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推し進めていく必要がある． 
 

なお，本研究は，科学研究費助成事業 「水害

時の住民避難をより安全にする広域避難対策の社会的実

装を図る計画技術の構築」 代表者：梅本通孝 の助成を

受けて実施したものである．

 
 
補 注 
 

浸水想定区域

河川管理者（国土交通大臣，都道府県知事）から提供された

浸水想定区域図を製品仕様に基づき，浸水深ごとのポリゴンデ

ータとして，都道府県別に整備したもの8)であり，国土数値情報

データ8)で公表されている． 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 

災害後の自治体の対応において，本部事務局が報道対

応や人員配備などの他部局の業務に従事する等，災害対

応業務が一部の部局に集中し，全庁的な組織体制で災害

対応が行われていない状況が多く見られる1)．このような

状況は職員の疲弊や業務の遅れ等の問題につながり得る

ことから，災害時には，庁内組織が互いに連携して災害

対応にあたるために限りある職員を効果的に配備するこ

とが重要である． 平時の業務体制では災害対応業務をこ

なすことは困難であり，様々な事案に対応するためには，

各部局が業務分担や調整を行いながら，全庁的な組織体

制下で対応する事が不可欠である．このような現状があ

る中で，災害対応において自治体職員配備と調整におけ

る混乱を回避することは，円滑な災害対応において重要

な要因の一つであるが，その点において有効に機能する

組織体制の型や指針が確立されてはおらず，それぞれの

自治体は被災経験等を踏まえて独自に試行錯誤している． 
自治体の組織体制に関する先行研究として，近藤・越

山他（2008）2)は，新潟県中越沖地震における新潟県の災

害対応を組織体制の観点から分析し，①事務局を他の部

局より上位に位置付ける指揮調整機能と，②広報や総務

など複数の部局で構成した事務局体制（統括調整部），

③災害時の業務ごとに組織を再編成した横断型組織体制

の3つの改正点が，一定程度有効に機能していたことを明

らかにしている3)．米国の災害対応においても基本となる

これらの3点については，その有効性に期待されるところ

であるが，広域自治体である都道府県と，基礎自治体で

ある市町村とでは，避難所関連業務や家屋調査・罹災証

明関連業務，物資関連業務に代表されるように，災害対

応業務が異なる．そこで，このような災害対策本部の組

織体制が， 基礎自治体においても有効となりうるかを検

討する必要がある． 
他に，災害対応業務を分析・評価した研究として，沼

田他（2017）3)や近藤・目黒（2005）4)等があるが，災害

対応体制自体を評価した研究や，災害時の運用面も含め

て災害体制を評価した研究は非常に少なく，さらには中

核市に着目した研究はほとんどない． 
 

(2) 目的と方法 

本論文では，基礎自治体の災害対策本部組織体制の職

員配備と調整機能について，配備計画と運用を比較分析

し，体制の特徴や問題点，有効性について考察する．災

害対応に携わる職員配備は，職員の業務遂行が円滑に進

むよう事前に計画されていなければならないが，実際の

運用では状況に応じた調整が必要になってくる．そこで、

業務組織体制に基づいた配備計画が災害業務の遂行に適

しているか，また災害対策本部の体制が災害発生後の人

員調整に機能するか，の2点に焦点をあてて研究を行う．

前者については主に災害時の業務組織体制，後者につい

ては主に指揮調整機能と事務局体制に着目して分析する。 

本論文では，同規模の自治体同士で比較分析を行うた
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めに，中核市(1)を研究対象とする．運用面に関する分析

では，同じハザードで被災した中核市を研究対象とする

ために，大阪府北部地震で被災した中核市から研究対象

とする4基礎自治体を選んだ．なお，大阪府北部地震は最

大震度6弱であり，大規模災害とまでは言えないことから，

発災当時の災害対応の状況が比較的把握しやすく，対応

環境が一定程度維持された状況（職員死傷や，庁舎倒壊

などの混乱した状況がない）での対応であったことから，

対象ハザードとする事とした．また，基礎自治体のBCPに

おいても参集率90%で計画されており，災害発生直後は困

難としても職員の大部分が登庁困難とはならない事が想

定されている． 

まず，対象とする自治体の災害対策本部体制を，前述

の①指揮調整機能と，②事務局体制，③災害時の業務組

織体制の3点から整理する．次に基礎自治体の組織体制の

現状を把握するため，各市が作成公表する地域防災計画

（2019年6月10日時点参照）の災害対策本部の組織体制図

と事務分掌等の資料から，組織体制を類型化する．そし

て，中核市の災害体制の類型に基づき，大阪府北部地震

で被災した4つの中核市を調査対象として抽出する．これ

ら4市の災害時の業務組織体制に基づいた職員配備計画に

ついて，「どの災害業務に，どの部署が，どのような人

員構成で従事するか」を比較分析する．ここでは，関連

業務が複数部署にわたって割り当てられず，担当部署に

集中して割り当てられていること，また人員が十分に割

り当てられていることが望ましいと考える．続いて，調

査対象中核市に対するヒアリング調査から災害時の対応

状況に関するデータを収集し，体制の運用について職員

配備の調整機能の観点から前述の3点について比較分析す

る．最後に，4自治体の災害対策本部体制を職員配備と調

整の観点から考察する． 

 

 

２．災害対策本部組織体制の特徴と類型化 
 

 R．R．DynesとE．L．Quarantelli(1977)5)によって提唱

されたDRC類型によれば，地方自治体は災害発生の前後で

組織構造と業務に変化が無い組織をタイプ1 の定置型

(Established)とされている．しかし，前述のように災害

前と同じ組織構造で災害対応を行うことが自治体にとっ

て望ましいとは言えない状況が発生している．したがっ

て黒田(2008)6)が指摘するように，災害時には状況に応じ

て，人員を増員させて対応にあたる組織（タイプ２）や，

平常時の業務とは異なる業務に従事する組織（タイプ

３），組織を再編成して新たな業務にあたる組織（タイ

プ４）のように，災害時の体制に移行して災害対応にあ

たることも必要である． 

平常時の組織体制を前提とすると，人員体制は平常時

の体制に縛られ硬直的となり，災害時の業務量に応じた

人員体制の拡大や縮小を柔軟に行うことが困難になる．

日本の多くの自治体では，平常時の縦割り型の組織を前

提として災害対応業務が割り振られている事が多いのに

対して，米国の危機管理体制はICS（Incident Command 

System：緊急時総合調整システム）は，危機対応時に必

要な機能を中心とする班ごとに災害対応の人員の割り振

りを行う事が基本となっている． 

 災害業務に携わる職員配備と調整において，調整を行

うための機能とそもそもの配備体制が重要であることか

ら，中核市の災害対策本部体制を①事務局を他の部局よ

り上位に位置付ける指揮調整機能（＝事務局の位置付け）

と，②広報や総務など複数の部局で構成した事務局体制

（＝事務局の組織構成），③災害時の業務ごとに組織を

再編成した横断型組織体制（＝全庁的な組織体制）の3点

から分類する． 

 

(1) 事務局の位置付け「事務局上位モデル」と「事務局 

並列モデル」  

災害対策本部組織体制の特徴を示すのは同事務局の位

置づけである．事務局を他部局より上位に位置づけるこ

とによって得られるメリットとして，担当部局が曖昧な

業務に対応する際に生じる部局間の押し付け合いを軽減

し，各部に対して業務を調整するための根拠を明確に示

すことが出来る．自治体の災害対策本部における事務局

の位置づけは，それぞれの特徴から図 1 の ように，「事

務局上位モデル」と「事務局並列モデル」に分類できる．

ここでの事務局の上位の位置づけの定義は， 事務局を組

織図上で「事務局上位モデル」のように他部局より上位

に位置付けている事である，あるいは，計画の本文中等

で事務局の長である危機管理監等を他の部長よりも上位

に位置づけることを明記している事である．結果から事

務局が上位に位置付けられた市は約半数(48％)であった． 

図 1 事務局の位置付けモデル 

 

(2) 事務局の組織構成「複数部局統合型」と「防災部局 

単独型」 

 続いて，事務局の組織を構成する部局について見てい

く．事務局を複数部局で構成するメリットは，事務局と

連携が必要となる部局を同じ組織，同じ指揮命令系統に

入れることにより，平常時の縦割り部局体制による部局

間の隔たりをなくし，事務局内で明確な業務分担を行う

ことによって，防災部局の本来の業務である災害対応全

体を統括する役割が発揮されやすくなる事である．図 2

に，各市の事務局組織にみられる特徴による事務局の組

織構成のモデル化を示す．事務局組織は，事務局内に複

数の部局を統合する「複数部局統合型」と，防災部局が

単独で事務局を構成する「防災部局単独型」の大きく 2

つに分類できる．その結果，中核市全体に占める約 7 割

(71％)の自治体において，複数部局統合型の事務局の組

織構成がとられていることがわかった．

 
図 2 事務局の組織構成モデル 
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(3) 全庁的な組織体制「災害時再編成型」と「平常時縦 

割り型」 

 最後に，災害対策本部が災害対応業務を行う上での組

織全体としての特徴について見ていく．災害対策本部の

組織体制は，平常時の縦割り型の組織体制に災害時の業

務を割り当てる「平常時縦割り型組織体制」と，災害時

の業務ごとに部局を再編成し，一つの部に複数部局を編

成する「災害時再編成型組織体制」の大きく 2 つに分類

することができる（図 3）． 

災害時の業務ごとに組織を再編成する「災害時再編成

型組織体制」のメリットは，一つの部に業務に関連する

複数の部局を編成することで，平時の縦割り組織による

部局間の隔たりをなくし，部局間の連携がより強化され

る点である．近藤他（2008）は，新潟県の組織体制の見

直しによって導入された横断型組織体制が，部局間の密

接な連携によって迅速な災害対応につながったことを新

潟県中越地震の災害対応の分析から報告している．他方

で，デメリットとしては，平時の部局から再編成される

ことから，各部の長となる部長級のもとに平時とは異な

る部局が入ることになり，指揮命令系統の混乱を招くこ

とが考えられる． 

ここでは，「災害時再編成型組織体制」を，災害時の

業務ごとに組織の再編成が行われ，一つの部に複数の部

局が入る体制を構築している組織体制と定義し，中核市

58市の組織体制を分類した．中には一部の部局だけが複

数部局で構成されるといったケースも見られるが，ここ

では災害時の全部局数の大多数にあたる8割以上の部局が

複数部局で構成されている場合は，災害時再編成型組織

体制とみなした．結果として，9割を超える自治体が「平

常時縦割り型組織体制」であったのに対して，「災害時

再編成型組織体制」は1割に満たない． 

 
図 3 全庁的な組織体制のモデル 

 

(4) 中核市の災害対策本部組織体制の類型化 

前節に整理した災害対策本部の 3 つの組織特性，すな

わち①事務局の位置付け，②事務局の組織構成，③全庁

的な組織体制から，中核市における災害対策本部組織体

制を類型化した．表 1 に類型結果を整理する．同表の

「○」， 「―」，「△」の対応関係は，表 2 の対応表に

示す． 

「○」が多いほど「事務局上位モデル」，「複数部局

統合型」，「災害時再編成型」のように，平常時の組織

体制から災害時体制に変化がみられる組織である．逆に，

「―」が多いほど，平常時の組織体制と災害対応時の体

制の変化が少ない組織である．△は全庁的な組織体制と

事務局の組織体制が，2つの型が混在している場合である． 
これによれば，事務局の位置づけや，事務局の組織構

成には○が該当する自治体が多く，積極的な組織改正が

行われている事を示している．他方，全庁的な組織体制

表 1 中核市における災害対策本部組織体制の類型 

 
 

表 2 対応表 

 
 
においては，「○（＝災害時再編成型）」が該当する自

治体数は極端に少ない．全体の傾向としては，8通りのパ

ターンのうち 6 つのパターンにいずれかの自治体が該当

する結果となり，このことからも中核市における災害対

策本部の組織体制には大きなばらつきが見られる．これ

は，これまでに述べたように，自治体の災害対策本部組

織体制に明確な型や指針がなく，それぞれの自治体が組

織体制を独自発展させてきた結果であると考えられる．

加えて，前述の新潟県の組織体制に類するパターン１の

組織体制に該当する自治体は，１市のみという結果とな

り，新潟県の組織改正事例は，中核市における災害対策

本部組織体制にほとんど取り入れられていない． 

 

 

３． 調査対象市の選定と組織体制の比較 
 
平成 30年 6月 18日に発生した大阪府北部地震を対象ハ

ザードとして調査対象となる 4 自治体を抽出した（表 3）．

以下に抽出の手順を示す．まず，中核市全 58 市の内，同

地震で震度 5 強以上を記録した 5 中核市は， パターン 2
に 2 市，パターン 6 に 1 市，パターン 8 に 2 市が該当し

た ．そこで， パターン 2 から A 市，パターン 6 から C
市，パターン 8から B市を選んだ．3つの要素において，

体制が該当する（〇）パターンと該当しない（－）パタ

ーンがあるかを確認した所，「事務局の位置づけ」と

「事務局の組織構成」においては(〇) (－)があったが，

「全庁的な組織体制」では(〇)のパターンが無かったた

め，他の 4 市より被災度が小さい震度 4 の自治体 D をパ

ターン 1 に選んだ． 
そのため，計画面では「全庁的な組織体制」において4

市を比較分析し，運用面では「事務局の位置づけ」と

「事務局の組織構成」において A～Cの 3市を比較分析す

ることとした． 
表 4に，調査対象となる A～D市の組織体制の特徴と大

阪北部地震時の震度を示す．図 4～7 には， 各市の組織体

制図を示す． 4 市の比較分析のし易さのために， これら 
 

表 3 調査対象市の抽出結果 

 

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制 自治体数
パターン１ ○ ○ ○ 1
パターン２ ○ ○ △ー 25
パターン３ ○ ー ○ 0
パターン４ ○ ー △ー 3
パターン５ ー ○ ○ 4
パターン６ ー ○ △ー 11
パターン７ ー ー ○ 0
パターン８ ー ー △ー 14

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制
○ 「事務局上位モデル」 「複数部局統合型」 「災害時再編成型組織」

― 「事務局並列モデル」 「防災部局単独型」 「平常時縦割り型組織」

  △
「複数部局統合型」と「防災
部局単独型」の混合型

「災害時再編成型」と「平常
時縦割り型」の混合型

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制
パターン２（A市） ○ ○ △
パターン８（B市） ー ー ー

