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1. ICT-BCPの概要と目的

1.1. 計画の趣旨

地方公共団体は、大規模な災害、事故、事件等（以下、「災害・事故」という。）が発生した際、災害

応急対策活動及び、災害からの復旧・復興活動の主体として極めて重要な役割を担うことになる。 

一方、災害・事故時であっても継続して行わなければならない通常の行政サービスを抱えている。し

たがって、地方公共団体は災害・事故の発生に際して、これらの災害対応業務や優先度の高い通常業務

を、発災直後から適切に実施することが必要である。 

特に日本全国どこでも発生しうる地震に対応するためには、各地方公共団体において、大規模な地震

発災時にあっても業務が適切に継続できる体制をあらかじめ整えておくことは責務である。 

このような状況の下、地方公共団体の業務を支える情報システムやネットワーク等の稼動は必要不可

欠であり、また、それらは災害・事故が発生してから対策に着手した場合、必要なリソースの確保など

に長時間を要し早期復旧は困難であるという特性を持つため、それが災害対応業務や優先度の高い通常

業務の遂行を妨げる大きな要因となってしまうことから、事前に対策を講じておかなければならない。 

平成20年8月、総務省から提示された「地方公共団体における ICT部門の業務継続計画（BCP）策
定に関するガイドライン」においても、地方公共団体の業務全体を対象とする業務継続計画（以下、「全

庁BCP」という。）が未策定であっても率先して「情報システムに関する業務継続計画」（以下、「ICT-BCP」
という。）を策定し、業務の継続力を高めていかなければならないことが明言されている。 

また、同ガイドラインに対しては ICT-BCPの策定・普及が進まない実情を危惧し、平成24年1月総
務省により「災害に強い電子自治体に関する研究会」が発足し、必要最小限の事項を明確にして内容を

シンプルなものにすることで策定・普及に寄与するようガイドラインの改定が検討されていることから

も ICT-BCPの重要性が伺える。 

平成23 年 3月に発生した東日本大震災では、業務継続に多大な支障を及ぼす庁舎や職員の被災、電

気、水道、ガス等の重要な社会インフラの長期間の供給停止事例が見受けられた。これに伴う市民や企

業等に関する行政情報の喪失、情報システムの異常停止、稼働不能状態の長期化により、り災証明をは

じめとする各種証明発行事務の遅延等の問題も発生し、災害・事故に対応する際に必須となる自治体の

ICT基盤に課題が見られたところである。 
これらを踏まえ、本市の ICT-BCPは、本市の情報システムに関する業務継続視点からの責務を果た
すための戦略的計画とし、本市の行政業務の継続性を確保することを目的とした ICT環境の継続性を確
保するために策定するものである。 

本市の情報システムには様々な管理・運用形態があり、各々の情報システム毎の継続性への責任範囲

は稼働環境や情報システム課への依存内容により異なる。各業務の情報システムの継続性の責任を負う

当該業務の各課が責任部署となり、事前対策を含めた ICT復旧体制の構築及び、緊急時の復旧対応を担
う。また、それらを総合的に管理し横断的な見地から支援・指揮する本部機能は ICT政策課が担い、全
庁の災害対策本部や財政局との調整、意思決定を行う ICT復旧対策本部責任者である情報統括監の業務
を補佐するものとする。 

本計画の策定に当たっては、本市の現状に即した具体性、実行性のある計画とする必要があり、更に

は ICT-BCPを管理・運用する業務継続管理体制（以下「ICT-BCM体制」という。）も整えていくこと
とする。 

*ICT：Information and Communication Technologyの略。情報・通信に関連する技術一般の総称。
*BCP：Business Continuity Planの略。業務継続計画。自然災害、事故、テロ等の予期せぬ緊急事態
に遭遇した場合に、重要業務に対する被害を最小限にとどめ、事業活動の継続と早期復旧を行うために
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事前に策定する行動計画。

*BCM：Business Continuity Managementの略。業務継続管理体制。事業活動の中断を引き起こす事
象によって組織の活動が被る影響を最小化するための総合的なマネジメントプロセス。
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1.2. 基本方針

本計画における基本方針は、次のとおりとする。

（１）情報システムを管理・運用する責任を負う課室の責務遂行

 災害・事故発生時の業務の継続・早期復旧に当たっては、市民の生命の安全確保、市民生活や地

域経済活動の早期復旧のために必要となる市の重要業務を最優先で復旧するため、情報部門におい

ても業務に必要な情報システムを早期復旧する。

（２）来訪者、職員、関係者の安全確保

 災害・事故発生時の業務の継続・早期復旧に当たっては、庁舎への来訪者、職員、委託契約業者

その他の関係者の生命の安全確保を第一とする。

（３）計画の有効性の維持・改善

本計画は、毎年度関係者に周知するとともに、可能な範囲で訓練を行うこととし、最新の状況を

反映した計画となるよう点検を行う。さらに、それらの結果を踏まえて、可能な範囲で是正措置を

講ずるとともに、少なくとも年に１度、定期的に、また必要に応じてその都度、計画全般を検証の

上、全庁BCPとの整合性を図りながら見直しを行う。
（４）計画の発動（ICT-BCPの発動）
 本計画の発動は、さいたま市の全庁業務を対象とした、全庁 BCP における計画の発動と同時と
する（全庁BCPの計画の発動のタイミングは、全庁BCPにおける初動の行動手順について、所管
部所と調整することとする）。但し、さいたま市の全庁BCPの発動の有無にかかわらず、情報部門
全体での緊急対応が必要な時は、さいたま市 ICT復旧対策本部責任者が ICT-BCPの発動を決定す
ることができる。
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1.3. 本書の位置づけ

（１）本市における ICT-BCPの位置づけ
ア 全庁BCPとの関係

ICT-BCPとは全庁BCPまたはその代替となる計画との関係は、図１－１「ICT-BCPと全庁
BCPの関係」に示すとおり、全庁BCPから非常時において情報システムに要求されるサービス
レベルと ICT-BCPにおける情報システムとして達成すべき目標復旧時間（RTO：Recovery Time 
Objective.）の整合性による関係にある。

図１－１「ICT-BCPと全庁BCPの関係」

 但し、ICT-BCPにおいて情報システムの継続性強化策、復旧対策をどれだけ綿密に計画しても
緊急時に発生する想定外の事象により情報システムは停止し、目標復旧時間内に復旧できないこ

