、庁舎の早期復旧に向けた対策や

代替施設の選定等の検討が必要となる。 

・津波による被害が想定される場合、避難場所の確認、避難経路の検討等を 

併せて行うものとする。 
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（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○庁舎の早期復旧のため、必要な業者等の連絡先や復旧対応手順を整理し、連絡

先等を執務室内の見やすい場所に掲示するなど、職員に周知徹底する。 

○被災により庁舎が使用できない場合にも、業務継続体制を確保できるよう代替

施設を選定する。代替施設としては、県有施設に加え、国、市町村等の官公庁

や民間施設等が想定される。必要に応じて、大規模災害時における施設利用に

関する具体的な方法を協議し、協定を締結する。 

○津波による被害が想定される場合、避難場所、避難経路を整理した上で、避難

場所等を執務室内の見やすい場所に掲示するなど、職員に周知徹底する。 

 

３ 電力 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により非常用発電機の設置状況等を把握した上で、現状・課題

を様式２に整理します。 

○非常用発電機の設置状況等について 

・非常用発電機を設置していない場合、電力の確保に向けた対策の検討が必要

となる。 

・非常用発電機を設置している場合、当該発電機から電力供給を受ける非常コ

ンセントの位置や使用できる機材の状況（照明、パソコン、コピー機等の 

稼働台数・時間等）等を把握するとともに、発電機の確実な起動や燃料確保

に向けた対策の検討が必要となる。 
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（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○非常用発電機を設置していない場合、ポータブル発電機を含めた非常用発電機

の導入など、電力の確保に向けた対策を講じる。 

○非常用発電機を設置している場合、取扱マニュアルの確認や年に数回、起動 

手順等を確認する機会を設けるなど、発電機の確実な起動に向けた対策を講じ

る。また、当該発電機から電力供給を受ける非常コンセントの位置等を職員に

周知徹底する。 

○近隣のガソリンスタンド等からの燃料の優先供給について協定を締結するなど、

非常用発電機の燃料確保に向けた対策を講じる。 

 

※燃料については、県と千葉県石油商業組合の間で「災害時における石油類燃料

の供給に関する協定」を締結しており、燃料の優先供給を受けることが可能で

ある。 
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４  情報通信１（災害時優先電話を含む固定電話） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により災害時優先電話を含む固定電話の設置状況及び関係設備

の転倒防止対策の状況を把握した上で、現状・課題を様式２に整理します。 

○災害時優先電話を含む固定電話の設置状況について 

・固定電話、ＦＡＸの回線数、そのうち輻輳の影響を受けない災害時優先電話

の回線数を把握する。 

・災害時優先電話を設置していない場合、通信手段確保に向けた対策の検討が

必要となる。 

・災害時優先電話を設置している場合、所属職員が確実に利用できる体制の 

構築や増設の検討が必要となる。 

○関係設備の転倒防止対策の状況について 

・電話交換機の転倒に伴う損傷による不通が想定されるので、転倒防止対策の

検討が必要となる。 

 

（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○災害時優先電話を設置していない場合、災害時優先電話の導入のため、電話 

事業者との協議を行うなど、通信手段確保に向けた対策を講じる。 

○災害時優先電話を設置している場合、年に数回、設置場所、利用ルール（出来

るだけ発信専用で利用）等を確認・訓練する機会を設けるなど、所属職員が 

確実に利用できる体制を構築する。また、災害時優先電話の増設のため、電話

事業者との協議を行う。 

○電話交換機を壁や床に固定するなど、転倒防止対策を講じる。 
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５  情報通信２（防災行政無線） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により防災行政無線設備の設置状況及び関係設備の転倒防止 

対策の状況を把握した上で、現状・課題を様式２に整理します。 

○防災行政無線設備の設置状況について 

・防災電話・ＦＡＸの回線数を把握する。 

・防災電話・ＦＡＸを設置している場合、所属職員が確実に利用できる体制の

構築が必要となる。 

○関係設備の転倒防止対策の状況について 

・無線設備の転倒に伴う損傷による不通が想定されるので、各所属の無線設備

整備工事の際に、転倒防止対策を講じている。 

 

