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府中市災害対応業務マニュアル策定業務委託仕様書（案） 

 

１ 件名 

  府中市災害対応業務マニュアル策定業務委託 

 

２ 業務の目的 

大規模災害時、市が被災する中でも、市の総力をあげて、人命救助と被災者支援の 

迅速かつ適切な実施を行うことができるよう、各部・課や関係機関が連携・調整して

対応にあたる必要がある。特に、災害時の対応優先度の高い１８業務を対象に、各業

務を実施する主体間が連携・調整して業務を実施するための各災害対応マニュアル整

備を３か年かけて行い、市としての「災害対応業務マニュアル体系の整備」を行うこ

とで、市の災害応急対策の実効面を高め、体制の強化を図ることを目的とする。 

各災害対応業務マニュアルは、マネジメント向けと現場担当者向けがわかるよう、 

各主体の責任範囲や、関係組織間の役割分担、体制配置、連携・調整要領を定めると

ともに、業務実施上で必要な車両・資機材の配置などの詳細事項を規定したマニュア

ルとして整備する。また、策定したマニュアルは検証、改善して、実効性を確保する。 

なお、マニュアル体系整備とあわせて、「府中市地域防災計画」、「府中市事業継続 

計画」、「府中市災害時受援応援計画」を見直すものとする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

 (１) マニュアル作成の対象業務 

次の１８の災害対応業務を対象とする。 

作成対象とする災害対応業務 

１．受援総合調整・管理 

２．災害対策本部運営マネジメント 

３．救助・救急 

４．遺体処理 

５．避難所運営 

６．道路復旧 

７．下水道復旧 

８．物資拠点の確保・運営及び輸送 

９．衛生・防疫及び被災者の健康管理 

10．災害廃棄物処理 

11．ボランティア・NPO の受入れ 

12．要配慮者支援 

13．被災建築物応急危険度判定 

14．被災宅地応急危険度判定 

15．住家被害認定調査 

16．罹災証明書の交付 

17．生活再建支援相談窓口の設置・運営 

18．仮住まい対策 

(２) 作成スケジュールの概要案 

各業務の特性により、次のア～エに分けることのできる各マニュアルについて、 

その特性に応じて作成・検証を行い、その整備を図る。 

ア 総合的な災害対応マネジメントに関する業務 

イ 複数の部・課が関連する内容が多岐にわたる業務 
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ウ 特定の部・課で担当する専門性の高い業務 