パターン６（C市） ー △ ー

パターン１（D市） ○ ○ ○
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めに，中核市(1)を研究対象とする．運用面に関する分析

では，同じハザードで被災した中核市を研究対象とする

ために，大阪府北部地震で被災した中核市から研究対象

とする4基礎自治体を選んだ．なお，大阪府北部地震は最

大震度6弱であり，大規模災害とまでは言えないことから，

発災当時の災害対応の状況が比較的把握しやすく，対応

環境が一定程度維持された状況（職員死傷や，庁舎倒壊

などの混乱した状況がない）での対応であったことから，

対象ハザードとする事とした．また，基礎自治体のBCPに

おいても参集率90%で計画されており，災害発生直後は困

難としても職員の大部分が登庁困難とはならない事が想

定されている． 

まず，対象とする自治体の災害対策本部体制を，前述

の①指揮調整機能と，②事務局体制，③災害時の業務組

織体制の3点から整理する．次に基礎自治体の組織体制の

現状を把握するため，各市が作成公表する地域防災計画

（2019年6月10日時点参照）の災害対策本部の組織体制図

と事務分掌等の資料から，組織体制を類型化する．そし

て，中核市の災害体制の類型に基づき，大阪府北部地震

で被災した4つの中核市を調査対象として抽出する．これ

ら4市の災害時の業務組織体制に基づいた職員配備計画に

ついて，「どの災害業務に，どの部署が，どのような人

員構成で従事するか」を比較分析する．ここでは，関連

業務が複数部署にわたって割り当てられず，担当部署に

集中して割り当てられていること，また人員が十分に割

り当てられていることが望ましいと考える．続いて，調

査対象中核市に対するヒアリング調査から災害時の対応

状況に関するデータを収集し，体制の運用について職員

配備の調整機能の観点から前述の3点について比較分析す

る．最後に，4自治体の災害対策本部体制を職員配備と調

整の観点から考察する． 

 

 

２．災害対策本部組織体制の特徴と類型化 
 

 R．R．DynesとE．L．Quarantelli(1977)5)によって提唱

されたDRC類型によれば，地方自治体は災害発生の前後で

組織構造と業務に変化が無い組織をタイプ1 の定置型

(Established)とされている．しかし，前述のように災害

前と同じ組織構造で災害対応を行うことが自治体にとっ

て望ましいとは言えない状況が発生している．したがっ

て黒田(2008)6)が指摘するように，災害時には状況に応じ

て，人員を増員させて対応にあたる組織（タイプ２）や，

平常時の業務とは異なる業務に従事する組織（タイプ

３），組織を再編成して新たな業務にあたる組織（タイ

プ４）のように，災害時の体制に移行して災害対応にあ

たることも必要である． 

平常時の組織体制を前提とすると，人員体制は平常時

の体制に縛られ硬直的となり，災害時の業務量に応じた

人員体制の拡大や縮小を柔軟に行うことが困難になる．

日本の多くの自治体では，平常時の縦割り型の組織を前

提として災害対応業務が割り振られている事が多いのに

対して，米国の危機管理体制はICS（Incident Command 

System：緊急時総合調整システム）は，危機対応時に必

要な機能を中心とする班ごとに災害対応の人員の割り振

りを行う事が基本となっている． 

 災害業務に携わる職員配備と調整において，調整を行

うための機能とそもそもの配備体制が重要であることか

ら，中核市の災害対策本部体制を①事務局を他の部局よ

り上位に位置付ける指揮調整機能（＝事務局の位置付け）

と，②広報や総務など複数の部局で構成した事務局体制

（＝事務局の組織構成），③災害時の業務ごとに組織を

再編成した横断型組織体制（＝全庁的な組織体制）の3点

から分類する． 

 

(1) 事務局の位置付け「事務局上位モデル」と「事務局 

並列モデル」  

災害対策本部組織体制の特徴を示すのは同事務局の位

置づけである．事務局を他部局より上位に位置づけるこ

とによって得られるメリットとして，担当部局が曖昧な

業務に対応する際に生じる部局間の押し付け合いを軽減

し，各部に対して業務を調整するための根拠を明確に示

すことが出来る．自治体の災害対策本部における事務局

の位置づけは，それぞれの特徴から図 1 の ように，「事

務局上位モデル」と「事務局並列モデル」に分類できる．

ここでの事務局の上位の位置づけの定義は， 事務局を組

織図上で「事務局上位モデル」のように他部局より上位

に位置付けている事である，あるいは，計画の本文中等

で事務局の長である危機管理監等を他の部長よりも上位

に位置づけることを明記している事である．結果から事

務局が上位に位置付けられた市は約半数(48％)であった． 

図 1 事務局の位置付けモデル 

 

(2) 事務局の組織構成「複数部局統合型」と「防災部局 

単独型」 

 続いて，事務局の組織を構成する部局について見てい

く．事務局を複数部局で構成するメリットは，事務局と

連携が必要となる部局を同じ組織，同じ指揮命令系統に

入れることにより，平常時の縦割り部局体制による部局

間の隔たりをなくし，事務局内で明確な業務分担を行う

ことによって，防災部局の本来の業務である災害対応全

体を統括する役割が発揮されやすくなる事である．図 2

に，各市の事務局組織にみられる特徴による事務局の組

織構成のモデル化を示す．事務局組織は，事務局内に複

数の部局を統合する「複数部局統合型」と，防災部局が

単独で事務局を構成する「防災部局単独型」の大きく 2

つに分類できる．その結果，中核市全体に占める約 7 割

(71％)の自治体において，複数部局統合型の事務局の組

織構成がとられていることがわかった．

 
図 2 事務局の組織構成モデル 

 

3 
 

(3) 全庁的な組織体制「災害時再編成型」と「平常時縦 

割り型」 

 最後に，災害対策本部が災害対応業務を行う上での組

織全体としての特徴について見ていく．災害対策本部の

組織体制は，平常時の縦割り型の組織体制に災害時の業

務を割り当てる「平常時縦割り型組織体制」と，災害時

の業務ごとに部局を再編成し，一つの部に複数部局を編

成する「災害時再編成型組織体制」の大きく 2 つに分類

することができる（図 3）． 

災害時の業務ごとに組織を再編成する「災害時再編成

型組織体制」のメリットは，一つの部に業務に関連する

複数の部局を編成することで，平時の縦割り組織による

部局間の隔たりをなくし，部局間の連携がより強化され

る点である．近藤他（2008）は，新潟県の組織体制の見

直しによって導入された横断型組織体制が，部局間の密

接な連携によって迅速な災害対応につながったことを新

潟県中越地震の災害対応の分析から報告している．他方

で，デメリットとしては，平時の部局から再編成される

ことから，各部の長となる部長級のもとに平時とは異な

る部局が入ることになり，指揮命令系統の混乱を招くこ

とが考えられる． 

ここでは，「災害時再編成型組織体制」を，災害時の

業務ごとに組織の再編成が行われ，一つの部に複数の部

局が入る体制を構築している組織体制と定義し，中核市

58市の組織体制を分類した．中には一部の部局だけが複

数部局で構成されるといったケースも見られるが，ここ

では災害時の全部局数の大多数にあたる8割以上の部局が

複数部局で構成されている場合は，災害時再編成型組織

体制とみなした．結果として，9割を超える自治体が「平

常時縦割り型組織体制」であったのに対して，「災害時

再編成型組織体制」は1割に満たない． 

 
図 3 全庁的な組織体制のモデル 

 

(4) 中核市の災害対策本部組織体制の類型化 

前節に整理した災害対策本部の 3 つの組織特性，すな

わち①事務局の位置付け，②事務局の組織構成，③全庁

的な組織体制から，中核市における災害対策本部組織体

制を類型化した．表 1 に類型結果を整理する．同表の

「○」， 「―」，「△」の対応関係は，表 2 の対応表に

示す． 

「○」が多いほど「事務局上位モデル」，「複数部局

統合型」，「災害時再編成型」のように，平常時の組織

体制から災害時体制に変化がみられる組織である．逆に，

「―」が多いほど，平常時の組織体制と災害対応時の体

制の変化が少ない組織である．△は全庁的な組織体制と

事務局の組織体制が，2つの型が混在している場合である． 
これによれば，事務局の位置づけや，事務局の組織構

成には○が該当する自治体が多く，積極的な組織改正が

行われている事を示している．他方，全庁的な組織体制

表 1 中核市における災害対策本部組織体制の類型 

 
 

表 2 対応表 

 
 
においては，「○（＝災害時再編成型）」が該当する自

治体数は極端に少ない．全体の傾向としては，8通りのパ

ターンのうち 6 つのパターンにいずれかの自治体が該当

する結果となり，このことからも中核市における災害対

策本部の組織体制には大きなばらつきが見られる．これ

は，これまでに述べたように，自治体の災害対策本部組

織体制に明確な型や指針がなく，それぞれの自治体が組

織体制を独自発展させてきた結果であると考えられる．

加えて，前述の新潟県の組織体制に類するパターン１の

組織体制に該当する自治体は，１市のみという結果とな

り，新潟県の組織改正事例は，中核市における災害対策

本部組織体制にほとんど取り入れられていない． 

 

 

３． 調査対象市の選定と組織体制の比較 
 

平成 30年 6月 18日に発生した大阪府北部地震を対象ハ

ザードとして調査対象となる 4 自治体を抽出した（表 3）．

以下に抽出の手順を示す．まず，中核市全 58 市の内，同

地震で震度 5 強以上を記録した 5 中核市は， パターン 2
に 2 市，パターン 6 に 1 市，パターン 8 に 2 市が該当し

た ．そこで， パターン 2 から A 市，パターン 6 から C
市，パターン 8から B市を選んだ．3つの要素において，

体制が該当する（〇）パターンと該当しない（－）パタ

ーンがあるかを確認した所，「事務局の位置づけ」と

「事務局の組織構成」においては(〇) (－)があったが，

「全庁的な組織体制」では(〇)のパターンが無かったた

め，他の 4 市より被災度が小さい震度 4 の自治体 D をパ

ターン 1 に選んだ． 
そのため，計画面では「全庁的な組織体制」において4

市を比較分析し，運用面では「事務局の位置づけ」と

「事務局の組織構成」において A～Cの 3市を比較分析す

ることとした． 
表 4に，調査対象となる A～D市の組織体制の特徴と大

阪北部地震時の震度を示す．図 4～7 には， 各市の組織体

制図を示す． 4 市の比較分析のし易さのために， これら 
 

表 3 調査対象市の抽出結果 

 

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制 自治体数
パターン１ ○ ○ ○ 1
パターン２ ○ ○ △ー 25
パターン３ ○ ー ○ 0
パターン４ ○ ー △ー 3
パターン５ ー ○ ○ 4
パターン６ ー ○ △ー 11
パターン７ ー ー ○ 0
パターン８ ー ー △ー 14

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制
○ 「事務局上位モデル」 「複数部局統合型」 「災害時再編成型組織」

― 「事務局並列モデル」 「防災部局単独型」 「平常時縦割り型組織」

  △
「複数部局統合型」と「防災
部局単独型」の混合型

「災害時再編成型」と「平常
時縦割り型」の混合型

事務局の位置付け 事務局の組織構成 全庁的な組織体制
パターン２（A市） ○ ○ △
パターン８（B市） ー ー ー

パターン６（C市） ー △ ー

パターン１（D市） ○ ○ ○
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の図において一部の部署の名称を変更し表記を統一する． 
 
表 4 調査対象市の被災震度と組織体制上の特徴 

 
 

 
注）各市地域防災計画を基に,部の名称を変えるなどの修正を加え筆者作

成．青色着色部は,複数の部にまたがる課・室等で構成される部班を示す． 

図4 A市の災害対策本部   図5 B市の災害対策本部 

  組織体制                  組織体制 

 

注）図 4，5 の注と同様.C 市は運用実態を踏まえ本部事務局以外着色無. 