※県では、県庁舎、出先機関、市町村、消防本部及び防災関係機関等を結ぶ防災

行政無線設備を整備しており、これにより関係機関相互で防災情報システムや

防災電話・ＦＡＸを利用できるようになっている。 

防災電話は、県独自の回線を使用しているため、災害発生時等で一般公衆回線

が輻輳して繋がりづらくなっている場合も有効である。 

 

（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○防災電話・ＦＡＸを設置している場合、県防災行政無線電話番号簿を確認・ 

周知し、年に数回、設置場所、利用方法等を確認・訓練する機会を設けるなど、

所属職員が確実に利用できる体制を構築する。 
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〔参考〕表４－１ 県防災行政無線電話（防災電話）のかけ方 

発    信 着    信 

 
１ 本庁各課 

 

(使用電話機) 
 
防 災 電 話 
防 災 F A X 

 
            (局番)  （番号） 
各機関の防災電話機 

 ○○○ ― ××× 

（※本庁各課相互は 「500」 省略可） 

NTT 電話機 
各機関の防災電話機  

１４５ ― ○○○ ― ××× 

 
２ 県出先機関 
 
（市町村・各消防本部・
防災関係機関同様） 

防 災 電 話 

各機関の防災電話機（本庁は局番４ケタ） 
       ○○○ ― ××× 

本庁内 NTT 電話機 
５００ － ８ ― △△△△ 

※○○○ ― ×××  → 防災電話番号（番号×××は 3または４ケタ） 

      △△△△  →  本庁内(223 局)NTT 電話の下 4ケタ番号 

              例：０４３－２２３－２１７８ → ２１７８ 

※県庁内（223 局）や一部の地域振興事務所を除いて、一般の固定電話（NTT など）や 

携帯電話から、防災電話・FAX へはかけられない。 
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６  情報通信３（各種業務システム等） 

（１）現状・課題 

 各所属は、以下により各種業務システム等の稼働状況及び関係設備の転倒防止

対策等の状況を把握した上で、現状・課題を様式２に整理します。 

○各種業務システム等の稼働状況について 

・業務システムを稼働している場合、所属職員が確実に利用できる体制の構築

や非稼働時の対応方法の検討が必要となる。 

○関係設備の転倒防止対策等の状況について 

・関係設備の転倒に伴う損傷による不通が想定されるので、転倒防止対策の 

検討が必要となる。 

・関係設備からの出火や停電が想定されるので、それぞれ火災対策や電源確保

対策の検討が必要となる。 

・関係設備の転倒等に伴うデータの損傷が想定されるので、必要なデータの 

保全対策の検討が必要となる。 
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（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○業務システムを稼働している場合、取扱マニュアルの確認や年に数回、非常時

における対応等を確認・訓練する機会を設けるなど、所属職員が確実に利用で

きる体制を構築する。 

○業務システムが使用できない場合の対応ルールや手処理による対応マニュア

ル等を確認し、職員に周知徹底する。必要に応じて主管課（主務課）と協議し、

マニュアル等の作成を検討する。 

○関係設備を壁や床に固定するなど、転倒防止対策を講じる。 

○消火器の設置場所を職員に周知徹底するとともに、年に数回、消火器による 

初期消火活動の手順を確認するなど、火災対策を講じる。 

○停電時の非常用発電機からの電力供給に加え、非常用発電機が稼働するまでの

間に必要な電力を供給するための無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置するなど、

電源確保対策を講じる。 

○定期的にデータのバックアップを行うなど、必要なデータの保全対策を講じる。 
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７  執務環境等１（エレベーター） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下によりエレベーターの稼働状況を把握した上で、現状・課題を

様式２に整理します。 

  ○エレベーターの稼働状況について 

・エレベーターの台数や大規模地震発生時の安全対策の状況を把握する。 

・エレベーターの停止による閉じ込めが想定されるので、救助に係る対応方法

の検討が必要となる。 

・エレベーターの停止した場合の早期復旧に向けた対応の検討が必要となる。

また、エレベーター停止により移動手段が徒歩に限られるので、対応方法の

検討が必要となる。 

 

（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○エレベーターの停止による閉じ込めが発生した場合には、保守業者への依頼と