ともあり得ることを想定した全庁BCPの対策戦略が必要である。

イ 総務省が公表したガイドラインとの関係

本市のICT-BCPは平成20年8月21日に総務省が公表した「地方公共団体における ICT部門
の業務継続計画（BCP）策定に関するガイドライン」の内容に準拠しており、かつ、実効性及び、
メンテナンス性を考慮した構成としている。

なお、同ガイドラインのステップ構成に対する構成は適用文書の項に記す。

全庁BCP

重要業務と目標復旧時間（RTO）

人員 設備
建物

資金 情報システム 業務を支える資源 

非常時において情報システムに要求されるサービスレベル 

ICT-BCP

情報システムとして達成すべき目標復旧時間（RTO）

対策戦略 復旧体制 個別手順
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（２）ICT-BCP文書の種類と位置づけ
 本市が定める ICT-BCPの文書は表１－１「ICT-BCPの文書の種類」のとおりである。本書はそ
のうちの「ICT-BCP基本計画書」である。

文書名 概要

ICT-BCP基本計画書
  ※本書

さいたま市の全ての情報システムに関する継続性強化、復旧

対策の基本的な枠組み、現状の脆弱性についてその対策戦略及

び、ICT復旧に関する体制と役割、その個別手順等を定める。
また、ICT継続マネジメントに関するプロセスの全体像、教育・
訓練、ICT-BCPの評価・改善の方針についても定める。

ICT-BCP実行計画書

情報システムを管理・運用する課単位に、対象となる情報シ

ステムについて、システム重要度と目標復旧時間、現状の対策

レベルと脆弱性、その脆弱性に対する対策を基本的な要件とし

て記載する他、緊急時に使用するマニュアルとして、ICT復旧
体制と役割、初動対応手順、システム復旧手順などを記載する

他、緊急時に使用する各種シートも備える。

   表１－１「ICT-BCPの文書の種類」
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2. 関係文書

本計画に関係する文書とその関係を以下に示す。

図２－１「本計画と適用文書の関係」

ICT-BCPドキュメント 

さいたま市地域防災計画（共通編）（平成27年3月改訂）

ICT-BCP基本計画書 

リスクシナリオ

被害想定

ICT-BCP実行計画書 
ICT-BCP実行計画書 

ICT-BCP実行計画書 

さいたま市事業継続計画（地震災害編）（平成25年3月）
[事務局：総務局危機管理部防災課] 

地方公共団体における ICT部門の業務継続計画（BCP）
策定に関するガイドライン

平成20年8月21日（総務省公表）

ガイドラインに沿った

策定を実施 

要求されるサービスレベルと 

情報システムとして達成すべき目標復旧

時間（RTO）の整合性 

さいたま市情報セキュリティポリシー

災害・事故発生時

における 

緊急時対応計画 
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3. ICTの現状と対策戦略

3.1. システム重要度と目標復旧時間（RTO）

3.1.1. システム重要度の設定

被災時には、それぞれのシステムに関連する業務の復旧に応じ、システムの目標復旧時間（RTO）を
定める必要がある。 

本計画においては、システムに関連する業務の目標復旧時間（RTO）の速さを示す「業務重要度」と
業務遂行にあたっての「システム依存度」の両面を考慮し、「システム重要度」を定め、併せて目標復旧

時間（RTO）を設定した。 

図３－１「システム重要度の考え方」

高

高

低

低 業務重要度

シ
ス
テ
ム
へ
の
依
存
度

低

高

Ｋ

ｼｽﾃﾑ

H

ｼｽﾃﾑ

Ｆ

ｼｽﾃﾑ

Ｉ

ｼｽﾃﾑ

D

ｼｽﾃﾑ

Ｇ

ｼｽﾃﾑ

C

ｼｽﾃﾑ

B

ｼｽﾃﾑ

J

ｼｽﾃﾑ

A

ｼｽﾃﾑ

システム

重要度

[S] 

システム

重要度

[A+] 

システム

重要度

[B] 

システム

重要度

[C] 

システム

重要度

[D] 

Ｅ

ｼｽﾃﾑ
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（１）システム重要度の設定 

ア．業務重要度の設定 

システム復旧における行動フェーズや事前対策の分類等を勘案し、表２－１「業務重要度の評価

基準」の５段階に集約し、業務重要度として設定した。 

業務重要度 業務重要度の定義 

５ 
対策本部設置や被害状況の把握などの災害対策の根幹となる業務や、市

民の救助・救出活動に係る業務

４ 
被災した市民への衣食住の提供や、安全な生活環境（施設面・衛生面な

ど）の確保等、被災市民が最低限の生活を営むために必要な業務

３ 
窓口業務の再開やり災証明の発行など、被災市民の生活再建に向け、そ

の前提となる業務

２ 
被災した市民の生活再建に係る業務や、産業の復旧・復興方針策定に係

る業務

１ 産業の復旧・復興に係る業務や、災害対応においては不要不急の業務

表２－１「業務重要度の評価基準」 
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イ．システム依存度の設定 

 システム依存度の設定にあたっては、事業原課への調査を実施した。調査では、対象となる「業

務システム」を各事業原課の業務に関連付けた上で、システム依存度を表２－２「システム依存

度の評価基準」から選択した。 

依存度 

カテゴリ 

依存度の定義 該当するシステム（例）

３ 

[ 高 ] 

対象システムが利用でき

ないと、代替方法による業

務継続は不可能 

・高度な計算／シミュレーションを行うシステム 

・代替手段がなく、業務処理に即時性が求められるシス

テム 

・不特定多数との情報共有を行っており、他の手段で代

替困難なシステム 

・データ件数が多く、かつ複雑な業務処理を行うシステ

ム 

２ 

[ 中 ] 

対象システムが利用でき

なくても代替方法による業

務継続が不可能ではない

が、大幅に業務品質・効率

が低下する 

・業務処理が比較的平易であるが、データ件数が多く大

幅に効率が下がるシステム  

・手作業等で代替可能であるが、個々の担当者により業

務品質に大幅なばらつき等が生じるシステム 

1 

[ 低 ] 

対象システムが利用でき

なくても代替方法による業

務継続が可能であり、業

務品質・効率への影響も

比較的小さい 

・データ件数が少なく、業務処理が比較的平易で、他の

手段での代替が可能なシステム 

・紙台帳等による管理が可能なシステム 

表２－２「システム依存度の評価基準」 
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ウ．システム重要度の設定 