図6 C市の災害対策本部      図7 D市の災害対策本部 

組織体制                  組織体制 

４．組織体制の計画面に関する比較分析 

 
災害対策本部組織体制における人員構成や業務分担，

すなわち，「どの部局が，どのような人員構成で，どの

ような業務に従事するか」についても，自治体によって

大きく異なる現状がある．本章では，人員構成や業務分

担の計画面から，全庁的な組織体制の違いを比較分析す

る． 

調査対象市から入手した災害対策本部組織体制の各部

の人員構成の内訳データと，各市の災害対策本部組織体

制における災害業務の事務分掌を基に，データベースを

作成した．表 5～8 は，各市の災害対策本部の組織体制に

おける部局とその人員構成，全職員数に対する構成比，

及びそれぞれの部に割り当てられている事務分掌を示す．

また，特に多くのマンパワーが必要な業務である 3 つの

業務，「避難所関連業務」，「家屋被害調査・罹災証明

発行業務」，「物資関連業務」について，それぞれ緑色，

赤色，黄色で表し，各部における業務分担の状況や業務

の重複状況を分析した．なお，「避難所関連業務」につ

いては避難誘導や避難所の開設，避難所運営業務（福祉

避難所や指定外避難所を含む）といった主要な業務を対

象とし，保健衛生業務や保健福祉相談などの中長期的に

発生する副次的な業務は対象外とした．また，「物資関

連業務」については，物資ニーズの把握→物資調達（契

約）→物資受付・集荷→物資配分→物資の輸送→物資の

配布という一連の業務を「物資関連業務」として整理し

た． 

まず，災害時に多くのマンパワーが必要な３つの業務

について，各市の人員構成を見ていく．A 市（表 5）では， 

避難所関連業務は避難部，家屋被害調査・罹災証明発行

業務は調査部という具合に，一つの部に一つの業務が分

担されている．物資関連業務については，「職員の物資

調達」は職員配備班が，「物資の輸送」は輸送部が対応

するというように，物資対策部以外の部が物資関連業務

を担当することになっている． 

B 市（表 6）では，本部事務局が，物資関連業務や避難

所関連業務を担うこととなっている．注目すべき点は，

調査部では家屋被害調査・罹災証明発行業務に加えて，

物資関連業務と避難所の応援というマンパワーの負荷が

大きい複数の業務が，いずれも調査部に割り当てられて

いるという点である．しかも割り当てられている職員数

も他市と比べて十分とは言えない．家屋被害調査と罹災

証明発行業務の業務調整がまとまらず，事務局が対応を

強いられていたという状況があったが，調査部に業務が

過剰に集中するような対応計画となっていたことから，

災害時に業務に対応しきれない状況が必然的に起きてい

たと考えられる． 

C 市（表 7）では B 市と同じく，調査班に家屋被害調

査・罹災証明発行業務と，物資関連業務のそれぞれマン

パワーが必要な業務が割り当てられている．C市では，当

該地震で物資関連業務の業務分担ができていなかったが，

このように調査班への過剰な業務が，災害時に必然的に

人員が不足し対応が困難となった一因であろう． 

また，B市とC市に共通する点として，物資関連業務や

避難所関連業務は，複数部局にまたがって業務分担され

ている．特に B 市ではそれらの部署の人員が他市と比べ

て少ない上に異なる災害業務が分担されており，バラン

スがよい職員配備とは言い難い，それに対して A 市では，

物資関連業務のみが複数部局にまたがる業務となってお

A市 B市 C市 D市
震度 震度６弱 震度5強 震度6弱 震度4

(1)事務局の位置づけ
〇

(事務局上位モデル）
ー

（事務局並列モデル）
ー

（事務局並列モデル）
〇

(事務局上位モデル）

(2)事務局の組織構成
〇

(複数部局統合型）
ー

（防災部局単独型）
△

（防災部局単独型(半分))
〇

(事務局上位モデル）

(3)全庁的な組織体制
△

(災害時再編成型(半分)）
ー

（平常時縦割り型）
ー

（平常時縦割り型）
〇

(災害時再編成型）

本
部
⾧

本部事務局

統括班

広報班

職員配備班

秘書班
避難部

調査部

物資対策部

衛生対策部

復旧部

福祉対策部

保健対策部

輸送部

給水部

消防部

学校教育部

議会対策部

本
部
⾧

本部事務局

広報部

秘書部

避難部

調査部

総務部

物資対策部

衛生対策部

住宅復旧部

社会基盤復旧部

保健福祉部

給水班

学校教育班

社会教育班

議会対策部

本
部
⾧

本部事務局

広報・政策対
策部

広報班

秘書班

政策班

市民窓口班

議会対策班

調査・動員・
物資対策部

総務班

財務班

会計班

応援第1班

応援第2班

教育・避難所
対策部

避難所管理班

学校教育班

社会教育班

環境対策部 環境対策班

医療・福祉対
策部

保健対策班

福祉対策班

子ども対策班

医療対策班

建物・産業・
土木対策部

産業対策班

住宅復旧班

社会基盤復旧班

応援第3班

水道・下水道
対策部

給水企画班

給水対策班

本
部
⾧

本部参謀班

統括部

統括班

庶務班

情報班

通信班

広報班

職員配備班

資源管理班

物資対策班

応援班

人命救助部

救出救助班

保健対策班

健康管理班

医療対策班

避難部

避難所管理班

避難所開設班

福祉対策班

社会基盤復旧部

給水対策班

社会基盤復旧班

交通対策班

住宅復旧班

生活復旧支援部

市民対応班

災害窓口班

調査班

衛生対策班

環境対策班

産業対策班

市議会支援部 議会対策班
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り，その他の避難所関連業務や家屋被害調査・罹災証明

発行業務は，概ね一つの部で対応する計画となっている． 

D 市（表 8）では，他市と比べると，避難所関連業務の

一部の業務を除いて，概ね一つの班，又は一つの部に負

担の大きい災害対応業務を分担している．物資関連業務

については，初動期の業務量の増大を考慮して，物資対

策班の応援に産業対策班が入ることで，マンパワーを補

填することが事務分掌として定められている． 

以上のことから，災害時再編成型の組織体制がとられ

ている A 市と D 市，平常時縦割り型組織体制がとられて 

  

表 5 A 市の業務分担 

 
 

表 6 B 市の業務分担 

 

（A市）部局名 90% 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部事務局総括班
56 62 2.68%

情報収集伝達、
無線交信

応急対策全般の
調整

各部との連絡調
整

本部の設置、廃
止

救助法の適用申
請

復興事業の企画
調整

府との連絡調整 自衛隊との連絡
調整

所管施設の被害
調査・復旧

緊急通行車両 防災会議

本部事務局広報班 17 19 0.81% 報道対応 住民の相談対応 災害広報 報道情報の収集 災害時の記録

本部事務局職員配備班
8 9 0.38%

職員の物資調達 職員配備 職員の人事管理 職員の被害状況
調査

受援

本部事務局秘書班 17 19 0.81% 現金の出納 各部の応援 秘書 応接対応

避難部
21 23 1.00%

指定避難所の開
設運営

避難者名簿作成 避難者への物資
供給

被害状況の調査 地元との連絡調
整

自主防との連携 所管施設の被害
調査

調査部
89 99 4.26%

被害状況の調査 罹災証明の発行 税の減免 災害弔慰金等の
支給

被災者台帳の作
成

物資対策部
95 106 4.55%

物資の避難所へ
の配給

物資調達 救援物資受入・
配分

農林施設の被害
調査

商工、農産物被
害調査

商工業者災害関
係融資

農産物の伝染病
予防

救援隊との連絡
調整

所管施設の被害
調査

衛生対策部
160 178 7.66%

ごみ・し尿処理 遺体安置所の設
営管理

遺体処置・埋葬 防疫 仮設トイレの設
置

所管施設の被害
調査

復旧部
217 241 10.38%

所管施設の被害
調査

仮設住宅の建設 被災住宅の応急
修理

緊急交通路の確
保

障害物の除去 住宅復興計画の
策定

インフラ被害調
査・復旧

土砂災害被害調
査・復旧

所管施設の二次
災害防止

被災建物の危険
度判定

被災宅地の危険
度判定

福祉対策部
116 129 5.55%

避難行動要支援
者把握救援

要配慮施設への
情報伝達

所管施設の被害
調査

ボランティア受
入配置

ボランティアと
の連携

義援金の受付配
布

海外からの支援
受入

所管施設収容者
の安全確保

保健対策部
141 157 6.75%

医師会との連絡
調整

医療救護活動の
総括

要配慮施設への
情報伝達

所管施設の被害
調査

被災者の健康維
持

救護拠点医療機
関情報把握

収容の要請、搬
送手段

病院情報の提供 食品衛生、環境
衛生

感染症対策 動物の保護

輸送部
197 219 9.43%

物資の輸送 被災者の輸送 所管施設の被害
調査

緊急通行車両の
届け出

給水部
98 109 4.69%

応急給水計画の
作成実施

水質検査 上水道に関する
広報

被災者への給水 所管施設の被害
調査

広域応援 緊急通行車両の
届け出

消防部
287 319 13.73%

危険物の防災措
置

広域応援 火災の消火 救急業務 消防団との連絡
調整

避難誘導 行方不明者の捜
索

自主防との連携

学校教育部
564 627 26.99%

指定避難所開設
の協力

緊急通行車両の
届け出

所管施設の被害
調査

応急教育 被災児童生徒の
就学援助

文化財の被害調
査

児童生徒の安全
確保/健康管理

児童生徒の応急
給食、学用品支
給

保育所幼稚園の
安全確保

応急保育計画 要配慮施設への
情報伝達

議会対策部
7 8 0.33%

市議会との連絡
調整

関係機関との連
絡調整

2091 2322 100%

部局名
人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部事務局 28 31 人・ふれあい部 31 2.6%
情報収集伝
達、無線運用

本部設置運
営、本部会議
進行

本部⾧指示伝
達

自衛隊派遣要
請、自衛隊受
入

関係機関への
応援要請

地域との連絡
調整

救助法適用事
務

仮設トイレ調
達・設置

指定外避難所
開設

避難所応援 防災会議、災
害記録、見舞
金等支給

秘書部 秘書 視察対応 国への要望

広報部
本部設置 本部運営 避難情報の広

報
報道対応 受援 復興計画 避難所の応援 災害記録 市民通報受付

員の派遣

調査部 79 88 財務部 88 7.4%
災害対策本部
予算

義援金の保
管・出納

庁舎安全対
策、庁内放
送、電話応対

人的被害調
査、市有財産
の被害調査

電力の確保 罹災証明事務 住家被害調査 被害調査計画 車両および燃
料確保、物資
輸送

避難所応援 税の減免

総務部 40 44 総務部 44 3.7%
人員配置 公務災害補償 職員の厚生 職員の給与 労務管理 市民通報受付

員の派遣
避難所の応援

避難部 74
避難誘導 避難所開設運

営
物資ニーズ把
握・配布

ボランティア
要請

遺体の処置 火葬

物資対策部 0
物資調達 商工業被害調

査
商工業者の指
導

食糧等の物価
の安定監視

中小企業支援 農産業の被害
調査

ため池の監視 市民通報受付
員の派遣

衛生対策部 113 125 環境部 125 10.5%
避難所の応援 所管施設の被

害調査
災害廃棄物の
収集処理

ごみ、し尿の
収集計画

人員・資機材
の確保

業者の指導監
督

塵芥収集の受
援

し尿の収集処
理計画

衛生害虫駆除 薬品・資材の
整備

市民通報受付
員派遣

健康部 65 5.5%

感染症対策 食品・保健衛
生

保健福祉相談 医療体制の確
立

人的被害情報
の収集

医療機関の被
災状況収集

救護所設置 医療機関との
応援要請、医
療救護班編成

搬送等の活動
調整

医薬品等の調
達輸送

防疫活動計
画、防疫薬品
の整備

福祉部 141 11.8%
避難行動要支
援者の支援

福祉避難所の
避難収容

避難所の応援 所管施設の被
害調査

施設利用者の
安全確保

寝屋川市社協
等への応援要
請

ボランティア
受付

行方不明者の
受付

保健福祉相談

こども部 192 16.1%
義援金の受付
配分

保健福祉相談 避難所の応援 所管施設の被
害調査・復旧

施設利用者の
安全確保

保育所の臨時
保育

住宅復旧部 59 66 まち政策部 66 5.5%
避難所の応援 応急危険度判

定
倒壊家屋対策 住宅確保にか

かる調整
応急仮設住宅
建設/入居管
理

宅地のパト
ロール

土砂災害警戒
区域のﾊﾟﾄﾛｰﾙ

開発事業の監
視

復旧復興に関
する調査/計
画

所管施設の応
急復旧

市民通報受付
員の派遣

社会基盤復旧部 57 63 まち建設部 63 5.3%
道路交通情報
の収集・広報

避難所の応援 土木インフラ
被害調査、応
急復旧

災害車両・資
機材の調達

関係機関との
連絡調整

道路交通規制 業者への応援
要請

体制の確立 浸水区域の被
害調査

障害物の除去 市民通報受付
員の派遣

給水部 62 69 上下水道局 69 5.8%
避難所の応援 上下水道施設

の被害調査・
応急復旧

水質管理 給水用資機材
の確保調達

応急給水計画 応急給水に関
する広報

業者への応援
要請

広域給水の応
援要請

市民通報受付
員の派遣

学校教育部 113 126 学校教育部 126 10.6%
避難所開設の
協力

炊き出し 避難誘導 避難所の応援 所管施設の被
害調査・復旧

学用品の給付 応急教育 休校措置 教職員の確保 通学路の点検 教育委員会内
の応援

社会教育部 38 42 社会教育部 42 3.5%
避難所の応援 所管施設の被

害調査・復旧
文化財の被害
調査・復旧

応急教育施設
の転用

教育関係団体
へ応援要請

教育委員会内
の応援

市民通報受付
員の派遣

議会対策部 8.1 9 議会事務局 9 0.8%
市議会との連
絡調整

避難所の応援

1045 1161 1161 97%

49 経営企画部 49 4.1%

82 市民生活部 82 6.9%

保健福祉部 398

（C市）災害時

44

358

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務
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の図において一部の部署の名称を変更し表記を統一する． 
 
表 4 調査対象市の被災震度と組織体制上の特徴 

 
 

 
注）各市地域防災計画を基に,部の名称を変えるなどの修正を加え筆者作

成．青色着色部は,複数の部にまたがる課・室等で構成される部班を示す． 

図4 A市の災害対策本部   図5 B市の災害対策本部 

  組織体制                  組織体制 

 

注）図 4，5 の注と同様.C 市は運用実態を踏まえ本部事務局以外着色無. 