エ 特定の部・課と外部の組織や団体が連携する専門性の高い災害時業務 

 (３) 作成上の留意点 

マニュアルの作成にあたっては、その実効性を確保するために、実務経験者や学 

識経験者など有識者による指導・助言を受けながら、作成を進めるものとする。 

４ 業務内容 

 (１) 災害対応業務マニュアル策定業務（1 年目） 

ア 実施計画書の提出 

業務の目的・業務内容や作業方法・期間等を検討の上、実施方針、実施体制、 

作業工程等を作成し、実施計画を立案する。 

イ 資料収集及び業務の執行に関する整理 

 (ア) 資料収集 

 １年目に検討対象とする業務に関する記述のある国、東京都及び本市の既存 

計画をはじめ、業務に係る最新の関係法令やガイドライン、他自治体で策定し 

ている業務に関するマニュアル、近年発生した各種災害における地方公共団体 

の対応から得られた課題・教訓等など、業務マニュアル作成の参考となる資料 

を収集する。 

 (イ) 業務内容の分析・整理 

収集した資料をもとに、１年目に検討対象とする業務の詳細内容と業務実施 

における調整・連携事項を分析し、業務マネジメントとして行う業務と現場で 

行う業務を仕分け、かつ、それぞれの業務の詳細について検討・整理する。 

(ウ) 業務環境及び使用する車両や機材等の把握・整理 

対象業務ごとに、業務実施で必要となる執務や活動環境を整理する。また、 

業務に不可欠な車両や資機材等を洗い出し、整理する。なお、執務や活動の環 

境に関する把握にあたっては、必要に応じて資料収集等の調査を行う。 

(エ) 業務のタイムライン兼役割分担表（案）の作成 

対象とする業務に関する主体間（関係課や関係団体）の役割分担を整理する 

とともに、業務の流れを、業務主体別×時間別に並べて、役割分担や業務の執 

行時間がわかるようにしたタイムラインを作成する。 

(オ) マニュアル構成・たたき台（案）の検討・整理 

対象とする業務のマネジメント用と現場用のマニュアル構成と、構成項目ご 

との概要を示した、マニュアルの検討たたき台案を作成する。  

ウ 関係課や関係団体との協議・ワークショップの企画・準備 

 (ア) マニュアル作成における課題整理 

対象とする業務のマニュアル作成にあたっての課題を抽出するとともに、そ 

の課題を踏まえた改善の方向について検討、整理する。 

(イ) 協議・ワークショップの企画 

業務の関係課や関係団体と、年間計３回程度の協議・ワークショップの実 

施を通じて、業務マニュアルを作成することを念頭に、対象業務ごとの協議・ 
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ワークショップの進め方を検討し、企画する。この企画にあたり、上記で整理 

したタイムラインやマニュアルたたき台をもとにした協議ができるよう工夫 

する。なお、１年でマニュアル完成を目指す業務の検討においては、協議・ワ 

ークショップのうち、１回は、関係者による内容の理解と検証を行うものとな 

るよう、企画内容を工夫する。 

(ウ) 資料の検討・作成及び準備 

協議・ワークショップの実施に必要な資料を検討し資料を作成する。協議の 

必要な事項の抽出及び論点を整理した次第を作成するほか、各回の検討テーマ 

に即した資料を作成する。会議に必要な資料は、印刷する。 

エ 有識者の確保と調整 

業務マニュアルに関する指導・助言を受けるための有識者を選定し、指導・助 

言の機会を確保（各テーマ２回程度）する。関係課や関係団体との協議・ワー 

クショップにおいて助言・指導を受けるか、マニュアルの内容に関する指導を求 

めるかについては、協議相談の上、決める。 

オ 協議・ワークショップの実施支援 

関係課・関係団体との協議・ワークショップに参加し、会場の設営を行うとと 

もに、協議時は司会進行を行うほか専門家として必要な助言・指導を行う。また、 

会議は記録をとり、会議後に会議録を作成して、速やかに提出する。 

カ 取りまとめ及びマニュアルの作成 

協議・ワークショップでの指摘事項をとりまとめ整理を行う。なお、１年目に 

マニュアル完成を目指す業務については、それぞれ次の（ア）、（イ）の作成を 

行う。また必要な様式や資料等を作成する。 

 (ア) マニュアル本編（マネジメント用）の作成 

業務のマネジメントを行う幹部職員などが、関係課や関係団体と調整・連携 

しながら、災害対応を統括管理するためのマネジメント用マニュアルを作成す 

る。 

 (イ) マニュアル本編（現場対応用）の作成 

現場で災害対応業務を行う業務担当者が、関係課や関係団体と調整・連携し 

    ながら、災害対応を行うための現場対応用マニュアルを作成する。 

 (ウ) 様式・参考資料の作成 

キ 地域防災計画等既存計画の修正箇所の整理 

マニュアルの作成を踏まえ、府中市事業継続計画、府中市災害時受援応援計画、 

府中市地域防災計画の見直し事項を整理する。 

ク 打ち合わせ等 

業務進捗状況の報告及び打合せを月１回程度実施するものとし、会議資料及び 

議事録を作成し提出すること。 

 (２) 災害対応業務マニュアル策定業務（２年目） 

ア 実施計画書の提出 

業務の目的・業務内容や作業方法・期間等を検討の上、実施方針、実施体制、 
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作業工程等を作成し、実施計画を立案する。 

