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（別紙１） 

札幌市業務継続計画（地震災害対策編）改定に係る調査業務  仕様書 

１ 業務名 

  札幌市業務継続計画（地震災害対策編）改定に係る調査業務 

２ 背景と目的 

  札幌市では、平成 27 年度に「第３次地震被害想定（平成 20 年）」※を基本として

「札幌市業務継続計画（地震災害対策編）」（以下、現行 BCP という）を策定し、各

局区における非常時優先業務を定め、その実施に必要な職員数等を設定するととも

に、業務継続に係る課題と今後の取組について取りまとめた。 

  しかしながら、第３次地震被害想定から 10 年が経過する中、平成 30 年に発生し

た北海道胆振東部地震では、第３次地震被害想定では想定していなかった新たな被

害が発生した。 

  このため札幌市では、第３次地震被害想定以降の地震動等に関する新たな知見と、

北海道胆振東部地震の被害実績等を反映した「第４次地震被害想定」と「災害シナ

リオ」を令和３年度に取りまとめた。 

  一方、新型コロナウィルス感染症の感染拡大は札幌市においても継続しており、

札幌市では新規感染者数の状況に応じて各局区の業務量を調整し、保健所に応援職

員を派遣するなどして感染症対策業務の対応にあたっている。 

このような状況下で地震災害が発生した場合には、災害対策業務と感染症対策業

務を同時並行して継続する必要があるが、現行 BCP はこのような事態を想定してお

らず、その改定が急務となっている。 

本業務は、札幌市において、新型コロナウィルス感染症がまん延する中、第４次

地震被害想定をもたらす地震が発生した場合を想定し、現行 BCP の改定内容を検討

することを目的とする。 

併せて、現行 BCP で整理されている課題のうち、未解決のものや北海道胆振東部

地震で明らかとなった職員の参集をはじめとする新たな課題も考慮し、今後の業務

継続上の課題整理を行うものとする。 

  なお、札幌市業務継続計画改定版の最終的な取りまとめは、本業務において検

討・整理する内容を基礎資料として、関連計画である応援者受入計画の検討・取り

まとめと並行して、次年度に実施することを予定している。 

  ※ 第 3 次地震被害想定 

    https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/daisannjijisinnhigaisoutei/ 