システム重要度を次のとおり算出し、目標復旧時間と関連付けた。

（ア）システム重要度の算出 

システム重要度は、前述の「業務重要度」と「システム依存度」の合計値で算出し、表２－

３「システム重要度の算出方法」をもとに５段階とした。但し、システム重要度が「Ｂ」又は

「Ｃ」となっているシステムのうち、目標として３日以内に復旧させる必要のあるシステムは

システム重要度を「Ａ」とした。 

Ｓ、Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順に、システムの復旧優先順位が高くなるものとした。 

シ
ス
テ
ム
依
存
度

3

システム重要度 

D 
（合計値:4）

システム重要度 

C 
（合計値:5）

システム重要度 

B 
（合計値:6）

システム重要度

A+ 
（合計値:7）

システム重要度

S 
（合計値:8） 

2

システム重要度 

D 
（合計値:3）

システム重要度 

D 
（合計値:4）

システム重要度 

C 
（合計値:5）

システム重要度 

B 
（合計値:6）

システム重要度

A+ 
（合計値:7）

1

システム重要度 

D 
（合計値:2）

システム重要度 

D 
（合計値:3）

システム重要度

D 
（合計値:4）

システム重要度 

C 
（合計値:5）

システム重要度 

B 
（合計値:6）

1 2 3 4 5 

業務重要度 

表２－３「システム重要度の算出方法」 

エ．システム重要度の調整（本市独自の調整） 

仮設定されたシステム重要度について、各課に再ヒアリングするなどして各業務システムの災

害時における利用用途や復旧の緊急性などを踏まえ全体的なシステム重要度の調整を行った。 

（２）システム重要度と目標復旧時間（RTO）の関連 

 業務の中断による行政サービスへの影響を分類し、被災時の対応目標とする復旧時間（目標復旧

時間：RTO）をシステム重要度（Ｓ、Ａ＋、Ａ～Ｄ）毎に設定し、表２－４「システム重要度と目

標復旧時間」のとおりとした。  

システム重要度 目標復旧時間

Ｓ 2時間～3時間以内

Ａ＋ 1日～3日以内

Ａ ～3日以内 

Ｂ ～1週間以内

Ｃ ～2週間以内

Ｄ ～1ヶ月以内

表２－４「システム重要度と目標復旧時間」 
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3.2. 被害の想定

3.2.1. 大規模地震による被害の想定

本計画の前提条件となる、想定地震とそれに基づく被害想定、被害状況等については、「さいたま市事

業継続計画（地震災害編）（平成25年3月）」における被害想定に準じて検討した。

また、不測の事態発生により庁舎自体が利用できなくなるような「想定外の事象」についても検討し

た。

・ 想定地震と被害想定

    想定地震は、さいたま市地域防災計画及び、さいたま市事業継続計画で、本市に最も大きな被害

をもたらす地震とされている「さいたま市直下地震（Ｍ７．３）」を想定した。 

図３－２「さいたま市直下の地震の震度予測結果」 
  〔さいたま市地域防災計画（平成27年3月改訂）より〕 

  （１） 震度 

    さいたま市全域の震度は、震度６弱から６強の揺れが想定されている。また、荒川に近い西区・

桜区・中央区・南区のほぼ全域及び、その他の区でも一部では震度６強となり、大きな被害が想

定されている。 
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  （２） 人的被害 

    市内での人的被害は、死者2,040人、負傷者8,150人と想定されている。   

（３） 建物被害 

    建物の被害は、市内で全壊棟数が17,300棟、半壊棟数が48,400棟（全半壊率は約20％）と想

定されている。 

  （４） ライフライン 

    上水道は、市内で265,000人が断水の被害が及ぶと推定されている。下水道は、57,300人に被

害が及ぶと推定されている。電力は107,000軒が停電すると想定されている。固定電話は、95,500

回線が不通になると想定されている。携帯電話も輻輳によりつながりにくくなる可能性がある。

都市ガスは257,000件で供給停止が生じると想定されている。 

  （５） 道路・鉄道 

    市内で橋梁の被害が2基発生すると想定されている。緊急輸送道路で46ヶ所の被害が発生する

と想定されている。鉄道については、227ヶ所で被害が発生すると想定されている。 

※「さいたま市地域防災計画（共通編）（平成27年3月改訂）」より引用。 

［さいたま市直下地震の被害の予測結果］※ 

想定地震 

想定地震 さいたま市直下地震 

気象庁マグニチュードＭ ７．３ 

市内震度 震度６弱～６強 

発生時刻 夕方６時 

季節 冬 

種別 被害項目 被害単位 被害数 

建物 揺れ 
全壊棟数[棟] 17,300 

半壊棟数[棟] 48,400 

火災 
出火 炎上出火件数[件] 101 

延焼 焼失棟数[棟] 44,900 

人 
死者 [人] 2,040 

負傷者 [人] 8,150 

生活支障等
避難者 

避難者 直後・1日後[人] 204,000 

避難者 1ヵ月後[人] 204,000 

帰宅困難者 [人] 116,000～141,000 

ライフライン

上水道 断水人口(1日後) 265,000 

下水道 機能支障人口(1日後) 57,300 

都市ガス 供給停止件数(直後) 257,000 

電力 停電軒数(1日後) 107,000 

通信 不通回線数(1日後) 95,500 
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3.2.2. リスクシナリオの設定

被害の想定（以下、リスクシナリオという。）は、さいたま市の情報システム環境の脆弱性評価を実

施する上での前提となるものである。 

 リスクシナリオ作成にあたっては、図３－３「被害想定の方法」のように、“どこで”、“どのような脅

威が原因で”、その結果“システムにどのような被害が生じるか”という観点で検討を行った。

図３－３「被害想定の方法」

（１）リスクシナリオ設定の考え方 

リスクシナリオは、論理的には原因となる脅威、発生する場所（拠点）、被害状況（被害範囲・

程度）の組み合わせの数だけ存在するが、脅威の発生確率及び、被害の大きさの両面から重点的に

検討すべきリスクシナリオを選定する。 

（２）リスクシナリオの考え方 

リスク要因（地震や火災、水害等の被害発生の原因となる事象）と自庁リソースが抱える脆弱性

（対策が不十分な状況）を評価し、リスク要因が発生した場合に生じる被害状況の想定をリスクシ

ナリオとして整理する。 
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3.2.3. 本市のリスクシナリオ及び、対象拠点