イ 資料収集及び業務の執行に関する整理 

 (ア) 資料収集 

対象とする業務に関する記述のある国、東京都及び本市の防災既存計画をは 

じめ、業務に係る最新の関係法令やガイドライン、他自治体で策定している業 

務に関するマニュアル、近年発生した各種災害における地方公共団体の対応か 

ら得られた課題・教訓等など、業務マニュアル作成の参考となる資料を収集す 

る。 

 (イ) 業務内容の分析・整理 

収集した資料をもとに、対象とする業務の詳細内容と業務実施における調 

整・連携事項を分析し、業務マネジメントとして行う業務と現場で行う業務と 

を仕分け、かつ、それぞれの業務の詳細について検討・整理する。 

(ウ) 業務環境及び使用する車両や機材等の把握・整理 

対象とする業務ごとに、業務実施で必要となる執務や活動環境を整理する。 

    また、業務に不可欠な車両や資機材等を洗い出し、整理する。なお、執務や活 

    動の環境に関する把握にあたっては、必要に応じて資料収集等の調査を行う。 

 (エ) 業務のタイムライン兼役割分担表（案）の作成 

業務に関する主体間（関係課や関係団体）の役割分担を整理するとともに、 

    業務の流れを、業務主体別×時間別に並べて、役割分担や業務の執務時期など 

がわかるようにしたタイムラインを作成する。 

 (オ) マニュアル構成・たたき台（案）の検討・整理 

対象とする業務のマネジメント用と現場用のマニュアル構成と、構成項目ご 

との概要を示した、マニュアルの検討たたき台案を作成する。 

ウ 関係課や関係団体との協議・ワークショップの企画・準備 

 (ア) マニュアル作成における課題整理 

対象とする業務のマニュアル作成にあたっての課題を抽出するとともに、そ 

の課題を踏まえた改善の方向について検討、整理する。 

 (イ) 協議・ワークショップの企画 

作成対象となる業務の関係課や関係団体と、年間計３回程度の協議・ワーク 

ショップの実施を通じて、業務マニュアルを作成することを念頭に、対象業務 

ごとの協議・ワークショップの進め方を検討し企画する。この企画にあたり、 

上記で整理したタイムラインやマニュアルたたき台をもとにした協議ができ 

るよう工夫する。 

なお、２年目でマニュアル完成を目指す業務の検討においては、協議・ワー 

クショップのうち、１回は、関係者による内容の理解と検証を行うものとなる 

よう、企画内容を工夫する。 

 (ウ) 資料の検討・作成及び準備 

協議・ワークショップの実施に必要な資料を検討し資料を作成する。協議の 

必要な事項の抽出及び論点を整理した次第を作成するほか、各回の検討テーマ 
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に即した資料を作成する。会議に必要な資料は、印刷する。 