図6 C市の災害対策本部      図7 D市の災害対策本部 

組織体制                  組織体制 

４．組織体制の計画面に関する比較分析 

 
災害対策本部組織体制における人員構成や業務分担，

すなわち，「どの部局が，どのような人員構成で，どの

ような業務に従事するか」についても，自治体によって

大きく異なる現状がある．本章では，人員構成や業務分

担の計画面から，全庁的な組織体制の違いを比較分析す

る． 

調査対象市から入手した災害対策本部組織体制の各部

の人員構成の内訳データと，各市の災害対策本部組織体

制における災害業務の事務分掌を基に，データベースを

作成した．表 5～8 は，各市の災害対策本部の組織体制に

おける部局とその人員構成，全職員数に対する構成比，

及びそれぞれの部に割り当てられている事務分掌を示す．

また，特に多くのマンパワーが必要な業務である 3 つの

業務，「避難所関連業務」，「家屋被害調査・罹災証明

発行業務」，「物資関連業務」について，それぞれ緑色，

赤色，黄色で表し，各部における業務分担の状況や業務

の重複状況を分析した．なお，「避難所関連業務」につ

いては避難誘導や避難所の開設，避難所運営業務（福祉

避難所や指定外避難所を含む）といった主要な業務を対

象とし，保健衛生業務や保健福祉相談などの中長期的に

発生する副次的な業務は対象外とした．また，「物資関

連業務」については，物資ニーズの把握→物資調達（契

約）→物資受付・集荷→物資配分→物資の輸送→物資の

配布という一連の業務を「物資関連業務」として整理し

た． 

まず，災害時に多くのマンパワーが必要な３つの業務

について，各市の人員構成を見ていく．A 市（表 5）では， 

避難所関連業務は避難部，家屋被害調査・罹災証明発行

業務は調査部という具合に，一つの部に一つの業務が分

担されている．物資関連業務については，「職員の物資

調達」は職員配備班が，「物資の輸送」は輸送部が対応

するというように，物資対策部以外の部が物資関連業務

を担当することになっている． 

B 市（表 6）では，本部事務局が，物資関連業務や避難

所関連業務を担うこととなっている．注目すべき点は，

調査部では家屋被害調査・罹災証明発行業務に加えて，

物資関連業務と避難所の応援というマンパワーの負荷が

大きい複数の業務が，いずれも調査部に割り当てられて

いるという点である．しかも割り当てられている職員数

も他市と比べて十分とは言えない．家屋被害調査と罹災

証明発行業務の業務調整がまとまらず，事務局が対応を

強いられていたという状況があったが，調査部に業務が

過剰に集中するような対応計画となっていたことから，

災害時に業務に対応しきれない状況が必然的に起きてい

たと考えられる． 

C 市（表 7）では B 市と同じく，調査班に家屋被害調

査・罹災証明発行業務と，物資関連業務のそれぞれマン

パワーが必要な業務が割り当てられている．C市では，当

該地震で物資関連業務の業務分担ができていなかったが，

このように調査班への過剰な業務が，災害時に必然的に

人員が不足し対応が困難となった一因であろう． 

また，B市とC市に共通する点として，物資関連業務や

避難所関連業務は，複数部局にまたがって業務分担され

ている．特に B 市ではそれらの部署の人員が他市と比べ

て少ない上に異なる災害業務が分担されており，バラン

スがよい職員配備とは言い難い，それに対して A 市では，

物資関連業務のみが複数部局にまたがる業務となってお

A市 B市 C市 D市
震度 震度６弱 震度5強 震度6弱 震度4

(1)事務局の位置づけ
〇

(事務局上位モデル）
ー

（事務局並列モデル）
ー

（事務局並列モデル）
〇

(事務局上位モデル）

(2)事務局の組織構成
〇

(複数部局統合型）
ー

（防災部局単独型）
△

（防災部局単独型(半分))
〇

(事務局上位モデル）

(3)全庁的な組織体制
△

(災害時再編成型(半分)）
ー

（平常時縦割り型）
ー

（平常時縦割り型）
〇

(災害時再編成型）

本
部
⾧

本部事務局

統括班

広報班

職員配備班

秘書班
避難部

調査部

物資対策部

衛生対策部

復旧部

福祉対策部

保健対策部

輸送部

給水部

消防部

学校教育部

議会対策部

本
部
⾧

本部事務局

広報部

秘書部

避難部

調査部

総務部

物資対策部

衛生対策部

住宅復旧部

社会基盤復旧部

保健福祉部

給水班

学校教育班

社会教育班

議会対策部

本
部
⾧

本部事務局

広報・政策対
策部

広報班

秘書班

政策班

市民窓口班

議会対策班

調査・動員・
物資対策部

総務班

財務班

会計班

応援第1班

応援第2班

教育・避難所
対策部

避難所管理班

学校教育班

社会教育班

環境対策部 環境対策班

医療・福祉対
策部

保健対策班

福祉対策班

子ども対策班

医療対策班

建物・産業・
土木対策部

産業対策班

住宅復旧班

社会基盤復旧班

応援第3班

水道・下水道
対策部

給水企画班

給水対策班

本
部
⾧

本部参謀班

統括部

統括班

庶務班

情報班

通信班

広報班

職員配備班

資源管理班

物資対策班

応援班

人命救助部

救出救助班

保健対策班

健康管理班

医療対策班

避難部

避難所管理班

避難所開設班

福祉対策班

社会基盤復旧部

給水対策班

社会基盤復旧班

交通対策班

住宅復旧班

生活復旧支援部

市民対応班

災害窓口班

調査班

衛生対策班

環境対策班

産業対策班

市議会支援部 議会対策班
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り，その他の避難所関連業務や家屋被害調査・罹災証明

発行業務は，概ね一つの部で対応する計画となっている． 

D 市（表 8）では，他市と比べると，避難所関連業務の

一部の業務を除いて，概ね一つの班，又は一つの部に負

担の大きい災害対応業務を分担している．物資関連業務

については，初動期の業務量の増大を考慮して，物資対

策班の応援に産業対策班が入ることで，マンパワーを補

填することが事務分掌として定められている． 

以上のことから，災害時再編成型の組織体制がとられ

ている A 市と D 市，平常時縦割り型組織体制がとられて 

  

表 5 A 市の業務分担 

 
 

表 6 B 市の業務分担 

 

（A市）部局名 90% 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部事務局総括班
56 62 2.68%

情報収集伝達、
無線交信

応急対策全般の
調整

各部との連絡調
整

本部の設置、廃
止

救助法の適用申
請

復興事業の企画
調整

府との連絡調整 自衛隊との連絡
調整

所管施設の被害
調査・復旧

緊急通行車両 防災会議

本部事務局広報班 17 19 0.81% 報道対応 住民の相談対応 災害広報 報道情報の収集 災害時の記録

本部事務局職員配備班
8 9 0.38%

職員の物資調達 職員配備 職員の人事管理 職員の被害状況
調査

受援

本部事務局秘書班 17 19 0.81% 現金の出納 各部の応援 秘書 応接対応

避難部
21 23 1.00%

指定避難所の開
設運営

避難者名簿作成 避難者への物資
供給

被害状況の調査 地元との連絡調
整

自主防との連携 所管施設の被害
調査

調査部
89 99 4.26%

被害状況の調査 罹災証明の発行 税の減免 災害弔慰金等の
支給

被災者台帳の作
成

物資対策部
95 106 4.55%

物資の避難所へ
の配給

物資調達 救援物資受入・
配分

農林施設の被害
調査

商工、農産物被
害調査

商工業者災害関
係融資

農産物の伝染病
予防

救援隊との連絡
調整

所管施設の被害
調査

衛生対策部
160 178 7.66%

ごみ・し尿処理 遺体安置所の設
営管理

遺体処置・埋葬 防疫 仮設トイレの設
置

所管施設の被害
調査

復旧部
217 241 10.38%

所管施設の被害
調査

仮設住宅の建設 被災住宅の応急
修理

緊急交通路の確
保

障害物の除去 住宅復興計画の
策定

インフラ被害調
査・復旧

土砂災害被害調
査・復旧

所管施設の二次
災害防止

被災建物の危険
度判定

被災宅地の危険
度判定

福祉対策部
116 129 5.55%

避難行動要支援
者把握救援

要配慮施設への
情報伝達

所管施設の被害
調査

ボランティア受
入配置

ボランティアと
の連携

義援金の受付配
布

海外からの支援
受入

所管施設収容者
の安全確保

保健対策部
141 157 6.75%

医師会との連絡
調整

医療救護活動の
総括

要配慮施設への
情報伝達

所管施設の被害
調査

被災者の健康維
持

救護拠点医療機
関情報把握

収容の要請、搬
送手段

病院情報の提供 食品衛生、環境
衛生

感染症対策 動物の保護

輸送部
197 219 9.43%

物資の輸送 被災者の輸送 所管施設の被害
調査

緊急通行車両の
届け出

給水部
98 109 4.69%

応急給水計画の
作成実施

水質検査 上水道に関する
広報

被災者への給水 所管施設の被害
調査

広域応援 緊急通行車両の
届け出

消防部
287 319 13.73%

危険物の防災措
置

広域応援 火災の消火 救急業務 消防団との連絡
調整

避難誘導 行方不明者の捜
索

自主防との連携

学校教育部
564 627 26.99%

指定避難所開設
の協力

緊急通行車両の
届け出

所管施設の被害
調査

応急教育 被災児童生徒の
就学援助

文化財の被害調
査

児童生徒の安全
確保/健康管理

児童生徒の応急
給食、学用品支
給

保育所幼稚園の
安全確保

応急保育計画 要配慮施設への
情報伝達

議会対策部
7 8 0.33%

市議会との連絡
調整

関係機関との連
絡調整

2091 2322 100%

部局名
人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部事務局 28 31 人・ふれあい部 31 2.6%
情報収集伝
達、無線運用

本部設置運
営、本部会議
進行

本部⾧指示伝
達

自衛隊派遣要
請、自衛隊受
入

関係機関への
応援要請

地域との連絡
調整

救助法適用事
務

仮設トイレ調
達・設置

指定外避難所
開設

避難所応援 防災会議、災
害記録、見舞
金等支給

秘書部 秘書 視察対応 国への要望

広報部
本部設置 本部運営 避難情報の広

報
報道対応 受援 復興計画 避難所の応援 災害記録 市民通報受付

員の派遣

調査部 79 88 財務部 88 7.4%
災害対策本部
予算

義援金の保
管・出納

庁舎安全対
策、庁内放
送、電話応対

人的被害調
査、市有財産
の被害調査

電力の確保 罹災証明事務 住家被害調査 被害調査計画 車両および燃
料確保、物資
輸送

避難所応援 税の減免

総務部 40 44 総務部 44 3.7%
人員配置 公務災害補償 職員の厚生 職員の給与 労務管理 市民通報受付

員の派遣
避難所の応援

避難部 74
避難誘導 避難所開設運

営
物資ニーズ把
握・配布

ボランティア
要請

遺体の処置 火葬

物資対策部 0
物資調達 商工業被害調

査
商工業者の指
導

食糧等の物価
の安定監視

中小企業支援 農産業の被害
調査

ため池の監視 市民通報受付
員の派遣

衛生対策部 113 125 環境部 125 10.5%
避難所の応援 所管施設の被

害調査
災害廃棄物の
収集処理

ごみ、し尿の
収集計画

人員・資機材
の確保

業者の指導監
督

塵芥収集の受
援

し尿の収集処
理計画

衛生害虫駆除 薬品・資材の
整備

市民通報受付
員派遣

健康部 65 5.5%

感染症対策 食品・保健衛
生

保健福祉相談 医療体制の確
立

人的被害情報
の収集

医療機関の被
災状況収集

救護所設置 医療機関との
応援要請、医
療救護班編成

搬送等の活動
調整

医薬品等の調
達輸送

防疫活動計
画、防疫薬品
の整備

福祉部 141 11.8%
避難行動要支
援者の支援

福祉避難所の
避難収容

避難所の応援 所管施設の被
害調査

施設利用者の
安全確保

寝屋川市社協
等への応援要
請

ボランティア
受付

行方不明者の
受付

保健福祉相談

こども部 192 16.1%
義援金の受付
配分

保健福祉相談 避難所の応援 所管施設の被
害調査・復旧

施設利用者の
安全確保

保育所の臨時
保育

住宅復旧部 59 66 まち政策部 66 5.5%
避難所の応援 応急危険度判

定
倒壊家屋対策 住宅確保にか

かる調整
応急仮設住宅
建設/入居管
理

宅地のパト
ロール

土砂災害警戒
区域のﾊﾟﾄﾛｰﾙ

開発事業の監
視

復旧復興に関
する調査/計
画

所管施設の応
急復旧

市民通報受付
員の派遣

社会基盤復旧部 57 63 まち建設部 63 5.3%
道路交通情報
の収集・広報

避難所の応援 土木インフラ
被害調査、応
急復旧

災害車両・資
機材の調達

関係機関との
連絡調整

道路交通規制 業者への応援
要請

体制の確立 浸水区域の被
害調査

障害物の除去 市民通報受付
員の派遣

給水部 62 69 上下水道局 69 5.8%
避難所の応援 上下水道施設

の被害調査・
応急復旧

水質管理 給水用資機材
の確保調達

応急給水計画 応急給水に関
する広報

業者への応援
要請

広域給水の応
援要請

市民通報受付
員の派遣

学校教育部 113 126 学校教育部 126 10.6%
避難所開設の
協力

炊き出し 避難誘導 避難所の応援 所管施設の被
害調査・復旧

学用品の給付 応急教育 休校措置 教職員の確保 通学路の点検 教育委員会内
の応援

社会教育部 38 42 社会教育部 42 3.5%
避難所の応援 所管施設の被

害調査・復旧
文化財の被害
調査・復旧

応急教育施設
の転用

教育関係団体
へ応援要請

教育委員会内
の応援

市民通報受付
員の派遣

議会対策部 8.1 9 議会事務局 9 0.8%
市議会との連
絡調整

避難所の応援

1045 1161 1161 97%

49 経営企画部 49 4.1%

82 市民生活部 82 6.9%

保健福祉部 398

（C市）災害時

44

358

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

263
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物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

表 7 C 市の業務分担 

 
 

表 8 D 市の業務分担 

 

人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 主な災害対応業務

本部事務局
本部事務局 48 53 53 2.2%

情報収集、無線運
用

本部設置・運営、
配備体制

救助法適用申請 自治体・自衛隊等
派遣要請

関係機関との連絡
調整

避難情報
避難所開設指示

災害記録

議会対策班 市議会事務局 19 0.8%
市議会災害対策連
絡会議の運営

市⾧公室の応援 災害見舞金の事務
応援

秘書班 市⾧公室 40 1.7% 報道対応 秘書 視察対応
政策班 総合政策部 23 1.0% 復興計画

市民窓口班 市民安全部 109 4.6% 地域との連絡調整 物資配布 治安対策 所管施設被害調査
総務班 総務部 69 2.9% 人員配置 庁舎の被害状況 受援 通信確保 職員の物資調達 車両調達確保

財務班 財務部 157 6.6%
予算措置 市有財産の被害状

況とりまとめ
用地確保 罹災証明発行 家屋被害調査 物資調達・運搬

輸送計画
税の減免

会計班 会計課 10 0.4% 災害予算財務処理 現金出納
応援第１班 選挙管理委員会事務局 8 0.3% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項
応援第２班 監査委員会事務局 9 0.4% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項

避難所管理班 管理部 158 6.6%
避難所開設の指示
伝達

避難者名簿 炊き出し 応急給食 教育施設の応急復
旧

学校教育班 学校教育部 81 3.4% 生徒の避難誘導 生徒被災状況調査 学用品の配布 就学援助 心身のケア
社会教育班 社会教育部 85 3.6% 施設被害状況把握 文化財の被害調査