 本市で設定するリスクシナリオ及び、各リスクシナリオの対象となる拠点は、表２－５「本市のリス

クシナリオ」のとおりである。 

対象脅威 拠点分類 No リソースのカテゴリ毎の被害状況 

大規模地震

システム

設置拠点

1

 建屋は無事だが、サーバが一部損壊するシナリオ

・ 大規模地震等によりシステムが設置されている建屋は無事だが、建屋

内に設置してある一部サーバ機器などの筐体が損壊し、重要なシステ

ムの一部が利用できない状況 

２

 建屋が、全壊するシナリオ 

・ 大規模地震等によりシステムが設置されている建屋が全壊し、全ての

システムが損壊・利用できない状況

システム

利用拠点

３

 建屋への立ち入りが不可能となり、その拠点からのシステム利用が一

定期間不可能となるシナリオ

・ 大規模地震等により建屋が倒壊もしくは修復不能なダメージを受け、

建屋が使用できず一定期間システムが利用できない状況 

４

 建屋が無事だが、社内外のネットワークが被災することにより一定期

間システム利用が不可能となるシナリオ

・ 大規模地震等により建屋は無事だが、外部ネットワーク及び、拠点内

LANが被災することにより、一定期間システムが利用できない状況

想定外事象
システム

利用拠点 ５

 想定外事象の発生により、一部のシステム利用が不可能となるシナリ

オ

・ 想定外の事象が発生することにより、一定期間システムが利用できな

い状況 

表２－５「本市のリスクシナリオ」 
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表２－５「本市のリスクシナリオ」のリスクシナリオ１～４について、ICTリソース毎の被害状況を以

下のとおり想定する。 

（１）リスクシナリオ1(システム設置拠点) 

リソース  リソースのカテゴリ毎の被害状況  

建屋  システムが設置されている建屋は無事で、建屋自体は通常どおり利用可能な状況 

システム機器  サーバやストレージなどの一部が損壊し、再調達が必要な状況 

ネットワーク
拠点内  ネットワークサーバやネットワーク機器の一部が損壊し、拠点内ＬＡＮが利用できない状況 

外部  ネットワーク回線網やアクセス回線が被災し、１週間程度外部ネットワークが利用できない状況 

データ 外部保管をしていないシステムデータや業務データが損失する状況 

システム担当者  一部の担当者が参集困難な状況 

委託業者  平常時に比べ、システムベンダの参集に時間を要する状況 

ライフライン

電力 
 電力会社からの電力の供給が１週間程度停止し、自家発を保有していない場合、システムが稼働できない状

況 

電話・通信
 固定電話は復旧まで1週間程度要する。また、携帯電話／携帯メールについては、被災後しばらくは繋がり

にくい状況が続く。 

上水道 上水道の復旧まで１ヶ月程度要し、水冷式の空調が停止する状況 

（２）リスクシナリオ２(システム設置拠点) 

リソース  リソースのカテゴリ毎の被害状況  

建屋  システムが設置されている建屋が倒壊もしくは修復不能なダメージを受け、立入りが不可能な状況 

システム機器  サーバやストレージなどが損壊し、再調達が必要な状況 

ネットワーク
拠点内  ネットワークサーバやネットワーク機器が損壊し、拠点内ＬＡＮが利用できない状況 

外部  ネットワーク回線網やアクセス回線が被災し、１週間程度外部ネットワークが利用できない状況 

データ  外部保管をしていないシステムデータや業務データが損失する状況 

システム担当者  担当者が参集困難な状況 

委託業者  平常時に比べ、システムベンダの参集に時間を要する状況 

ライフライン

電力  電力会社からの電力の供給が１週間程度停止し、自家発も稼働できない状況 

電話・通信
 固定電話は復旧まで1週間程度要する。また、携帯電話／携帯メールについては、被災後しばらくは繋がり

にくい状況が続く。 

上水道  上水道の復旧まで１ヶ月程度要し、水冷式の空調が停止する状況 

リスクシナリオ１：大規模地震等によりシステムが設置されている建屋は無事だが、建屋内に設置してある一部サーバ機器などの筐

体が損壊し、重要なシステムの一部が利用できない状況 

リスクシナリオ２：大規模地震等によりシステムが設置されている建屋が全壊し、全てのシステムが損壊・利用できない状況 
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（３）リスクシナリオ３(システム利用拠点) 

リソース  リソースのカテゴリ毎の被害状況  

建屋  システムを利用している建屋が倒壊もしくは修復不能なダメージを受け、立入りが不可能な状況 

ネットワーク機器  ネットワーク機器が全て損壊し、再調達が必要な状況 

クライアントＰＣ  クライアントＰＣが全て損壊し、再調達が必要な状況 

ネットワーク
拠点内  ネットワーク機器が全て損壊しており、拠点内ＬＡＮが利用できない状況 

外部  ネットワーク回線網やアクセス回線が被災し、１週間程度外部ネットワークが利用できない状況 

データ  外部保管をしていないネットワーク設定情報が損失する状況 

システム担当者  担当者の参集が困難な状況 

委託業者  システムベンダの参集が困難な状況 

ライフライン

電力 
 電力会社からの電力の供給が１週間程度停止し、自家発を保有していない場合、システムが稼働できない状

況 

電話・通信
 固定電話は復旧まで1週間程度要する。また、携帯電話／携帯メールについては、被災後しばらくは繋がり

にくい状況が続く 

上水道  上水道の復旧まで１ヶ月程度要し、水冷式の空調が停止する状況 

（４）リスクシナリオ４(システム利用拠点) 

リソース  リソースのカテゴリ毎の被害状況  

建屋  建屋は無事で、建屋自体は通常どおり利用可能な状況 

ネットワーク機器  ネットワーク機器が一部損傷し、再調達が必要な状況 

クライアントＰＣ  クライアントＰＣが一部損傷し、再調達が必要な状況 

ネットワーク
拠点内  ネットワーク機器の損傷により、拠点内ＬＡＮが利用できない状況 

外部  ネットワーク回線網やアクセス回線が被災し、１週間程度外部ネットワークが利用できない状況 

データ  外部保管をしていないネットワーク設定情報が損失する状況 

システム担当者  担当者の参集が困難な状況 

委託業者  システムベンダの参集が困難な状況 

ライフライン

電力 
 電力会社からの電力の供給が１週間程度停止し、自家発を保有していない場合、システムが稼働できない状

況 

電話・通信
 固定電話は復旧まで1週間程度要する。また、携帯電話／携帯メールについては、被災後しばらくは繋がり

にくい状況 

上水道  上水道の復旧まで１ヶ月程度要し、水冷式の空調が停止する状況 

リスクシナリオ３：大規模地震等により建屋が倒壊もしくは修復不能なダメージを受け、建屋が使用できず一定期間システムが 

       利用できない状況 

リスクシナリオ４：大規模地震等により建屋は無事だが、外部ネットワーク及び、拠点内LANが被災することにより、一定期間シス

テムが利用できない状況 
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3.2.4. ライフラインの復旧目安