エ 有識者の確保と調整 

業務マニュアルに関する指導・助言を受けるための有識者を選定し、指導・ 

助言の機会を確保（各テーマ２回程度）する。関係課や関係団体との協議・ 

ワークショップにおいて助言・指導を受けるか、マニュアルの内容に関する指導 

を求めるかについては、協議相談の上、決める。 

オ 協議・ワークショップの実施支援 

関係課・関係団体との協議・ワークショップに参加し、会場の設営を行うと 

ともに、協議時は司会進行を行うほか専門家として必要な助言・指導を行う。 

また、会議は記録をとり、会議後に会議録を作成して、速やかに提出する。 

カ 取りまとめ及びマニュアルの作成 

協議・ワークショップでの指摘事項をとりまとめ整理を行う。なお、2 年目で 

完成を目指す業務については、それぞれ次の（ア）、（イ）の作成を行う。 

 (ア) マニュアル本編（マネジメント用）の作成 

業務のマネジメントを行う幹部職員などが、関係課や関係団体と調整・連携 

    しながら、災害対応を統括管理するためのマネジメント用マニュアルを作成す 

る。 

 (イ) マニュアル本編（現場対応用）の作成 

現場で災害対応業務を行う業務担当者が、関係課や関係団体と調整・連携し 

    ながら、災害対応を行うための現場対応用マニュアルを作成する。 

 (ウ) 様式・参考資料の作成 

キ 地域防災計画等既存計画の修正箇所の整理 

マニュアルの作成を踏まえ、府中市事業継続計画、府中市災害時受援応援計画、 

府中市地域防災計画の見直し事項を整理する。 

ク 打ち合わせ等 

業務進捗状況の報告及び打合せを月 1 回程度実施するものとし、会議資料及 

び議事録を作成し提出すること。 

 (３) 災害対応業務マニュアル策定業務（３年目） 

ア 実施計画書の提出 

業務の目的・業務内容や作業方法・期間等を検討の上、実施方針、実施体制、 

作業工程等を作成し、実施計画を立案する。 

イ 資料収集及び業務の執行に関する整理 

 (ア) 資料収集 

３年目の対象とする業務に関する記述のある国、東京都及び本市の防災既存 

計画をはじめ、業務に係る最新の関係法令やガイドライン、他自治体で策定し 

ている業務に関するマニュアル、近年発生した各種災害における地方公共団体 

の対応から得られた課題・教訓等など、業務マニュアル作成の参考となる資料 

を収集する。 

 (イ) 業務内容の分析・整理 
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収集した資料をもとに、対象とする業務の詳細内容と業務実施における調 

整・連携事項を分析し、業務マネジメントとして行う業務と現場で行う業務と 

を仕分け、かつ、それぞれの業務の詳細について検討・整理する。 

(ウ) 業務環境及び使用する車両や機材等の把握・整理 

対象とする業務ごとに、業務実施で必要となる執務や活動環境を整理する。ま 

た、業務に不可欠な車両や資機材等を洗い出し、整理する。なお、執務や活動 

の環境に関する把握にあたっては、必要に応じて資料収集等の調査を行う。 

 (エ) 業務のタイムライン兼役割分担表（案）の作成 

業務に関する主体間（関係課や関係団体）の役割分担を整理するとともに、 

    業務の流れを、業務主体別×時間別に並べて、役割分担や執務時期などがわか 

るようにしたタイムラインを作成する。 

 (オ) マニュアル構成・たたき台（案）の検討・整理 

対象とする業務のマネジメント用と現場用のマニュアル構成と、構成項目ご 

との概要を示した、マニュアルの検討たたき台案を作成する。 

ウ 関係課や関係団体との協議・ワークショップの企画・準備 

 (ア) マニュアル作成における課題整理 

対象とする業務のマニュアル作成にあたっての課題を抽出するとともに、そ 

の課題を踏まえた改善の方向について検討、整理する。 

 (イ) 協議・ワークショップの企画 

作成対象となる業務の関係課や関係団体と、年間計３回程度の協議・ワーク 

ショップの実施を通じて、業務マニュアルを作成することを念頭に、対象業務 

ごとの協議・ワークショップの進め方を検討し企画する。この企画にあたり、 

上記で整理したタイムラインやマニュアルたたき台をもとにした協議ができ 

るよう工夫する。 

なお、協議・ワークショップのうち、１回は、関係者による内容の理解と検 

証を行うものとなるよう、企画内容を工夫する。 

 (ウ) 資料の検討・作成及び準備 

協議・ワークショップの実施に必要な資料を検討し資料を作成する。協議の 

必要な事項の抽出及び論点を整理した次第を作成するほか、各回の検討テーマ 

に即した資料を作成する。会議に必要な資料は、印刷する。 

エ 有識者の確保と調整 

業務マニュアルに関する指導・助言を受けるための有識者を選定し、指導・ 

助言の機会を確保（各テーマ２回程度）する。関係課や関係団体との協議・ 

ワークショップにおいて助言・指導を受けるか、マニュアルの内容に関する指導 

を求めるかについては、協議相談の上、決める。 

オ 協議・ワークショップの実施支援 

関係課・関係団体との協議・ワークショップに参加し、会場の設営を行うと 

ともに、協議時は司会進行を行うほか専門家として必要な助言・指導を行う。 

また、会議は記録をとり、会議後に会議録を作成して、速やかに提出する。 
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カ 取りまとめ及びマニュアルの作成 