環境対策部 環境対策班 291 323 環境部 323 13.6%
仮設トイレ調達・
設置

ごみ処理施設の被
害調査・復旧

災害廃棄物の収集
処理

公害対策 し尿処理 遺体の火葬 環境汚染対策

健康部 93 3.9%
感染症対策 医療本部設置 医療機関との連絡

調整
医療資機材調達・
要請

医療機関の情報把
握

避難行動要支援者
の安否確認

保健所要支援者の
安否確認

⾧寿社会推進室 43 1.8% 食品衛生 動物保護
保健所 104 4.4%

福祉対策班 福祉部 131 5.5%
福祉避難所設置・
運営

義援金関係業務 海外からの支援受
入

避難行動要支援者
の安否確認

遺体の安置 ボランティアとの
調整

被災者生活再建支
援関連業務

子ども対策班 子ども青少年部 331 13.9% 物資要請・配達 所管施設応急対策 利用者の安否確認 乳幼児の安否確認 保護者への引渡し 応急保育計画

医療対策班 市立ひらかた病院 32 1.3%
病院内の体制・人
員配置

被害調査と応急措
置

入院患者の安否確
認

外来患者対応

産業対策班 産業文化部 68 2.9%
所管施設被害状況
把握

農業・商工業被害
調査

災害関係融資 家畜等の伝染病予
防

住宅復旧班 都市整備部 125 5.3% 行方不明者捜索 住宅確保 応急仮設住宅関連 住宅復興計画 応急危険度判定 災害廃棄物処理 市営住宅被害調査

社会基盤復旧班 土木部 130 5.5%
公共インフラ被害
調査

道路障害物除去 緊急交通路確保 交通規制

応援第３班 農業委員会事務局 7 0.3% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項
給水企画班 経営部 69 2.9% 住民への広報
給水対策班 事業部 156 6.6% 応急給水 被害調査 応急給水計画 水質検査

2142 2380 2380 102%
21km圏外在住者除く

（B市）災害時

広報・政策対策部 191172

部局名

建物・産業・土木
対策部

330

水道・下水道対策
部

225

調査・動員・物資
対策部

253

教育・避難所対策
部

324

医療・福祉対策部 734

292

228

203

保健対策班

297

661

下水関係資機材調達

DHEAT・DPAT受入

土木関係資機材調達

部局名
人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部参謀 9.9 11 本部参謀班 11 0.6% 本部設置 配備指令の伝達 計画立案・調整 災害情報の分析 避難情報 災害救助法適用 無線の管理運用 防災会議

統括班 28 1.6%
関係機関との調整 外部機関への応

援要請
自衛隊派遣要請 事務の緊急割当 各班連絡調整 復興計画 災害対策予算 財源措置

庶務班 30 1.7%
災害対策本部会議
の庶務

災害対策本部の
庶務

義援金の収納 災害経費の収支 秘書 本部⾧の特命 被災地視察

情報班 15 0.8%
情報収集 被害状況の集約 被害統計 各種データ作成・

情報処理
通信班 7 0.4% 情報処理（ICT）
広報班 10 0.6% 災害情報の広報 報道対応 広報 災害記録

職員配備班 16 0.9% 人員配置 職員の給食,寝具 安全管理 健康管理 受援 出勤状況の把握 各班の応援調整
資源管理班 6 0.3% 市有財産被害調査 車両の確保 車両の借り上げ 仮設住宅用地調査 市有財産緊急使用 市有財産応急措置
物資対策班 25 1.4% 物資集荷・配分 物資ニーズ把握 物資調達 トイレの調達 燃料の確保 物資の契約 登録業者への要請 現地への救援
応援班 42 2.3% 文化財被害状況 所管施設被害把握 他班への応援

消防班
警備本部の運営 関係機関との連

絡
所管施設の被害
状況把握、危険
物施設応急措置

労務管理、衛生管
理、職員の食糧調
達

職員招集、応援要
請

被害情報収集、被
害状況の集計

資機材・燃料の
調達

通信管理統制、
活動記録

消防隊配備/編成
運用、消火・救
助活動

罹災証明の発行

保健対策班 38 2.1%
医療ニーズ収集 食品衛生、環境

衛生、動物衛
生、感染症対策

入浴施設の設置
支援

保険医療調整本部
運営、医療援護全
体調整

災害医療情報収集,
医療機関との連絡
調整

医療機関被害状況
把握

DMAT等の受援,
外部応援者の健
康管理

救護所の設置、
医薬品の確保

医療救護チーム
編成・運営

心のケア相談

健康管理班 35 1.9% 保健所班活動支援 保健衛生活動 被災者健康維持 感染症予防接種
医療対策班 488 27.1% 医療救護活動

避難所管理班 22 1.2%
避難誘導 避難所運営、避

難所との連絡
避難所応援職員
派遣調整

避難所開設運営補
助

炊き出し 所管施設被害状
況、教育施設の災
害記録

応急給食 児童の罹災状況
調査、学用品の
供与

教職員への応援
要請

避難所への応援
職員派遣

避難所開設班 避難誘導 避難所開設運営 仮設トイレ設置

福祉対策班 363 20.2%
児童の避難誘導、
避難誘導

福祉避難所開
設・運営

ボランティアと
の調整

災害見舞金等の支
給、被災者の生活
援護

行方不明者捜索、
遺体搬送/安置、
遺体関係資材調達

広域避難場所の運
営

要配慮者安全確
認/援助、施設入
居者安全確保

福祉関係団体と
の調整

保育所被害調
査、応急保育計
画

私立保育所との
調整

給水対策班 86 4.8%
本部との連絡 人員配置、要員

の給食寝具
住民への広報 応援職員の受援 水道局の財政計画 所管施設の被害状

況、応急修繕、復
旧計画

資機材管理・調
達、物資調達班
応援、車両確保

各戸使用水量の
認定、応急給水

給水計画、給水
車指揮監督、給
水予備要員

送配水管被害調
査、配管復旧作
業

社会基盤復
旧班

117 6.5%
土木インフラ被害
調査

応急措置 所管施設の被害
状況

障害物の除去 土砂災害の調査 ため池、用水路の
被害調査

下水施設の点検
捜査/機能確保

関係業車への協
力要請

重機調達 他班への応援

交通対策班 9 0.5%
交通対策 交通機関との連

絡調整
道路被害調査の
応援

交通規制等の調整

住宅復旧班 52 2.9%
市有公共建築物の
点検

資材および重機
の調達

応急仮設住宅の
建設準備

業者への応援要請 応急危険度判定 倒壊家屋の解体除
去

（救助法）応急
修理

住宅資金の貸し
付け

開発地域等の危
険区域調査

市民対応班 88 4.9%
電話対応 問合せ相談 義援金の受付配

布
自主避難の避難所
開設

関係機関との連絡
調整

所管施設の被害状
況

協力団体との連
絡

災害窓口班 32 1.8% 罹災証明の発行 問合せ相談 情報収集班応援 被災者台帳 税の減免 火葬
調査班 18 1.0% 住家被害認定調査 被害判定会議開催 罹災証明交付応援 税の減免

衛生対策班 217 12.0%
避難所開設班応援 所管施設被害状

況
災害廃棄物収集 防疫活動 防疫資材の整備 仮設トイレ等のし

尿処理
災害廃棄物の処
理

埋火葬 災害廃棄物処理
計画

関係機関との調
整

環境対策班 16 0.9% 情報収集班応援 公害対策全般

産業対策班 15 0.8%
初動時の物資調
達・配給

農作物の被害調
査

商工施設の被害
調査

災害関係融資

市議会支援部 13.5 15 議会対策班 15 0.8%
市議会の災害対策
本部の支援

1621 1801 1801 100%

（D市）災害時

別で計上

避難部 385 別で計上

社会基盤復旧
部

264

人命救助部 561

生活復旧支援
部

386

161

505

347

238

347

統括部 179
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いる B 市と C 市にはそれぞれ共通する２つの特徴が見ら

れる． 

１点目は，A市とD市では，災害時業務を中心として組

織体制が構築されているため，対応する部局が複数に跨

ることなく，主対応の部局が明確になっているという点

である．B市とC市に共通する点は，平常時の縦割り部局

を基本として，それらの部局に業務を割り当てているた

め，複数の部局にまたがって業務分担がされているとい

う点である．このように一つの業務が，複数部局にまた

がる場合，担当部局が円滑に連携することができれば特

に問題は生じないが，部局間の押し付け合いが生じて対

応が円滑に進まないという事態が生じることが十分に考

えられる．A市とD市のように，部局をまたがることなく

一つの部に業務をひとまとまりとして集約することは，

このような業務調整の手間を無くす一つの手段であると

考えられる． 

2点目として，業務が一部の部局に過剰に集中している

という，共通する特徴が見られた．特に多くのマンパワ

ーが必要な「避難所関連業務」，「家屋被害調査・罹災

証明発行業務」，「物資関連業務」の 3 業務を分析した

が，B市とC市ではいずれも，一つの部局に「家屋被害調

査・罹災証明発行業務」と「物資関連業務」が割り当て

られている状況があった．B市についてはこれらの業務に

加えて，「避難所への応援」業務も割り当てられている． 

このような業務分担となっている理由として，平常時

の部局がもつ業務の特性に，災害時業務が紐づけられて

いるという点が考えられる．つまり，B市とC市は，いず

れも「家屋被害調査・罹災証明発行業務」を担当する部

局として財務部を割り当てている．財務部には一般的に

は，税を所管する課が配下にあり，ここが通常「家屋被

害調査・罹災証明発行業務」を担当する．しかし，B市の

場合，財務部には予算を所管する財政課や，市有財産を

所管する公有財産課が配下にあり，また C 市では，予算

を所管する財政課に加えて，契約業務を所管する契約課

が配下にある．B市とC市では，平常時の縦割り部局を基

本として，平常時の「部」単位で組織を構成しているこ

とから，その配下にある課（財政課，公有財産課，契約

課など）の通常業務に近い災害時業務，すなわち「災害

時の予算措置」，「市有財産の被害調査」，「物資対応」

といった業務を割り当てている．言い換えれば，平常時

の部局を基本とした組織体制であるため，平常時の組織

に縛られた業務分担となっている．業務量の大小に関わ

らず，「部」をひとまとまりとして災害時業務を割り当

てた結果，一つの部に負荷の大きい複数の業務が集中す

る状況が生じている． 

他方で A 市と D 市は，マンパワーの負荷が大きい 3 つ

の災害業務を，編成された部や班を単位として割り当て

ていることで，平常業務の部局に業務が過剰に集中する

状況が発生する可能性を避けている．これは「災害時再

編成型」の組織体制の一つのメリットであり，一部の班

に業務が集中することなくバランス良く割り振られてい

る． 

以上の事から，災害対応体制の計画面において，全庁

的な組織体制としては災害時再編型において， 関連業務

が複数部署にわたって割り当てられず，担当部署に集中

して割り当てられていること，また人員が十分に確保さ

れている事が示された． 

 

 

５．災害対応組織体制の運用の比較分析 
 

 災害対応組織体制の指揮調整機能と事務局体制が，職

員配備の調整がどのように機能しているかを調査しその

有効性を評価する．大阪府北部地時の運用状況に関する

情報収集のために A～D 市に対するヒアリング調査を行っ

た（表 9）．D 市は被害規模が小さく災害対応が少なかっ

たことから，他市と比較するのは困難であると判断し，

運用については A～C 市の 3 市で分析する．災害常務に携

わる職員の配備・調整に関わる事務局の業務調整，事務

局の業務分担，部局間の連携状況の3点について調査し4

市の災害対応状況を比較分析する． 

 

表9 ヒアリング実施日時 

 
(1) 事務局の業務調整 

 災害対応において業務に携わる職員を調整するには，

事務局と各担当部局の協議・調整が不可欠である．また

災害時に，複数の部局に跨る業務や，担当部局が事前に

決まっていない曖昧な業務が発生する場合には，対応す

る部局を決める業務調整が円滑かつ柔軟に行われなけれ

ばならない．このような調整業務がどのように行われて

いたのかを，「事務局上位モデル」と「事務局並列モデ

ル」という事務局の位置づけが異なる組織体制を比較し

ながら各市の対応を整理する．  

Ａ市の事務局では， 危機管理監と各部の部長の間で調

整や協議が盛んに行われた．それぞれの対応事案に対し

て，各担当部局が検討した案をもとに各部長と危機管理

監及び本部長で協議し，一定の方向性を定めた上で，本

部会議に諮られた．その一例が，一部損壊世帯への市独

自支援策の検討・実施において，危機管理監と担当部局

となる復旧部の部長とが調整し，所管部局で支給方法等

の詳細が検討され，最終的に本部長との協議を経て決定

されるに至った事に見られる．このような対応が可能と

なったのは，危機管理監が上位の位置づけであったこと

が，部長へ依頼や協議・相談が行い易い状況を生み出し

た一因となったからと考えられる．危機管理管と担当部

長の平時から調整可能な関係性を持っていた事も関係し

たが，A市では災害時は平時と異なる体制や指示命令系統

へと移行するという考え方が組織に馴染み始めていたこ

とが，調整を機能させる背景にあった． 

Ｂ市では，事務局と各部との業務調整が難航し，災害

時のどの業務をどの部局が対応するかが庁内で十分に把

握されていなかった．例えば，家屋被害認定調査と罹災

証明発行業務は本来調査部が担当部局であるにもかかわ

らず，事務局と調査部の間で折り合いがつかず，最終的

に調査部が被害認定調査を，事務局が罹災証明発行のた

めの窓口業務を担った．事務局が各部と並列の関係にあ

り，部局間の押し付け合いを軽減する機能を有さなかっ

た事がこのような対応を招いた要因の一つと考えられる． 

C市においても，各部との業務調整がうまくいかず，部

局間で押し付け合いが生じ，複数の業務が円滑に進まな

かった．その一例は，災害救助法に基づく応急修理業務

や避難所の長期化に対応するための避難所運営要員の確

保，物資関連業務など，いずれも各部から対応ができな

調査対象市 実施日時 組織名 相手方人数
A市 2019年7月5日10時～12時 危機管理室 2名
B市 2019年7月22日10時～12時 危機管理室 3名
C市 2019年7月31日10時～12時 危機管理室 4名
D市 2019年10月9日10時～12時 危機管理課 3名

264
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物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

物資関連業務 避難所関連業務 家屋調査・罹災証明発行業務

表 7 C 市の業務分担 

 
 

表 8 D 市の業務分担 

 

人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 主な災害対応業務

本部事務局
本部事務局 48 53 53 2.2%

情報収集、無線運
用

本部設置・運営、
配備体制

救助法適用申請 自治体・自衛隊等
派遣要請

関係機関との連絡
調整

避難情報
避難所開設指示

災害記録

議会対策班 市議会事務局 19 0.8%
市議会災害対策連
絡会議の運営

市⾧公室の応援 災害見舞金の事務
応援

秘書班 市⾧公室 40 1.7% 報道対応 秘書 視察対応
政策班 総合政策部 23 1.0% 復興計画

市民窓口班 市民安全部 109 4.6% 地域との連絡調整 物資配布 治安対策 所管施設被害調査
総務班 総務部 69 2.9% 人員配置 庁舎の被害状況 受援 通信確保 職員の物資調達 車両調達確保