前項各リスクシナリオのライフラインの復旧目安について、本計画では市役所所在地域のライフライ

ンは優先的に復旧されると想定されることから、市内のライフラインがほぼ復旧した時期を復旧目安と

して設定した。 

項目 復旧目安 

電力 １週間

電話・通信 

１週間 

（ただし、携帯メールはアクセスの集中に

より遅延するが使用可能と想定する） 

上水道 １ヶ月

表２－６「ライフラインの復旧目安」 
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3.3. ICT環境の現状の脆弱性概要

3.3.1. 脆弱性の把握

（１）大規模地震に係る脆弱性の把握 

情報システム環境の現状を、本市が設定した目標対策レベルの構成要素毎に調査することで、シ

ステム重要度に応じて、目標とする情報システム運用環境と現状の情報システム運用環境の差異を

把握する。これにより、災害発生時において復旧のボトルネックとなる脆弱性を洗い出す。 

ア．現状の脆弱性把握 

（ア）脆弱性評価の考え方 

本市が設定した目標対策レベルの構成要素を評価軸とし、各システム環境の現状の対策状況

（以下、「現状対策レベル」という。）を調査した上で、システム重要度毎の「目標対策レベル」

との差異（どこまで対策が進んでいるのか）を明らかにすることにより脆弱性を把握する。 

（イ）脆弱性評価の単位 

現状の脆弱性を評価するにあたっては、システムを利用する際に必要となる目標対策レベ

ルの構成要素（評価軸）を評価単位で評価を行う。 

（ウ）現状調査（現状対策状況の調査） 

現状の脆弱性を把握するため、前述の脆弱性評価の単位毎に現状の対策状況調査を行った。 

イ．脆弱性評価結果（サマリ） 

現状の情報システムに対する災害対策実施状況に基づき、システムの脆弱性評価を実施した。 
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3.3.2. 想定外事象への対応（初動対応）について検討すべき対策

 東日本大震災では、地方公共団体の庁舎や関連施設が津波被害を受け、住民データをはじめとした重

要な情報資産を消失してしまったほか、災害対策の拠点、コミュニケーション手段までも喪失するなど、

地震による直接被害だけではなく津波や、さらにそれから派生した原発被害など想定外の事象の連鎖に

より甚大な被害をもたらした。

想定外の事象が発生した際にも、住民の生命・生活・財産を守るために迅速な対応が必要となる初動

対応は極めて重要性が高い。その活動において最も重要な資源は職員であるが、その行動を支える重要

な資源である拠点、情報資産及び、コミュニケーション手段の確保が望まれる。

以下に想定外事象への初動対応について検討すべき対策を記載する。なお、以下の対策の一部は事前

対策に含まれているものもあるが、セキュリティ面の課題など、すぐに導入等を行うことが困難な対策

も含まれるため、今後も継続して対応を検討していく必要がある。

（１）代替拠点の検討

 さいたま市の情報システムの設置拠点となっている本庁舎や区役所及び、消防局、水道局、市立

病院等が利用できなくなった場合、ICT復旧対策本部の要員を含む ICT部門の職員及び、各課室の

ICT復旧要員の参集場所や復旧活動の拠点が失われることになる。こうした事態に備え、各拠点が

利用できなくなった場合の「代替拠点」を検討しておくことが望ましい。たとえば、ファシリティ

面の脆弱性が低く、立地面でも安全性の高い区役所等の市建屋や耐震性の優れた近隣の外部データ

センターのレンタルオフィスなどを代替拠点として設定しておくことが有効な手段のひとつとし

て考えられる。

 具体的には、ICT復旧対策本部の設置場所や情報システム課及び、各課室の ICT復旧要員の参集

場所を代替拠点も含めて明確にしておくことが望まれ、それらはファシリティの変更（市建屋等の

増改築等）や組織変更に伴う組織・人員の配置変更などの環境変更に適応するため、次項「5．ICT
復旧体制と役割、個別手順」にて制定する各組織の個別手順に明記する。

 また、区役所などの情報システムの利用拠点が壊滅的な被災をした場合にも、各区役所間での代

替業務遂行や代替拠点候補を予め決めておくなど、全庁 BCP 推進部門と連携して情報システムの

利用環境確保についても検討しておき、迅速な復旧・復興活動につなげていくことが望ましい。

（２）衛星携帯電話の配備

 通信手段の確保は災害時の迅速な初動対応に必要不可欠である。東日本大震災において、外部と

いち早く連絡できた唯一の通信手段が衛星携帯電話であった。陸前高田市では津波被害を受けた本

庁舎以外にも山側地域にも衛星携帯電話を配備していたことで通信手段を確保できた。

 こうした教訓を踏まえて、本市においても本庁舎の他、外部データセンターにも衛星携帯電話を

配備するとともに、全庁 BCP 推進部門と連携し、主要な区役所、消防局、水道局、市立病院など

にもあらかじめ配備しておくことが望ましい。

（３）システム利用拠点の住民データの保全

 初動対応において住民情報は住民の安否確認等に利用されるため、極めて重要な情報資産である。

住民情報のデータを堅牢な外部データセンターに移管した状況でも、想定外の事象に備えて、事前

対策として各区役所等において、定期的に住民情報をパソコンなどの調達の容易な機器で利用でき

る状態で保全しておくことが望まれる。

ただし、対象とする情報は必要最小限の内容とし、外国人の情報や外字対応など特殊な要因が含

まれている点を考慮し、かつ、万全のセキュリティ対策が必要である。また、同データの利用に際

して、内容が限定されていることを明確にし、利用者に周知しておく必要がある。
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（４）ツイッター等による情報発信