    daisannjijisinnhigaisoutei_index.html 

３ 業務の内容 

  別紙「業務内容」のとおり。 
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４ 業務の期間 

  業務の期間は、契約締結の日から令和４年３月 25 日（金）までとする。 

５ 提出書類 

  受託者は、業務の着手及び完了に当たって、契約約款に定めるもののほか、以下

の書類を作成し、委託者に提出すること。 

 (1) 着手時（各種２部） 

   ア 業務着手届 

   イ 主任技術者等指定通知書 

   ウ 技術者等経歴書（恒常的な雇用関係を確認できる書類を添付すること。） 

   エ 業務日程表 

 (2) 完了時 

   ア 業務完了届（２部） 

   イ 成果品目録 

   ウ 成果品（報告書等） （６ 成果品を参照） 

６ 成果品 

  ア 業務報告書 ３部 

  イ その他、本市が指示するもの 

  ウ 上記ア～イの電子データ一式（ＣＤ－Ｒ）１枚 

   ※ファイル形式は、本市が認める形式とすること。 

７ 品質管理 

  受託者は、主要な内容の段階の区切り等に、自主的に社内照査を行い、品質の管

理を行うこと。また、履行検査時に社内照査結果を示すとともに、成果品にも照査

記録簿等を添付すること。 

８ 業務の履行確認 

 (1) 受託者は、全ての業務完了後に本市の履行検査を受けなければならない。 

 (2) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された 

  場合、受託者はただちに当該業務の成果品の修正を行わなければならない。 

９ 支払条件 

  当該業務の支払いは、業務完了後に検査を実施し、その検査に合格した後、一括

で支払うものとする。 

10 その他 

 (1) 契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、委託者と業務内容等の確認を行う

こと。また、委託者の求めに応じて、業務に係る会議及び打合せ等に同席するこ



3 

と。 

 (2) 本業務の履行については、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、下記の環

境負荷の低減に努めること。 

   ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

   イ ゴミ減量及びリサイクルに努めること。 

   ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう 

に努めること。 

   エ 自動車等を使用する場合には、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、

アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

   オ 業務に係る用品などは、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガ

イドライン指定品を使用するよう努めること。 

 (3) 秘密保持義務に関する事項 

   本業務で知りえた情報について、個人情報であるか否かを問わず本契約の契約

期間及び契約後においても第三者に漏らしてはならない。 

   また、秘密保持義務について従業員及びその他関係者への徹底を行うこと。本

件業務の契約期間中は以下を遵守すること。 

   ア 本市の情報を目的外に使用しないこと。 

   イ 本市の情報を複写及び複製する場合には本市の許可を事前に得ること。 

   ウ 本市の情報を外部記憶媒体等で持ち出す場合、紛失及び盗難を避けるため

厳重に保管すること。また、データは必ず暗号化をすること。 

   エ 本市の情報を取り扱う際は、のぞき見等の対策を行い、関係者以外に情報

が知られないようにすること。 

 (4) 業務内容に疑義が生じた場合は、その都度、委託者と協議の上、決定し業務を

遂行すること。 

 (5) 成果品に関する権利は全て札幌市に帰属すること。 

 (6) 前各号に掲げる以外の事項については、その都度、委託者と協議すること。な 

お、打合せ協議回数の変更に伴う委託料の変更は行わない。 
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（別紙） 

業 務 内 容 

１ 計画構成案の検討 

現行業務継続計画※1（以下、現行 BCP という）の構成をベースとして、市政概要

や第４次地震被害想定の内容※2、札幌市地域防災計画（地震災害対策編）※3を参考

に、札幌市業務継続計画改定版の構成案を作成する。 

 構成案の検討に当たっては、内閣府の「大規模災害発生時における地方公共団体

の業務継続の手引き」※4や各政令指定都市の業務継続計画などを参考にすること。 

  ※1 札幌市業務継続計画（地震災害対策編） 

    https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/bcp/ 

  ※2 第４次地震被害想定 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/higaisoutei/ 

higaisoutei.html 

  ※3 札幌市地域防災計画（地震災害対策編） 

    https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/torikumi/jisin_tai/ 

    jisin_index.html 

  ※4 「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（内閣府）」 

    http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/index.html 

２ 条件設定と被害想定 

  第４次地震被害想定に基づき、被害が大きい冬期を想定し、発災時の庁舎被災状

況（建物、インフラ等）及び人員の参集状況等について検討すること。 

  被災状況を設定する庁舎は、本市局長職（派遣等を除く）が在籍し、災害対応の

指揮命令を行う主要な庁舎である、以下の 20 庁舎とする。 

  ○被災状況を設定する庁舎 

   ・市役所本庁舎 

   ・WEST19（中央区大通西 19 丁目） 

   ・大通バスセンタービル（中央区南１条東１丁目） 

   ・STV 北２条ビル（中央区北２条西２丁目） 

   ・下水道河川局庁舎（豊平区豊平６条３丁目） 

   ・交通局庁舎（厚別区大谷地東２丁目） 

   ・水道局庁舎（中央区大通東 11 丁目） 

   ・市立病院（中央区北 11 条西 13 丁目） 

   ・消防局庁舎（中央区南４条西 10 丁目） 

   ・ORE 札幌ビル（中央区北２条西１丁目） 

   ・中央区役所（中央区南３条西 11 丁目） 

   ・北区役所（北区北 24 条西６丁目） 

   ・東区役所（東区北 11 条東７丁目） 

   ・白石区役所（白石区南郷通１丁目南） 
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   ・厚別区役所（厚別区厚別中央１条５丁目） 