財務班 財務部 157 6.6%
予算措置 市有財産の被害状

況とりまとめ
用地確保 罹災証明発行 家屋被害調査 物資調達・運搬

輸送計画
税の減免

会計班 会計課 10 0.4% 災害予算財務処理 現金出納
応援第１班 選挙管理委員会事務局 8 0.3% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項
応援第２班 監査委員会事務局 9 0.4% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項

避難所管理班 管理部 158 6.6%
避難所開設の指示
伝達

避難者名簿 炊き出し 応急給食 教育施設の応急復
旧

学校教育班 学校教育部 81 3.4% 生徒の避難誘導 生徒被災状況調査 学用品の配布 就学援助 心身のケア
社会教育班 社会教育部 85 3.6% 施設被害状況把握 文化財の被害調査

環境対策部 環境対策班 291 323 環境部 323 13.6%
仮設トイレ調達・
設置

ごみ処理施設の被
害調査・復旧

災害廃棄物の収集
処理

公害対策 し尿処理 遺体の火葬 環境汚染対策

健康部 93 3.9%
感染症対策 医療本部設置 医療機関との連絡

調整
医療資機材調達・
要請

医療機関の情報把
握

避難行動要支援者
の安否確認

保健所要支援者の
安否確認

⾧寿社会推進室 43 1.8% 食品衛生 動物保護
保健所 104 4.4%

福祉対策班 福祉部 131 5.5%
福祉避難所設置・
運営

義援金関係業務 海外からの支援受
入

避難行動要支援者
の安否確認

遺体の安置 ボランティアとの
調整

被災者生活再建支
援関連業務

子ども対策班 子ども青少年部 331 13.9% 物資要請・配達 所管施設応急対策 利用者の安否確認 乳幼児の安否確認 保護者への引渡し 応急保育計画

医療対策班 市立ひらかた病院 32 1.3%
病院内の体制・人
員配置

被害調査と応急措
置

入院患者の安否確
認

外来患者対応

産業対策班 産業文化部 68 2.9%
所管施設被害状況
把握

農業・商工業被害
調査

災害関係融資 家畜等の伝染病予
防

住宅復旧班 都市整備部 125 5.3% 行方不明者捜索 住宅確保 応急仮設住宅関連 住宅復興計画 応急危険度判定 災害廃棄物処理 市営住宅被害調査

社会基盤復旧班 土木部 130 5.5%
公共インフラ被害
調査

道路障害物除去 緊急交通路確保 交通規制

応援第３班 農業委員会事務局 7 0.3% 被害状況の集約 本部⾧の特命事項
給水企画班 経営部 69 2.9% 住民への広報
給水対策班 事業部 156 6.6% 応急給水 被害調査 応急給水計画 水質検査

2142 2380 2380 102%
21km圏外在住者除く

（B市）災害時

広報・政策対策部 191172

部局名

建物・産業・土木
対策部

330

水道・下水道対策
部

225

調査・動員・物資
対策部

253

教育・避難所対策
部

324

医療・福祉対策部 734

292

228

203

保健対策班

297

661

下水関係資機材調達

DHEAT・DPAT受入

土木関係資機材調達

部局名
人数
90%

人数 平時部局名 人数 構成比 災害時の事務分掌

本部参謀 9.9 11 本部参謀班 11 0.6% 本部設置 配備指令の伝達 計画立案・調整 災害情報の分析 避難情報 災害救助法適用 無線の管理運用 防災会議

統括班 28 1.6%
関係機関との調整 外部機関への応

援要請
自衛隊派遣要請 事務の緊急割当 各班連絡調整 復興計画 災害対策予算 財源措置

庶務班 30 1.7%
災害対策本部会議
の庶務

災害対策本部の
庶務

義援金の収納 災害経費の収支 秘書 本部⾧の特命 被災地視察

情報班 15 0.8%
情報収集 被害状況の集約 被害統計 各種データ作成・

情報処理
通信班 7 0.4% 情報処理（ICT）
広報班 10 0.6% 災害情報の広報 報道対応 広報 災害記録

職員配備班 16 0.9% 人員配置 職員の給食,寝具 安全管理 健康管理 受援 出勤状況の把握 各班の応援調整
資源管理班 6 0.3% 市有財産被害調査 車両の確保 車両の借り上げ 仮設住宅用地調査 市有財産緊急使用 市有財産応急措置
物資対策班 25 1.4% 物資集荷・配分 物資ニーズ把握 物資調達 トイレの調達 燃料の確保 物資の契約 登録業者への要請 現地への救援
応援班 42 2.3% 文化財被害状況 所管施設被害把握 他班への応援

消防班
警備本部の運営 関係機関との連

絡
所管施設の被害
状況把握、危険
物施設応急措置

労務管理、衛生管
理、職員の食糧調
達

職員招集、応援要
請

被害情報収集、被
害状況の集計

資機材・燃料の
調達

通信管理統制、
活動記録

消防隊配備/編成
運用、消火・救
助活動

罹災証明の発行

保健対策班 38 2.1%
医療ニーズ収集 食品衛生、環境

衛生、動物衛
生、感染症対策

入浴施設の設置
支援

保険医療調整本部
運営、医療援護全
体調整

災害医療情報収集,
医療機関との連絡
調整

医療機関被害状況
把握

DMAT等の受援,
外部応援者の健
康管理

救護所の設置、
医薬品の確保

医療救護チーム
編成・運営

心のケア相談

健康管理班 35 1.9% 保健所班活動支援 保健衛生活動 被災者健康維持 感染症予防接種
医療対策班 488 27.1% 医療救護活動

避難所管理班 22 1.2%
避難誘導 避難所運営、避

難所との連絡
避難所応援職員
派遣調整

避難所開設運営補
助

炊き出し 所管施設被害状
況、教育施設の災
害記録

応急給食 児童の罹災状況
調査、学用品の
供与

教職員への応援
要請

避難所への応援
職員派遣

避難所開設班 避難誘導 避難所開設運営 仮設トイレ設置

福祉対策班 363 20.2%
児童の避難誘導、
避難誘導

福祉避難所開
設・運営

ボランティアと
の調整

災害見舞金等の支
給、被災者の生活
援護

行方不明者捜索、
遺体搬送/安置、
遺体関係資材調達

広域避難場所の運
営

要配慮者安全確
認/援助、施設入
居者安全確保

福祉関係団体と
の調整

保育所被害調
査、応急保育計
画

私立保育所との
調整

給水対策班 86 4.8%
本部との連絡 人員配置、要員

の給食寝具
住民への広報 応援職員の受援 水道局の財政計画 所管施設の被害状

況、応急修繕、復
旧計画

資機材管理・調
達、物資調達班
応援、車両確保

各戸使用水量の
認定、応急給水

給水計画、給水
車指揮監督、給
水予備要員

送配水管被害調
査、配管復旧作
業

社会基盤復
旧班

117 6.5%
土木インフラ被害
調査

応急措置 所管施設の被害
状況

障害物の除去 土砂災害の調査 ため池、用水路の
被害調査

下水施設の点検
捜査/機能確保

関係業車への協
力要請

重機調達 他班への応援

交通対策班 9 0.5%
交通対策 交通機関との連

絡調整
道路被害調査の
応援

交通規制等の調整

住宅復旧班 52 2.9%
市有公共建築物の
点検

資材および重機
の調達

応急仮設住宅の
建設準備

業者への応援要請 応急危険度判定 倒壊家屋の解体除
去

（救助法）応急
修理

住宅資金の貸し
付け

開発地域等の危
険区域調査

市民対応班 88 4.9%
電話対応 問合せ相談 義援金の受付配

布
自主避難の避難所
開設

関係機関との連絡
調整

所管施設の被害状
況

協力団体との連
絡

災害窓口班 32 1.8% 罹災証明の発行 問合せ相談 情報収集班応援 被災者台帳 税の減免 火葬
調査班 18 1.0% 住家被害認定調査 被害判定会議開催 罹災証明交付応援 税の減免

衛生対策班 217 12.0%
避難所開設班応援 所管施設被害状

況
災害廃棄物収集 防疫活動 防疫資材の整備 仮設トイレ等のし

尿処理
災害廃棄物の処
理

埋火葬 災害廃棄物処理
計画

関係機関との調
整

環境対策班 16 0.9% 情報収集班応援 公害対策全般

産業対策班 15 0.8%
初動時の物資調
達・配給

農作物の被害調
査

商工施設の被害
調査

災害関係融資

市議会支援部 13.5 15 議会対策班 15 0.8%
市議会の災害対策
本部の支援

1621 1801 1801 100%

（D市）災害時

別で計上

避難部 385 別で計上

社会基盤復旧
部

264

人命救助部 561

生活復旧支援
部

386

161

505

347

238

347

統括部 179
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いる B 市と C 市にはそれぞれ共通する２つの特徴が見ら

れる． 

１点目は，A市とD市では，災害時業務を中心として組

織体制が構築されているため，対応する部局が複数に跨

ることなく，主対応の部局が明確になっているという点

である．B市とC市に共通する点は，平常時の縦割り部局

を基本として，それらの部局に業務を割り当てているた

め，複数の部局にまたがって業務分担がされているとい

う点である．このように一つの業務が，複数部局にまた

がる場合，担当部局が円滑に連携することができれば特

に問題は生じないが，部局間の押し付け合いが生じて対

応が円滑に進まないという事態が生じることが十分に考

えられる．A市とD市のように，部局をまたがることなく

一つの部に業務をひとまとまりとして集約することは，

このような業務調整の手間を無くす一つの手段であると

考えられる． 

2点目として，業務が一部の部局に過剰に集中している

という，共通する特徴が見られた．特に多くのマンパワ

ーが必要な「避難所関連業務」，「家屋被害調査・罹災

証明発行業務」，「物資関連業務」の 3 業務を分析した

が，B市とC市ではいずれも，一つの部局に「家屋被害調

査・罹災証明発行業務」と「物資関連業務」が割り当て

られている状況があった．B市についてはこれらの業務に

加えて，「避難所への応援」業務も割り当てられている． 

このような業務分担となっている理由として，平常時

の部局がもつ業務の特性に，災害時業務が紐づけられて

いるという点が考えられる．つまり，B市とC市は，いず

れも「家屋被害調査・罹災証明発行業務」を担当する部

局として財務部を割り当てている．財務部には一般的に

は，税を所管する課が配下にあり，ここが通常「家屋被

害調査・罹災証明発行業務」を担当する．しかし，B市の

場合，財務部には予算を所管する財政課や，市有財産を

所管する公有財産課が配下にあり，また C 市では，予算

を所管する財政課に加えて，契約業務を所管する契約課

が配下にある．B市とC市では，平常時の縦割り部局を基

本として，平常時の「部」単位で組織を構成しているこ

とから，その配下にある課（財政課，公有財産課，契約

課など）の通常業務に近い災害時業務，すなわち「災害

時の予算措置」，「市有財産の被害調査」，「物資対応」

といった業務を割り当てている．言い換えれば，平常時

の部局を基本とした組織体制であるため，平常時の組織

に縛られた業務分担となっている．業務量の大小に関わ

らず，「部」をひとまとまりとして災害時業務を割り当

てた結果，一つの部に負荷の大きい複数の業務が集中す

る状況が生じている． 

他方で A 市と D 市は，マンパワーの負荷が大きい 3 つ

の災害業務を，編成された部や班を単位として割り当て

ていることで，平常業務の部局に業務が過剰に集中する

状況が発生する可能性を避けている．これは「災害時再

編成型」の組織体制の一つのメリットであり，一部の班

に業務が集中することなくバランス良く割り振られてい

る． 

以上の事から，災害対応体制の計画面において，全庁

的な組織体制としては災害時再編型において， 関連業務

が複数部署にわたって割り当てられず，担当部署に集中

して割り当てられていること，また人員が十分に確保さ

れている事が示された． 

 

 

５．災害対応組織体制の運用の比較分析 
 

 災害対応組織体制の指揮調整機能と事務局体制が，職

員配備の調整がどのように機能しているかを調査しその

有効性を評価する．大阪府北部地時の運用状況に関する

情報収集のために A～D 市に対するヒアリング調査を行っ

た（表 9）．D 市は被害規模が小さく災害対応が少なかっ

たことから，他市と比較するのは困難であると判断し，

運用については A～C 市の 3 市で分析する．災害常務に携

わる職員の配備・調整に関わる事務局の業務調整，事務

局の業務分担，部局間の連携状況の3点について調査し4

市の災害対応状況を比較分析する． 

 

表9 ヒアリング実施日時 

 
(1) 事務局の業務調整 

 災害対応において業務に携わる職員を調整するには，

事務局と各担当部局の協議・調整が不可欠である．また

災害時に，複数の部局に跨る業務や，担当部局が事前に

決まっていない曖昧な業務が発生する場合には，対応す

る部局を決める業務調整が円滑かつ柔軟に行われなけれ

ばならない．このような調整業務がどのように行われて

いたのかを，「事務局上位モデル」と「事務局並列モデ

ル」という事務局の位置づけが異なる組織体制を比較し

ながら各市の対応を整理する．  

Ａ市の事務局では， 危機管理監と各部の部長の間で調

整や協議が盛んに行われた．それぞれの対応事案に対し

て，各担当部局が検討した案をもとに各部長と危機管理

監及び本部長で協議し，一定の方向性を定めた上で，本

部会議に諮られた．その一例が，一部損壊世帯への市独

自支援策の検討・実施において，危機管理監と担当部局

となる復旧部の部長とが調整し，所管部局で支給方法等

の詳細が検討され，最終的に本部長との協議を経て決定

されるに至った事に見られる．このような対応が可能と

なったのは，危機管理監が上位の位置づけであったこと

が，部長へ依頼や協議・相談が行い易い状況を生み出し

た一因となったからと考えられる．危機管理管と担当部

長の平時から調整可能な関係性を持っていた事も関係し

たが，A市では災害時は平時と異なる体制や指示命令系統

へと移行するという考え方が組織に馴染み始めていたこ

とが，調整を機能させる背景にあった． 

Ｂ市では，事務局と各部との業務調整が難航し，災害

時のどの業務をどの部局が対応するかが庁内で十分に把

握されていなかった．例えば，家屋被害認定調査と罹災

証明発行業務は本来調査部が担当部局であるにもかかわ

らず，事務局と調査部の間で折り合いがつかず，最終的

に調査部が被害認定調査を，事務局が罹災証明発行のた

めの窓口業務を担った．事務局が各部と並列の関係にあ

り，部局間の押し付け合いを軽減する機能を有さなかっ

た事がこのような対応を招いた要因の一つと考えられる． 

C市においても，各部との業務調整がうまくいかず，部

局間で押し付け合いが生じ，複数の業務が円滑に進まな

かった．その一例は，災害救助法に基づく応急修理業務

や避難所の長期化に対応するための避難所運営要員の確

保，物資関連業務など，いずれも各部から対応ができな

調査対象市 実施日時 組織名 相手方人数
A市 2019年7月5日10時～12時 危機管理室 2名
B市 2019年7月22日10時～12時 危機管理室 3名
C市 2019年7月31日10時～12時 危機管理室 4名
D市 2019年10月9日10時～12時 危機管理課 3名