 東日本大震災以降、多くの自治体でツイッター等のソーシャルネットワークサービスによる情報

発信を行うようになった。これは災害時等に公式なホームページが復旧するまでの期間の情報提供

には有効であることが実証されている。災害時に住民等への被害状況などの情報提供は、市のホー

ムページ以外にもソーシャルネットワークサービスなどを活用して継続していくことが望ましい。

 また、平時からツイッターを用いた各種情報提供を行い、その有用性を住民に周知しておくこと

で緊急時にも有効な情報提供手段となるため、継続した情報発信と広報活動が必要である。

（５）無線ネットワーク環境の構築

 現在、本市のネットワークは拠点間を結ぶバックボーンに異なるキャリアによる冗長化対策が施

されている。しかしながら、東日本大震災では多くの自治体が、ネットワークの途絶等により情報

収集や情報発信に時間を要していることから、ネットワークに対する対策を更に強化していくこと

が望ましく、物理的な通信回線の復旧まで、無線による代替ネットワークの構築を行うことなどは

有効な手段である。

本市においてもセキュリティ対策など解決すべき課題は多いが、事前に無線ネットワークの導入

検討を進めていくことが望ましい。

（６）ウェブサービスメール（Gmail等）の利用

 東日本大震災で庁舎に壊滅的な被害を受けた自治体において、職員がウェブメールサービスを活

用した（Google社が提供する無料ウェブメールサービスであるGmailが利用された）。

災害時等に、通常時に利用している庁内のメール環境が利用できなくなった場合に備え、区役所

や各機関、外部とのコミュニケーション手段確保のためにこれらのサービスを利用することにより

選択肢が広がる。今後、事前アカウントの取得や利用方法の習得などと併せて、ルールの構築を含

めた検討をしていくことが望ましい。

（７）モバイルPC、コピー機、各種消耗品（OA用紙、トナー等）の準備

 初動対応を迅速に、効率的に進めていくためには、PCやコピー機、またその消耗品（OA用紙、

トナー等）についても重要なリソースである。特にPC は可搬性に富み、先の住民情報の保全デー

タと併せて、避難所などの施設で住民の安否確認等に利用できるように区役所等に配備しておくこ

とが望ましい。

 但し、緊急時にすぐに使えるようにするためには、常に充電がされている状態に保ち、かつ、定

期的な動作確認が必要となるため、その管理・運用を含めた検討が必要である。また、各種消耗品

についても災害発生直後の混乱期には入手が困難になる恐れがあるため、事前に適正量の備蓄をし

ておくことが望ましい。
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4. ICT復旧体制と役割、個別手順

緊急時には、正確に遅滞なく情報が収集・伝達され、的確な対応の指示がなされる体制が必要である。

 意思決定者を中心とし、情報の収集・分析を担う担当者、調査や対策など具体的に行動する担当者な

どが予め決められた体制の中で、必要に応じた臨機応変な対応で役割を全うしなければならない。

 さいたま市では、緊急時のICT復旧に関する体制とその個々の役割を明確にし、併せてその基本的な

行動の基本となる手順書を定めてこれに当たることとする。

 実際の災害・事故の対応では、様々な想定外の事象が発生し予め定めた体制が整わず、手順書に沿っ

た行動もできない場合が間違いなく発生する。しかし、このような状況においても予め定めた体制や行

動手順の目的を理解して臨機応変な対応をすることが望まれるため、本項では緊急時の対応体制と役割・、

責任を明確にし、その体制が効率的に機能するための ICT復旧フロー（全体フロー）及び、緊急時には

最も重要な、発災直後の初動を中心とした体制毎の個別手順を定める。
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4.1. 緊急時の対応体制と役割

 緊急時の ICT復旧に関する対応体制は以下のとおりとする。

（１）さいたま市全体及び、各セクション単位の ICT復旧体制

さいたま市の緊急時における、ICT復旧対策本部及び、情報システム課、各課室の復旧体制は、

図４－１「さいたま市 ICT復旧対策体制（全体図）」のとおりである。

図４－１「さいたま市 ICT復旧対策体制（全体図）」

各課室 ICT復旧体制 各課室 ICT復旧体制 

さいたま市 ICT復旧対策本部責任者

情報システム課 ICT復旧責任者

情報システム課 ICT復旧管理チーム

情報システム課 ICT復旧対応チーム

(1) サーバ室復旧担当

(2) ネットワーク復旧担当

(3) 業務システム復旧担当

(4) クライアント復旧担当

各課室 ICT復旧責任者

各課室 ICT復旧管理チーム

各課室 ICT復旧対応チーム（下注）

(1) サーバ室復旧担当

(2) ネットワーク復旧担当

(3) サーバ復旧担当

(4) 業務システム復旧担当

(5) クライアント復旧担当

(6) 利用者窓口担当

さいたま市 ICT復旧対策本部体制 

情報システム課 ICT復旧体制 各課室 ICT復旧体制 

（注）各課室のICT復旧チームは、サーバ等の設置場所、情報システム課への運用の依存度により、必要となるタスク

が異なる。例えば、全てのシステム運用を情報システム課に委託している場合には、サーバ室、ネットワーク、サーバ

の復旧担当は不要となる。

各課のシステムの運用状況に合わせて必要な復旧担当を割り当てる。

また、情報システム課においては、システム毎に担う復旧担当範囲が異なるため、これを正確に把握して必要な対応

の実施と各課室への情報提供に合せた復旧作業の継承を行わなければならない。

サーバ室復旧担当、ネットワーク復旧担当はデータセンターに設置された全てのシステムについて対応しなければな

らないが、その他の復旧担当については各システムの運用状況に合わせて必要な復旧担当を担う。

さいたま市 ICT復旧管理チーム
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（２）各体制の担当チーム毎の役割と責任

ア．さいたま市 ICT復旧対策本部体制の担当チーム毎の役割と責任

（ア）ICT復旧対策本部責任者／代行権限者（ICT復旧対策本部）

役割：災害時における、さいたま市全体の ICT継続の総括責任者／代行権限者

ICT復旧対策本部責任者が担う責任事項

① さいたま市 ICT 復旧管理チームが作成した以下の報告内容の承認とさいたま市災害対策本部への

報告を実施する。

【報告内容】安否確認／要員参集状況／被害状況、影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間含

む）、復旧対応状況と今後の見通し、運用再開状況

② さいたま市 ICT復旧管理チームが作成した復旧にかかる概算費用について、さいたま市災害対策本

部または財政局への承認依頼とその結果確認を実施する。

③ さいたま市災害対策本部より割り当てられた費用に基づき、再立案されたシステム復旧計画の確認

と承認を実施する。

④ さいたま市災害対策本部の決定事項について、さいたま市 ICT 復旧管理チームに対し各 ICT 復旧

体制（情報システム課及び、各課室室）への伝達を指示する。

（イ）ICT復旧管理チーム（ICT復旧対策本部）

役割：各 ICT復旧体制（情報システム課、各課室）の対応状況のとりまとめと横断的な復旧指揮

ICT復旧管理チームが担う責任事項

① さいたま市 ICT復旧管理チームの安否確認と要員参集を実施する。

② 各 ICT復旧体制より報告を受けた以下の報告内容のとりまとめと、さいたま市 ICT復旧対策本部

責任者への報告を実施する。

【報告内容】安否確認／要員参集状況、被害状況／影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間、

概算費用含む）、復旧対応状況と今後 の見通し、運用再開状況

③ 各 ICT 復旧体制がとりまとめたシステム復旧計画に基づき、横断的なシステム復旧計画の立案の

とりまとめと、さいたま市ICT復旧対策本部責任者への報告を行う。

④ さいたま市 ICT復旧対策本部責任者より割り当てられた費用に基づき、各 ICT復旧体制へのシス

テム復旧計画の再立案の指示と、さいたま市 ICT復旧対策本部責任者への承認依頼を実施する。

⑤ さいたま市 ICT復旧対策本部責任者が承認したシステム復旧計画の各 ICT復旧体制への周知と、

各 ICT復旧体制の人員再配置の検討及び、指示を実施する。

⑥ さいたま市 ICT復旧対策本部責任者の決定事項について、各 ICT復旧体制への伝達を実施する。

⑦ さいたま市 ICT復旧対策本部の労働環境整備（食料や宿泊先）を実施する。
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イ．情報システム課 ICT復旧体制の担当チーム毎の役割と責任