同時に、消防等に救助を要請するものとし、業者の連絡先等を執務室内の見や

すい場所に掲示するなど、職員に周知徹底する。 

○エレベーターの早期復旧に向けた対応について、保守業者等と協議する。また、

エレベーターの停止について、在庁者・来庁者へ状況を周知するなど、必要な

措置を講じる。 
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８  執務環境等２（什器等） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により什器等の地震対策の状況を把握した上で、現状・課題を

様式２に整理します。 

  ○什器等の地震対策の状況について 

・什器の転倒や窓ガラスの飛散等による被害防止・軽減対策の状況を把握する。 

・什器の転倒や窓ガラスの飛散等による職員等の怪我、閉じ込めの発生が想定

されるので、什器等の地震対策の検討が必要となる。 

 

（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○什器の固定や配置場所の変更、窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼付など、 

什器等の地震対策を講じる。 

 

※具体的な対策の実施に当たっては、以下の資料が参考になる。 

「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」東京消防庁 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/ 
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〔参考〕表４－２ 阪神・淡路大震災におけるオフィス家具等の被害状況 

被害対象 被  害  状  況 

オフィス家具の

転倒 

・オフィス家具の平均転倒率は、震度７で約 74％、震度６強で約 61％、震度６

弱で約 48％である。（ただし、当時の阪神地域の事業所における転倒防止対策

実施率は 8.6％） 

・阪神・淡路大震災におけるロッカー等備品類の転倒状況についての自由回答を

見ると、｢本棚｣、「冷蔵庫」、｢テレビ台｣、「タンス」、「ロッカー」等のうち、    

固定式などの造り付けのものやキャスター付きのもの以外は多くが転倒し、 

転倒しなかった場合でも、大きく移動したり、中身が散乱し足の踏み場がない

状況が発生したりしたケースが多い。 

重量物の転倒・

落下 

重量物（テレビ・パソコン・電子レンジ等）の平均転倒・落下率は、震度７で    

約 65％、震度６強で約 52％、震度６弱で約 38％である。 

ガラスの散乱 室内ガラス類の平均落下散乱率は、震度７で約 66％、震度６強で約 56％、震度

６弱で約 40％である。 

ドアの開閉困難 ドアの開閉困難状況の平均ドア開閉困難率は、震度７で約 31％、震度６強で  

約 24％、震度６弱で約 13％である。 

出典：「地震発生時における人命危険要因の解明と対策」（火災予防審議会・東京消防庁） 

平成 11 年 3 月に実施したアンケートの個票分析結果〔東京消防庁〕 
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９  執務環境等３（食料・飲料水・トイレ等） 

（１）現状・課題 

各所属は、以下により食料・飲料水等の備蓄状況を把握した上で、現状・課題

を様式２に整理します。 

  ○食料・飲料水等の備蓄状況について 

・職員用の食料・飲料水・トイレの備蓄状況を把握する。 

・断水時の水洗トイレ利用の可否を把握する。 

・県防災基本条例では、県民は、災害が発生した場合に備え、食料、飲料水の

備蓄に努めるものとしている。県職員についても、自宅や職場において、 

食料、飲料水の備蓄に努めるものとする。 

・毛布の備蓄状況を把握し、必要に応じて、毛布の備蓄について検討する必要

がある。 

・コピー用紙等の所属在庫状況を把握し、一定量のストックについて検討する

必要がある。 
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（２）対策 

各所属は、「（１）現状・課題」の整理に基づき、以下対策例を参考にして、

事前の対策を様式２に整理します。 

○職員用の食料・飲料水・トイレについて、県では、「災害時の緊急物資等の 

備蓄に関する計画」に基づき、災害対応にあたる職員が、食料調達が困難な 

場合や業務上離席が困難な場合を想定し、本庁及び各出先機関に配備し、物資

の備蓄を計画的に進めている。（食料：１人あたり１日３食として３日分、ペッ

トボトル：１人あたり１日２Ｌとして３日分、携帯トイレ：１人あたり１日５

回として３日分を備蓄） 

○職員各自が、自宅や職場において、食料、飲料水の備蓄に努めるよう周知徹底

する。 

○災害対応が長期化した場合の仮眠・休憩のため、毛布の備蓄を行う。 

○一定量をストックすることを念頭に置いて、コピー用紙等の所属在庫状況を 

日常的に把握する。 

 