265
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いという声が上がり，なし崩し的に事務局が対応を行っ

た事である． 

「事務局上位モデル」の A 市では，「事務局並列モデ

ル」のB市，C市に比べて，調整・協議が活発に行われる

状況があり，それが次の対応を決めるきっかにもなった

ことが認められた． 

 

(2) 事務局の業務分担  

事務局の本来の役割は，災害対応の全体を統括し，現

在の被害状況，各部の対応状況やその課題を把握して今

後の対応方針や見通しを立て，対策を検討することであ

る．ここでは，事務局の組織構成（「複数部局統合型」

と「防災部局単独型」）の違いによって見られた各市の

事務局における業務分担や活動状況の違いについて，報

道対応と人員配置の 2 つの業務に着目して分析する． 

a) 報道対応の対応状況 

A市では，これまでの台風等の対応時から広報班が報道

対応を行ってきた経緯があったことから，地震時も同様

に広報班で対応が行われた．また，危機管理部局（事務

局統括班）への電話による取材についても，広報班へ電

話を繋いで対応し，報道機関は事務局統括班の執務室へ

の立ち入りを禁止する措置がとられた． 

B市では，一義的には広報部が対応したが，対応が難し

い場合は危機管理部局が対応した．事務局への電話取材

は，広報班が窓口とならずに，危機管理部局が個別に対

した．但し，B市の被害が甚大ではなかった事もあり，報

道機関が事務局に殺到するといった状況は見られなかっ

た． 

C 市は，A 市と同じくこれまでの小規模な災害対応時に

も，広報班が報道対応を行ってきた経緯から広報班が対

応した．広報班では，本部会議資料や記者発表資料を基

に報道対応が行われたが，被害などの最新情報の確認等

において事務局とのスムーズな連携ができず，最新情報

をすぐに示せなかった．それが報道機関の不信感を招き

混乱した状況となった．さらに C 市では，記者会見のタ

イミング等の対応ルールを平時から明確に定めていなか

ったことから，本部会議や事務局に報道機関が立ち入り，

その場に留まるといった状況が一定期間続いた． 

3 市で広報班が対応する事が出来ていたが，事務局が

「防災部局単独型」の体制をとる B 市では，それが徹底

されず危機管理部局が対応する状況が発生した．事務局

が「複数部局統合型」の 3 市では円滑な災害対応が一定

程度見て取れたが，C市では部局間での連携不足により問

題が生じる等の運用上の課題も認められた．  

b) 人員配置の対応状況 
A市では，発災後，罹災証明や応急危険度判定などの業

務に不足する人員調整は全て職員配備班が対応した．ま

た，応援協定スキームへの支援要請等の業務も，職員配

備班が事前に作成した行動マニュアルに基づいて主体的

に行った．但し，プッシュ型で初動期に駆けつけた応援

職員については，事務局総括班（危機管理部局）が対応

した． 

B市では，避難所運営や罹災証明の発行業務のため庁内

職員の人員配置を調整する必要があったが，本来の人員

配置を担う総務部ではなく，事務局を担う危機管理部局

の幹部から各部長へ直接依頼して対応が行われた． 

C市では，避難所運営のため庁内職員の人員配置を行う

必要が生じたが，他部局に代わって事務局（危機管理部

局）が対応した．家屋被害調査や総合相談窓口の人員調

整に関しては，本来の人員配置を担う部局である総務部

が主体的に対応した．また，プッシュ型で広域自治体や

近隣市からの応援が派遣されたが，これらの職員の受入

対応は総務部が担当した． 

人員配置の対応においては， 事務局が「防災部局単独

型」の体制をとる B 市以外で，危機管理部局以外の部署

が担うことが出来ていた． 

 

(3) 部局間の連携状況  

災害の規模が大きくなると，全庁的な対応が必要とな

るが，そこでは庁内関係部局の相互連携が重要となる．

ここでは，「災害時再編成型組織体制」と「平常時縦割

り型組織体制」において，部局間の連携状況にどのよう

な違いがみられたのかに着目する．特に，災害時の業務

を重視して組織を編成していることから，部局間の連携

がより強化されるというメリットがある「災害時再編成

型組織体制」ではどのような部局間の連携が行われたの

かを示す． 

Ａ市では，福祉対策部と保健対策部，及び復旧部の 3

部合同で生活再建支援業務が行われた．発災直後に，避

難所における被災者のケアを目的に，福祉対策部と保健

対策部が連携し，介護師と保健師の合同での巡回相談業

務が行われた．災害対策本部が閉鎖された後も引き続き

支援業務は行われたが，本部閉鎖後の支援策として，福

祉対策部と保健対策部に，生活再建支援業務を所管する

復旧部を加えた 3 部合同体制での支援が展開された．こ

れは，被災者の心や身体のケアだけでなく，今後の住ま

いや生活再建について相談ができる環境づくりを行うこ

とで，被災者が少しでも今後の生活に希望を持てるよう

にすることを目的として，3部が個別に動くのではなく，

より密接に連携し合って一体的な支援業務が進められた．

さらに，災害対策本部閉鎖後も引き続き行われた支援業

務は，3部合同で被災者生活再建支援のための対策会議を

設け，そこに本部長を入れた体制で，その後の被災者支

援業務の方針決定を行い，各部は同会議の決定に全庁的

に協力して進められた． 

 Ｂ市では，部局間で連携しながら災害対応が進められ

た状況は特段認められなかった．災害対策本部閉鎖後は，

災害警戒本部に体制を落として対応が続けられるが，通

常の台風接近時等の対応と同様に，危機管理部局と土木

関連部局が中心となって対応を行い，その他の部局は通

常業務に戻っていたという状況があった． 

C市では，災害時の組織体制上は，災害時の業務分野ご

とにそれぞれの担当班をまとめる「対策部」の設置が規

定されているが，実際には「対策部」単位ではなく平常

時の縦割り型の部局体制に基づいた部単位での対応が行

われていた．これは，対策部単位での訓練やマニュアル

作成等の取組はこれまで行われておらず，計画が机上の

空論となっていたためであり，職員間でも対策班で対応

するという認識が持たれていなかった事による．したが

って，C市では「平常時縦割り型」の組織体制で対応が行

われていた．他方，初動期の混乱した状況の中，災害対

策本部会議に報道機関が入るという状況が続いたため，C

市では，災害対策本部会議を公開とせざるを得ない状況

となった．この状況に対応するため，災害対策本部会議

に代わる事前調整会議を設け，本部長を含めたコアメン

バー（幹部職員）のみで協議や調整，意思決定を行う場

が設けられた．これは計画上規定されていたものではな

く，緊急的な措置であった．C市では，この事前調整会議

の場を有効に活用できたことが，その後の様々な被災者
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支援メニューの実施につながった．具体的には，一部損

壊世帯に対する市独自の支援策や，本部閉鎖後の平常時

体制における被災者支援専門部局の新設などである．い

ずれもこの事前調整会議で協議された内容を基に対応方

針が検討され，施策の実施につながった．このような C

市における対応状況から，予め計画された組織体制が有

効に機能したのではなく，偶発的に設置された事前調整

会議が，本部長を始めとするコアメンバーのトップマネ

ジメントを効果的に発揮する場となったことがわかる．

また，前述の業務は，事前調整会議で協議され，災害対

策本部会議によって正式決定されたが，一部損壊世帯へ

の支援策は企画部が，被災者支援部局の新設については

総務部が主導しており，事務局はほとんど関与していな

かった．ここでは，本部長の属人的なマネジメント力が

大きく働いた． 

「災害時再編成型組織体制」をとる A 市において，部

局間の組織的な連携が見られたが、「平常時縦割り型組

織体制」をとる C 市においては，危機管理監と各部の部

長，あるいは，各部長同士が協議していた A 市の事例と

比べると，組織的な災害対応というよりはむしろ，本部

長からのトップダウンがより強力に機能していた事が見

て取れる． 

 

(4)調整が機能するための条件 

体制の調整機能が運用で働くためには，体制に基づい

た訓練を発災前に行っておくことやマニュアルを作成し

ておく等の取組が条件の一つであることも示唆された．

ここでは，平時に行われていた各市の訓練等の取組状況

から考察する． 

A市は，各部ごとに災害対応業務の行動マニュアルを作

成している．このマニュアルは毎年各部で内容が確認さ

れ，修正したものが危機管理部局に提出される．訓練で

は，このマニュアルに基づいて，各部が災害対応業務を

実践している．さらに，発災前に BCP を策定していたが，

策定後に内容の検証を行うため，全庁的な訓練が行われ

ていた．この訓練において，どの部が対応するのか曖昧

な業務の事務分掌を修正して，対応する部を明確にする

といった修正が行われていた．このことが，実際の地震

時の対応において，部局間の押し付け合いがあまり起き

ずに済んだ要因の一つであった．「災害時再編成型組織

体制」のデメリットとして，平常時の部局と異なる部局

が入ることによって指揮命令系統の混乱を招くという点

が挙げられたが，今回の災害や，これまでの台風等の対

応においても，特に指揮命令系統に関して大きな混乱は

起きなかった．これは，平時から前述のようなマニュア

ル作成や訓練等を通じて，各部が災害時にどのような体

制で，どのような業務に従事するかということが，各部

職員に浸透し，共通認識となっていたことが円滑な災害

対応につながった一つの要因と考えられる． 

B市では，数年前までは職員向けの訓練が行われていた

が，地域住民向けの訓練が重視されるようになり，ここ

数年は職員向けの訓練が行われていなかった．また，A市

のように各部の行動マニュアルは作成されていたが，訓

練等による検証の機会はなく，実践に基づいた見直しは

されていなかった． 

C市では，定期的に職員向けの訓練は行われていたもの

の，対策部単位で活動するような訓練はなく，対策部の

位置づけが曖昧であった．また，BCPが事前に作成されて

いたが，これに基づいた訓練は発災前に行われておらず，

どのように活用するかという職員の理解が不足していた． 

D市ではA市同様に，各部各班単位で作成された行動マ

ニュアルに基づいて，毎年定期的に職員向けの訓練が行

われている．この訓練の反省を踏まえてマニュアルや計

画の見直しが継続的に行われている．図上訓練をブライ

ンド型で行い，状況付与の無い状況でマニュアルに基づ

いて，各部が自発的に災害対応を行うという形式で行っ

ている．通常の図上訓練と異なり，経過時間に応じた状

況付与が行われないため，自発的に各部が対応を進めて

いく．各部各班の責任者は，それぞれの班においてどの

ような対応が必要かを把握しておく必要があり，訓練ま

でに各部でマニュアルを再度読み込んで訓練に取り組ん

でいる． 

このように職員向けの訓練等の取組状況は，各市で異

なる．A市やD市では，マニュアルに基づいて実施される

訓練での反省を踏まえてマニュアルを見直すという一連

の検証サイクルが行われていた．他方，B市やC市では，

職員向けの訓練が行われていない，あるいは，訓練の実

施内容が十分とはいえない．①指揮調整機能と②事務局

体制，し③災害時の業務組織体制の 3 点において， それ

ぞれ「事務局上位モデル」，「複数部局統合型」，「災

害時再編成型組織体制」の災害対策本部体制をとる A 市

が比較的人員，業務，部局間調整の効果を発揮できたの

は，その体制を運用するための訓練やマニュアルの見直

し等に平時から取り組んでいた事も重要である． 

 

 

６．まとめ 
  

災害対応に携わる自治体職員の配備と調整において重

要な 3 点である①事務局の位置付けと，②事務局の組織

構成，③全庁的な組織体制について，4中核市を比較分析

した．職員配備計画においては，災害時の業務ごとに組

織を横断的に再編成する「災害時再編成型組織体制」に

該当する A 市と D 市において，関連業務が担当部署に集

中して割り当てられ，人員も十分に割り当てられている

ことから，望ましい職員配備がなされていることがわか

った．運用においては，事務局を他の部局より上位に位

置付ける指揮調整機能を有する「事務局上位モデル」，

複数の部局で構成した「複数部局統合型事務局」，災害

時の業務ごとに組織を横断的に再編成する「災害時再編

成型組織体制」に該当する A 市において，職員配備や業

務分担において部局間調整が図られていた事から，職員

配備の調整機能の有効性が認められた， 

4つの事例においては，①「事務局上位モデル」②「複

数部局統合型事務局」，③「災害時再編成型組織体制」

の３点は，中核市の災害対策本部組織体制において重要

な要素であり，「事務局上位モデル」，「複数部局統合

型事務局」，「災害時再編成型組織体制」を満たす体制

は，災害業務に携わる自治体職員配備と調整において有

効に機能しうることが示された． 

他方で，組織体制の構築だけでは不十分であり，この

組織体制に基づいた訓練やマニュアル策定等の取組が，

体制を運用するために必要であることも示された． 

今後の研究課題として，どのような運用の手順や意思

決定のプロセスが円滑な災害対応に有効かを検討する必

要がある．また， 組織構成や人員構成を具体的にどのよ

うに配備するべきかについても，今後の検討が必要であ

る． 
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いという声が上がり，なし崩し的に事務局が対応を行っ

た事である． 

「事務局上位モデル」の A 市では，「事務局並列モデ

ル」のB市，C市に比べて，調整・協議が活発に行われる

状況があり，それが次の対応を決めるきっかにもなった

ことが認められた． 

 