協議・ワークショップでの指摘事項をとりまとめ整理を行う。なお、2 年目で 

完成を目指す業務については、 

それぞれ次の（ア）、（イ）の作成を行う。 

 (ア) マニュアル本編（マネジメント用）の作成 

業務のマネジメントを行う幹部職員などが、関係課や関係団体と調整・連携 

    しながら、災害対応を統括管理するためのマネジメント用マニュアルを作成す 

る。 

 (イ) マニュアル本編（現場対応用）の作成 

現場で災害対応業務を行う業務担当者が、関係課や関係団体と調整・連携し 

    ながら、災害対応を行うための現場対応用マニュアルを作成する。 

 (ウ) 様式・参考資料の作成 

キ 地域防災計画等既存計画の修正箇所の整理 

マニュアルの作成を踏まえ、府中市事業継続計画、府中市災害時受援応援計画、 

府中市地域防災計画の見直し事項を整理する。 

ク 打ち合わせ等 

業務進捗状況の報告及び打合せを月 1 回程度実施するものとし、会議資料及 

び議事録を作成し提出すること。 

 

５ 成果物 

成果物等については次の（１）と（２）を基本とする。なお、ここに定めがない 

ものについては、双方協議の上、決めるものとする。また、会議やワークショップ 

を行った際は速やかに会議録等を提出するものとする。 

 (１) 成果物等の提出先 

   府中市総務管理部防災危機管理課危機対策係 

 (２) 成果物の構成 

   規格はＡ４縦版とする。図表等を使用しＡ４では収まらない場合はＡ３版を可と 

する。文書表記は１１ポイント以上を原則とする。ただし図面内に表記されている 

画像処理された文字については、読み取れれば可とする。 

  ア 紙データ版 

次のとおり作成して提出する。なお、構成や成果物の項目、部数については適 

宜協議により修正を行うものとする。 

 (ア) 令和４年度末成果物 

ａ 令和４年度末成果物各種マニュアル 

ｂ 令和５年度完成予定マニュアル中間報告書 

ｃ 既存計画の見直し対象箇所に関する資料（新旧対象表を含む） 

  (イ) 令和５年度末成果物 

ａ 令和５年度末成果物各種マニュアル 

ｂ 令和６年度完成予定マニュアル中間報告書 
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ｃ 既存計画の見直し対象箇所に関する資料（新旧対象表を含む） 

  (ウ) 令和６年度末成果物 

ａ 令和６年度末成果物各種マニュアル 

ｂ 既存計画の見直し修正案（新旧対象表を含む） 

 イ 電子納品版 

    各年度末に紙データ版に収めた全てのデータは電子納品版として提出する。な

お、成果物のファイル形式は適宜協議により決定を行うものとする。 

６ 委託料の支払時期等 

支払時期 支払方式 

中間報告時（令和５年４月頃） 完了一括払 

中間報告時（令和６年４月頃） 完了一括払 

業務完了時（令和７年４月頃） 完了一括払 

 

７ その他 

 (１) 契約の履行に当たっては、府中市個人情報の保護に関する条例を遵守して契約を 

履行すること。 

 (２) 本件契約に基づき、事前に本市の許可を得て第三者に再委託を行った場合にお 

いて、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うとともに、再委託先に本件契 

約と同様の義務を負わせるものとする。 

 (３) 本件契約に従い、市に納入する成果物の所有権及び著作権は、納入されたとき 

に、府中市に帰属するものとする。ただし、受託者または第三者が従前から著作権 

を有している場合を除く。 

 (４) この仕様書に定めのない事項については、両者誠意をもって協議を行い決定する。 