（ア）ICT復旧責任者（情報システム課）

役割：災害時における ICT継続の総括責任者

ICT復旧責任者が担う責任事項

① 管理チームが作成した以下の報告内容の承認と、さいたま市 ICT 復旧対策本部への報告を実施す

る。

【報告内容】安否確認／要員参集状況／被害状況、影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間含

む）、復旧対応状況と今後の見通し、運用再開状況

② 管理チームが作成した復旧にかかる概算費用について、さいたま市 ICT復旧対策本部への承認依頼

とその結果確認を実施する。

③ さいたま市 ICT 復旧対策本部より割り当てられた費用に基づき再立案されたシステム復旧計画の

確認と承認を実施する。

④ 管理チームが作成したシステム利用者に対する以下の報告内容の承認と管理チームへの発信指示を

実施する。

【報告内容】 影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

⑤ さいたま市 ICT 復旧対策本部の決定事項について、管理チームに対し各チームへの伝達を指示す

る。

（イ）ICT復旧管理チーム（情報システム課）

役割：各チーム対応状況のとりまとめと横断的な復旧指揮

ICT復旧管理チームが担う責任事項

① 管理チームの安否確認と要員参集を実施する。

② ICT復旧担当チームより報告を受けた以下の報告内容のとりまとめと、ICT復旧責任者への報告を

実施する。

【報告内容】 安否確認／要員参集状況、被害状況／影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間、

概算費用含む）、復旧対応状況と今後の見通し、運用再開状況。

③ ICT復旧担当チームの被害状況報告結果に基づき、利用者への影響範囲（どのシステムがどの拠点

で利用できないか）を特定する。

④ 各チームがとりまとめたシステム復旧計画に基づき、横断的なシステム復旧計画の立案実施と ICT
復旧責任者への報告を実施する。

⑤ ICT 復旧責任者より割り当てられた費用に基づき、システム復旧計画の再立案と ICT 復旧責任者

への承認依頼を実施する。

⑥ ICT 復旧責任者が承認したシステム復旧計画の ICT 復旧担当チームへの周知と、ICT 復旧担当チ

ーム担当者の再配置の検討及び、指示を実施する。

⑦ ICT 復旧担当チームからの報告内容に基づき、システム利用者及び、各課室 ICT 復旧体制への以

下の報告内容の作成と ICT復旧責任者への報告を実施する。

（各現課に対しては、情報システム課管理の基盤システムやネットワークの被災による各課室シス

テムへの影響などを報告する）

【報告内容】影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

⑧ ICT復旧責任者が承認した上記内容について、ICT復旧担当チームの業務システム復旧担当への発

信指示を実施する。

⑨ ICT復旧責任者の決定事項について、ICT復旧担当チームへの伝達を実施する。

⑩ 各チームの労働環境整備（食料や宿泊先）を実施する。
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（ウ）ICT復旧対応チーム（情報システム課）

役割：システム重要度に応じた、

サーバ室／ネットワーク／サーバ／業務システム復旧に向けた対応の実施

各復旧活動用ＰＣ及び、利用者用ＰＣの復旧・調達に向けた対応の実施

災害時におけるシステム利用者からの問い合わせ対応

ICT復旧担当チームが担う責任事項

① ICT復旧担当チームの安否確認結果及び、要員参集状況の情報システム課 ICT復旧管理チームへの

報告を実施する。

② 復旧対応の実施に必要なシステム重要度を把握する。

③ サーバ室／ネットワーク／サーバ／業務システム／利用者 PC に関する以下の対応を実施し、ICT
復旧管理チームへ報告する。

・対応内容：被害状況、二次災害防止状況、外部ベンダへの対応要請、システム及び、利用者 PC
の復旧計画立案（予想復旧時間、概算費用含む）、復旧対応（調達含む）と今後の見通し

※サーバ、業務システム、利用者PC の各復旧担当が当該業務システムの各課室の対応範囲である

場合、当該復旧作業を対象の各課室に継承する。

④ 情報システム課 ICT復旧管理チームからの指示に基づき、システム利用者（庁内利用者、市民、各

課室のシステム担当）へ、以下の状況を連絡する。 【業務システム復旧担当】

・報告要件：影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

⑤ 各復旧担当の活動用PC 及び、利用者が優先業務に利用するPC を配布する。 【クライアント担

当】

⑥ 優先業務以外に利用するPCの被害状況を把握する。 【クライアント担当】

⑦ 情報システム課 ICT 復旧管理チームより周知されたシステム横断的なシステム復旧計画を確認す

る。

⑧ システム復旧後のデータ整合性確保のための作業を実施する。 【アプリ担当】

⑨ システム利用者からの問い合わせなどの受付け、各復旧担当へ振り分けを実施する。 【業務シス

テム復旧担当】

⑩ 業務システム復旧担当から依頼された問い合わせ内容への回答案作成と、業務システム復旧担当へ

の回答を実施する。 【業務システム復旧担当以外】

⑪ 各復旧担当からの回答内容を受付け、回答内容を記録して、システム利用者への回答を実施する。

【業務システム復旧担当】
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ウ．各課室 ICT復旧体制の担当チーム毎の役割と責任

（ア）ICT復旧責任者（各課室）

役割：災害時における ICT継続の総括責任者

ICT復旧責任者が担う責任事項

① 各課室 ICT復旧管理チームが作成した以下の報告内容を承認し、さいたま市 ICT復旧対策本部へ報告す
る。

・ 報告内容：安否確認／要員参集状況／被害状況、影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間含む）、
復旧対応状況と今後の見通し、運用再開状況