   ・豊平区役所（豊平区平岸６条 10 丁目） 

   ・清田区役所（清田区平岡１条１丁目） 

   ・南区役所（南区真駒内幸町２丁目） 

   ・西区役所（西区琴似２条７丁目） 

   ・手稲区役所（手稲区前田１条 11 丁目） 

３ 非常時優先業務の抽出 

現行BCPの改定内容検討に当り、札幌市事務分掌規則、札幌市区事務分掌規則や、

札幌市応援者受入計画※5 に基づき各局区において更新している「行動手順シート」

等を元に、庁内各局区の通常業務及び災害対応業務を再整理する。また、非常時優

先業務の選定基準を作成し、非常時優先業務の抽出（案）を作成する。 

札幌市では新型コロナウィルス感染症のまん延状況に応じて、感染症対策業務を

担う保健所に各局区から応援職員を集中派遣している。災害発生時においても一部

の応援職員は保健所の感染症対策業務に継続従事することとなるため、各局区は応

援職員が一部不在の状態で非常時優先業務を継続することとなる。 

保健所は応援職員の一部が各局区に戻るため、現体制を縮小して感染症対策業務

の一部を含む非常時優先業務を行うこととなる。 

このため、非常時優先業務の抽出においては、感染症のまん延状況を２通り程度

想定し、その影響を考慮するものとする。 

  再整理した通常業務及び災害対応業務と非常時優先業務の抽出（案）は、各局区

に提示し、確認・修正・検討を依頼するため、そのための作業要領を作成する。 

  各種業務の整理・抽出に当たっては、業務継続計画の取りまとめと並行して改定

作業を予定している「札幌市応援者受入計画」※5への反映を考慮するものとする。 

  ※5 札幌市応援者受入計画 

    https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/bcp/ 

４ 非常時優先業務の再設定と現体制課題分析 

  上記３．の過程を経て抽出した非常時優先業務について、市が定める業務継続計

画の全体目標や各業務の社会への影響度等を勘案し、特に優先して継続・再開・復

旧すべき非常時優先業務を再設定するとともに、それら業務の再開あるいは復旧完

了の目標時間（継続目標）の案を作成する。非常時優先業務の取りまとめに当り、

各局区との調整が必要な場合は、発注者が対応する。 

  また、継続目標達成に必要な人員・設備・物流、職員参集の課題を分析し、想定

した被災状況下での非常時優先業務の遂行における問題点・課題をとりまとめる。 

なお、新型コロナウィルス感染症が官民各種事業に与える影響を定量的に評価す

る方法は確立されていないため、現在、国内で得られている知見の範囲内で検討を

行うものとする。 
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５ 業務継続における課題整理 

  現行 BCP では、計画策定時点での非常時の業務継続における課題が整理されてい

る。また、平成 30 年北海道胆振東部地震に対する本市の一連の対応では、各局区

において様々な課題が浮き彫りになったことから、「平成 30 年北海道胆振東部地震

対応検証報告書」※5において全庁的な課題を整理し、改善策の検討を行っている。 

  これらの課題は、市役所全組織の危機対応力向上を目的として運用している「札

幌市危機マネジメントシステム」によって管理され、各局区は改善に向けた取組を

進めている。 

そのため、本業務での課題整理にあたっては、各局の取り組み状況や課題の重要

度を評価し、今後も継続して改善に取り組む必要のある課題を抽出し、再整理する

ものとする。 

なお、本業務では新型コロナウィルス感染症の影響を考慮した地震災害時の非常

時優先業務や必要人員の検討を行うが、地震災害時の業務継続に与える新型コロナ

ウィルス感染症の影響は、官民各種事業の多岐に渡ると考えられ、その定量的な影

響評価方法等については、まだ十分確立されていない。 

このため、新型コロナウィルス感染症の影響を適切に評価し、災害時の業務継続

計画を策定するために今後必要となる知見等を簡潔に整理する。 

  ※5 平成 30 年北海道胆振東部地震対応検証報告書 

    https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/hokkaido_iburi_earthquake/ 

    hokkaido_iburi_earthquake.html 

６ 庁内検討会議等の支援 

  上記作業について、庁内検討会議等において使用する会議資料を作成する。 

  なお、会議は概ね３回程度開催する。 

７ 報告書の作成 

  本業務における検討条件や内容、検討結果、関連資料等を整理するとともに、前

述の業務継続計画における課題を業務報告書にとりまとめる。 

８ 打合せ協議 

  本業務の実施においては、綿密な打ち合わせを行うこととし、少なくとも４回は

実施することとする。 