(2) 事務局の業務分担  

事務局の本来の役割は，災害対応の全体を統括し，現

在の被害状況，各部の対応状況やその課題を把握して今

後の対応方針や見通しを立て，対策を検討することであ

る．ここでは，事務局の組織構成（「複数部局統合型」

と「防災部局単独型」）の違いによって見られた各市の

事務局における業務分担や活動状況の違いについて，報

道対応と人員配置の 2 つの業務に着目して分析する． 

a) 報道対応の対応状況 

A市では，これまでの台風等の対応時から広報班が報道

対応を行ってきた経緯があったことから，地震時も同様

に広報班で対応が行われた．また，危機管理部局（事務

局統括班）への電話による取材についても，広報班へ電

話を繋いで対応し，報道機関は事務局統括班の執務室へ

の立ち入りを禁止する措置がとられた． 

B市では，一義的には広報部が対応したが，対応が難し

い場合は危機管理部局が対応した．事務局への電話取材

は，広報班が窓口とならずに，危機管理部局が個別に対

した．但し，B市の被害が甚大ではなかった事もあり，報

道機関が事務局に殺到するといった状況は見られなかっ

た． 

C 市は，A 市と同じくこれまでの小規模な災害対応時に

も，広報班が報道対応を行ってきた経緯から広報班が対

応した．広報班では，本部会議資料や記者発表資料を基

に報道対応が行われたが，被害などの最新情報の確認等

において事務局とのスムーズな連携ができず，最新情報

をすぐに示せなかった．それが報道機関の不信感を招き

混乱した状況となった．さらに C 市では，記者会見のタ

イミング等の対応ルールを平時から明確に定めていなか

ったことから，本部会議や事務局に報道機関が立ち入り，

その場に留まるといった状況が一定期間続いた． 

3 市で広報班が対応する事が出来ていたが，事務局が

「防災部局単独型」の体制をとる B 市では，それが徹底

されず危機管理部局が対応する状況が発生した．事務局

が「複数部局統合型」の 3 市では円滑な災害対応が一定

程度見て取れたが，C市では部局間での連携不足により問

題が生じる等の運用上の課題も認められた．  

b) 人員配置の対応状況 
A市では，発災後，罹災証明や応急危険度判定などの業

務に不足する人員調整は全て職員配備班が対応した．ま

た，応援協定スキームへの支援要請等の業務も，職員配

備班が事前に作成した行動マニュアルに基づいて主体的

に行った．但し，プッシュ型で初動期に駆けつけた応援

職員については，事務局総括班（危機管理部局）が対応

した． 

B市では，避難所運営や罹災証明の発行業務のため庁内

職員の人員配置を調整する必要があったが，本来の人員

配置を担う総務部ではなく，事務局を担う危機管理部局

の幹部から各部長へ直接依頼して対応が行われた． 

C市では，避難所運営のため庁内職員の人員配置を行う

必要が生じたが，他部局に代わって事務局（危機管理部

局）が対応した．家屋被害調査や総合相談窓口の人員調

整に関しては，本来の人員配置を担う部局である総務部

が主体的に対応した．また，プッシュ型で広域自治体や

近隣市からの応援が派遣されたが，これらの職員の受入

対応は総務部が担当した． 

人員配置の対応においては， 事務局が「防災部局単独

型」の体制をとる B 市以外で，危機管理部局以外の部署

が担うことが出来ていた． 

 

(3) 部局間の連携状況  

災害の規模が大きくなると，全庁的な対応が必要とな

るが，そこでは庁内関係部局の相互連携が重要となる．

ここでは，「災害時再編成型組織体制」と「平常時縦割

り型組織体制」において，部局間の連携状況にどのよう

な違いがみられたのかに着目する．特に，災害時の業務

を重視して組織を編成していることから，部局間の連携

がより強化されるというメリットがある「災害時再編成

型組織体制」ではどのような部局間の連携が行われたの

かを示す． 

Ａ市では，福祉対策部と保健対策部，及び復旧部の 3

部合同で生活再建支援業務が行われた．発災直後に，避

難所における被災者のケアを目的に，福祉対策部と保健

対策部が連携し，介護師と保健師の合同での巡回相談業

務が行われた．災害対策本部が閉鎖された後も引き続き

支援業務は行われたが，本部閉鎖後の支援策として，福

祉対策部と保健対策部に，生活再建支援業務を所管する

復旧部を加えた 3 部合同体制での支援が展開された．こ

れは，被災者の心や身体のケアだけでなく，今後の住ま

いや生活再建について相談ができる環境づくりを行うこ

とで，被災者が少しでも今後の生活に希望を持てるよう

にすることを目的として，3部が個別に動くのではなく，

より密接に連携し合って一体的な支援業務が進められた．

さらに，災害対策本部閉鎖後も引き続き行われた支援業

務は，3部合同で被災者生活再建支援のための対策会議を

設け，そこに本部長を入れた体制で，その後の被災者支

援業務の方針決定を行い，各部は同会議の決定に全庁的

に協力して進められた． 

 Ｂ市では，部局間で連携しながら災害対応が進められ

た状況は特段認められなかった．災害対策本部閉鎖後は，

災害警戒本部に体制を落として対応が続けられるが，通

常の台風接近時等の対応と同様に，危機管理部局と土木

関連部局が中心となって対応を行い，その他の部局は通

常業務に戻っていたという状況があった． 

C市では，災害時の組織体制上は，災害時の業務分野ご

とにそれぞれの担当班をまとめる「対策部」の設置が規

定されているが，実際には「対策部」単位ではなく平常

時の縦割り型の部局体制に基づいた部単位での対応が行

われていた．これは，対策部単位での訓練やマニュアル

作成等の取組はこれまで行われておらず，計画が机上の

空論となっていたためであり，職員間でも対策班で対応

するという認識が持たれていなかった事による．したが

って，C市では「平常時縦割り型」の組織体制で対応が行

われていた．他方，初動期の混乱した状況の中，災害対

策本部会議に報道機関が入るという状況が続いたため，C

市では，災害対策本部会議を公開とせざるを得ない状況

となった．この状況に対応するため，災害対策本部会議

に代わる事前調整会議を設け，本部長を含めたコアメン

バー（幹部職員）のみで協議や調整，意思決定を行う場

が設けられた．これは計画上規定されていたものではな

く，緊急的な措置であった．C市では，この事前調整会議

の場を有効に活用できたことが，その後の様々な被災者
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支援メニューの実施につながった．具体的には，一部損

壊世帯に対する市独自の支援策や，本部閉鎖後の平常時

体制における被災者支援専門部局の新設などである．い

ずれもこの事前調整会議で協議された内容を基に対応方

針が検討され，施策の実施につながった．このような C

市における対応状況から，予め計画された組織体制が有

効に機能したのではなく，偶発的に設置された事前調整

会議が，本部長を始めとするコアメンバーのトップマネ

ジメントを効果的に発揮する場となったことがわかる．

また，前述の業務は，事前調整会議で協議され，災害対

策本部会議によって正式決定されたが，一部損壊世帯へ

の支援策は企画部が，被災者支援部局の新設については

総務部が主導しており，事務局はほとんど関与していな

かった．ここでは，本部長の属人的なマネジメント力が

大きく働いた． 

「災害時再編成型組織体制」をとる A 市において，部

局間の組織的な連携が見られたが、「平常時縦割り型組

織体制」をとる C 市においては，危機管理監と各部の部

長，あるいは，各部長同士が協議していた A 市の事例と

比べると，組織的な災害対応というよりはむしろ，本部

長からのトップダウンがより強力に機能していた事が見

て取れる． 

 

(4)調整が機能するための条件 

体制の調整機能が運用で働くためには，体制に基づい

た訓練を発災前に行っておくことやマニュアルを作成し

ておく等の取組が条件の一つであることも示唆された．

ここでは，平時に行われていた各市の訓練等の取組状況

から考察する． 

A市は，各部ごとに災害対応業務の行動マニュアルを作

成している．このマニュアルは毎年各部で内容が確認さ

れ，修正したものが危機管理部局に提出される．訓練で

は，このマニュアルに基づいて，各部が災害対応業務を

実践している．さらに，発災前に BCP を策定していたが，

策定後に内容の検証を行うため，全庁的な訓練が行われ

ていた．この訓練において，どの部が対応するのか曖昧

な業務の事務分掌を修正して，対応する部を明確にする

といった修正が行われていた．このことが，実際の地震

時の対応において，部局間の押し付け合いがあまり起き

ずに済んだ要因の一つであった．「災害時再編成型組織

体制」のデメリットとして，平常時の部局と異なる部局

が入ることによって指揮命令系統の混乱を招くという点

が挙げられたが，今回の災害や，これまでの台風等の対

応においても，特に指揮命令系統に関して大きな混乱は

起きなかった．これは，平時から前述のようなマニュア

ル作成や訓練等を通じて，各部が災害時にどのような体

制で，どのような業務に従事するかということが，各部

職員に浸透し，共通認識となっていたことが円滑な災害

対応につながった一つの要因と考えられる． 

B市では，数年前までは職員向けの訓練が行われていた

が，地域住民向けの訓練が重視されるようになり，ここ

数年は職員向けの訓練が行われていなかった．また，A市

のように各部の行動マニュアルは作成されていたが，訓

練等による検証の機会はなく，実践に基づいた見直しは

されていなかった． 

C市では，定期的に職員向けの訓練は行われていたもの

の，対策部単位で活動するような訓練はなく，対策部の

位置づけが曖昧であった．また，BCPが事前に作成されて

いたが，これに基づいた訓練は発災前に行われておらず，

どのように活用するかという職員の理解が不足していた． 

D市ではA市同様に，各部各班単位で作成された行動マ

ニュアルに基づいて，毎年定期的に職員向けの訓練が行

われている．この訓練の反省を踏まえてマニュアルや計

画の見直しが継続的に行われている．図上訓練をブライ

ンド型で行い，状況付与の無い状況でマニュアルに基づ

いて，各部が自発的に災害対応を行うという形式で行っ

ている．通常の図上訓練と異なり，経過時間に応じた状

況付与が行われないため，自発的に各部が対応を進めて

いく．各部各班の責任者は，それぞれの班においてどの

ような対応が必要かを把握しておく必要があり，訓練ま

でに各部でマニュアルを再度読み込んで訓練に取り組ん

でいる． 

このように職員向けの訓練等の取組状況は，各市で異

なる．A市やD市では，マニュアルに基づいて実施される

訓練での反省を踏まえてマニュアルを見直すという一連

の検証サイクルが行われていた．他方，B市やC市では，

職員向けの訓練が行われていない，あるいは，訓練の実

施内容が十分とはいえない．①指揮調整機能と②事務局

体制，し③災害時の業務組織体制の 3 点において， それ

ぞれ「事務局上位モデル」，「複数部局統合型」，「災

害時再編成型組織体制」の災害対策本部体制をとる A 市

が比較的人員，業務，部局間調整の効果を発揮できたの

は，その体制を運用するための訓練やマニュアルの見直

し等に平時から取り組んでいた事も重要である． 

 

 

６．まとめ 
  

災害対応に携わる自治体職員の配備と調整において重

要な 3 点である①事務局の位置付けと，②事務局の組織

構成，③全庁的な組織体制について，4中核市を比較分析

した．職員配備計画においては，災害時の業務ごとに組

織を横断的に再編成する「災害時再編成型組織体制」に

該当する A 市と D 市において，関連業務が担当部署に集

中して割り当てられ，人員も十分に割り当てられている

ことから，望ましい職員配備がなされていることがわか

った．運用においては，事務局を他の部局より上位に位

置付ける指揮調整機能を有する「事務局上位モデル」，

複数の部局で構成した「複数部局統合型事務局」，災害

時の業務ごとに組織を横断的に再編成する「災害時再編

成型組織体制」に該当する A 市において，職員配備や業

務分担において部局間調整が図られていた事から，職員

配備の調整機能の有効性が認められた， 

4つの事例においては，①「事務局上位モデル」②「複

数部局統合型事務局」，③「災害時再編成型組織体制」

の３点は，中核市の災害対策本部組織体制において重要

な要素であり，「事務局上位モデル」，「複数部局統合

型事務局」，「災害時再編成型組織体制」を満たす体制

は，災害業務に携わる自治体職員配備と調整において有

効に機能しうることが示された． 

他方で，組織体制の構築だけでは不十分であり，この

組織体制に基づいた訓練やマニュアル策定等の取組が，

体制を運用するために必要であることも示された． 

今後の研究課題として，どのような運用の手順や意思

決定のプロセスが円滑な災害対応に有効かを検討する必

要がある．また， 組織構成や人員構成を具体的にどのよ

うに配備するべきかについても，今後の検討が必要であ

る． 
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補注 
 

(1) 中核市とは，人口 20 万人以上という要件を満たす政令指定

都市以外の基礎自治体である． 
 
 
謝辞 
  

本稿の執筆にあたり，調査対象市の防災担当部局の職員の

方々に，多大なご協力をいただきました．ここに記して深く感

謝申し上げます． 
 
 

参考文献 

 
1) 首藤広樹・馬場美智子・折橋祐希・浦川豪（2019）「災害

対策本部における意思決定過程と事務局の役割に関する考

察―北海道胆振東部地震における北海道室蘭市の事例から
―」地域安全学会論文集 No．44，pp.107-110 

2) 近藤民代・越山健治・紅谷昇平・近藤伸也・水中進一

（2008）「災害対策本部の組織横断型体制と指揮調整機能
に関する研究―新潟県中越沖地震（2007）における新潟県
を事例に−」地域安全学会論文集 No．10，pp.177-182 

3) 沼田宗純・井上雅志・目黒公郎（2017）災害対応業務のフ
レームワークの構築～2011 年東日本大震災・2015 年関東・
東北豪雨・2016 年熊本地震の災害対応業務の分析結果を踏

まえて～，地震工学論文集第 36巻， pp 258-269 
4) 近藤伸也・目黒公郎(2005) 既往の体制で収集できる情報を

用いた災害対応評価手法の検討，地震工学論文集第 28 巻，

土木学会， pp 159-166 
5) Russell R ．  Dynes and E ． L ．  Quarantelli （ 1977 ）

Organizational Communications and Decision Making in Crises， 
pp.17-23 

6) 黒田洋司（2008）「災害時に活動する組織集団の分析視
角」，田中淳・吉井博明『災害情報論入門』、弘文堂、

pp.134-139 
 

 
(原稿受付 2020.5.16)  
(登載決定 2020.8.29)  

268