② 各課室 ICT復旧管理チームが作成した復旧にかかる概算費用について、さいたま市 ICT復旧対策本部へ
承認依頼し、結果を確認する。

③ さいたま市 ICT 復旧対策本部より割り当てられた費用に基づき再立案されたシステム復旧計画を承認す
る。

④ 各課室 ICT復旧管理チームが作成したシステム利用者に対する以下の報告内容を承認し、各課室 ICT復
旧管理チームへの情報発信を指示する。

・報告内容：影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

さいたま市 ICT 復旧対策本部の決定事項について、各課室 ICT 復旧管理チームに対し、各課室 ICT 復

旧担当チームへの伝達を指示する。

（イ）ICT復旧管理チーム（各課室）

役割：各チーム対応状況のとりまとめと横断的な復旧指揮

ICT復旧管理チームが担う責任事項

① 各課室 ICT復旧管理チームの安否確認と要員参集の指示・確認を行う。

② 各課室 ICT 復旧担当チームより報告を受けた以下の報告内容をとりまとめ、各課室 ICT 復旧責任者へ
報告する。

・ 報告内容：安否確認／要員参集状況、被害状況／影響範囲、システム復旧計画（予想復旧時間、概算
費用含む）、復旧対応状況と今後の見通し、運用再開状況

③ 情報システム課 ICT復旧管理チームより、情報システム課管理の基盤システムやネットワークの被災に
よる各課室管理・所管システムへの影響に関する連絡を受け、その内容を各課室 ICT復旧責任者へ報告
する。

④ 各課室 ICT 復旧担当チームの被害状況報告及び、情報システム課 ICT 復旧管理チームからの影響報告
に基づき、利用者への影響範囲（どのシステムがどの拠点で利用できないか）を特定する。

⑤ 各課室 ICT復旧担当チームがとりまとめたシステム復旧計画に基づき、各課室内横断的なシステム復旧
計画を立案し、各課室 ICT復旧責任者へ報告する。

⑥ 各課室ICT復旧責任者より割り当てられた費用に基づき、システム復旧計画の再立案を行い、各課室ICT
復旧責任者へ承認を依頼する。

⑦ 各課室 ICT 復旧責任者が承認したシステム復旧計画を各課室 ICT 復旧担当チームへ周知し、各課室内
各チームメンバーの再配置を検討・指示する。

⑧ 各課室 ICT復旧担当チームからの以下の報告内容に基づき、システム利用者への報告内容を作成し、各
課室 ICT復旧責任者へ報告する。
・報告内容：影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

⑨ 各課室 ICT復旧責任者が承認した上記の内容について、各課室利用者窓口担当へ発信を指示する。

⑩ 各課室 ICT復旧責任者の決定事項について、各課室内各チームへ伝達する。

⑪
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（ウ）ICT復旧対応チーム（各課室）

役割：システム重要度に応じた、

サーバ室／ネットワーク／サーバ／業務システム復旧に向けた対応の実施

各復旧活動用ＰＣ及び、利用者用ＰＣの復旧・調達に向けた対応の実施

災害時におけるシステム利用者からの問い合わせ対応

ICT復旧担当チームが担う責任事項

① 各課室 ICT復旧担当チームの安否確認結果及び、要員の参集状況を各課室 ICT復旧管理チームへ報告す
る。

② 復旧対応の実施に必要な各課室管理・所管システムの重要度を把握する。

③ サーバ室／ネットワーク／サーバ／業務システム／専用端末に関する以下の事項を対応し、各課室 ICT
復旧管理チームへ報告する。

・対応事項：被害状況、二次災害防止状況、外部ベンダへの対応要請、システム復旧計画立案（予想復旧
時間、概算費用含む）、復旧対応（調達含む）と今後の見通し

④ 各課室 ICT 復旧管理チームからの指示に基づき、システム利用者（庁内利用者、市民、各課室のシステ
ム担当）へ、以下の状況を連絡する。【利用者窓口担当】

・影響範囲、システム復旧計画、運用再開状況

⑤ 利用者が優先業務で利用する専用端末を配布する。【クライアント担当】

⑥ 優先業務以外で利用する専用端末の被害状況を把握する。【クライアント担当】

⑦ 各課室 ICT復旧管理チームから周知されたシステム横断的なシステム復旧計画を確認する。

⑧ システム復旧後のデータの整合性を確保するための作業を実施する。【アプリ担当】

⑨ システム利用者からの問い合わせなどを受け付け、各復旧担当へ振り分ける。【利用者窓口担当】

⑩ 利用者窓口担当から依頼された問い合わせ内容への回答案を作成し、利用者窓口担当へ回答する。【利用
者窓口担当以外】

⑪ 各復旧担当からの回答内容を受け付け、回答内容を記録した上で、システム利用者へ回答する。【利用者
窓口担当】
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4.2. 緊急時における ICT復旧フロー

 緊急時におけるICT復旧フローは、「全体フロー」を基に実施する。

4.3. 教育・訓練の実施

（１）教育・訓練手法

ICT-BCPに関する教育・訓練は、実行計画書の実効性や担当者の習熟度に応じて、図４－２「習

熟度に応じた ICTの訓練手法」のとおり段階的に訓練を高度化して実施することとする。それぞれ

の訓練手法の説明は表３－１「ICTの訓練手法と特徴」を参照のこと。 

図４－２「習熟度に応じたICTの訓練手法」 

訓練手法 訓練の特徴 

対象範囲 

部門 

全体 

個別 

ｼｽﾃﾑ 

セミナー／ 

e-ラーニング 

・一定の人数に対し、精度の高い情報を伝えることができる。 

・一度作成した教材の流用が容易である。 
○  

モックディザスター

（災害模擬演習） 

・効率的に ICT-BCPや災害発生に対する備えの必要性に関する

気づきを与えることができる。 
○  

読合せ訓練 ・担当者が被災状況を想定し読合せを行うことで、手順書の課題

や、事前に必要な対策の抽出を行うことができる。 

・担当者それぞれが手順書について習熟することができる。 

○ ○ 

シミュレーション訓

練 

・サーバの被害状況や要員参集状況などの状況を与え、ワークシ

ートなどを活用しながら実働することで、様々な状況に応じた

手順書の課題や、事前に必要な対策を抽出することができる。

・様々な状況の下でも対応できる担当者の危機対応能力を、育成

することができる。 

○  

実機訓練 ・実機を用いた具体的な手順を確認することができ、手順書の有

効性を確認することができる。 

・事前対策の不備や、予め定めたRTOを満たしているのか確認

することができる

 ○ 

表３－１「ICTの訓練手法と特徴」 
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