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（トヨタ車体労働組合内）

3時間 6時間 12時間 24時間 3日 1週間 2週間 1か月

幼稚園・保育園児の安全確保
及び避難所 における運営支援

Ａ１ ●

児童クラブ児童の安全確保 Ａ１ ●

孤児の受け入れ Ａ３ ●

救援物資の受け入れ 応急 復旧 Ｂ ●

避難所における保育支援 Ｃ ●

子育て
推進課
子ども
課

着手目標時期（以内）
担当課 業　務　名 優先度

大規模災害時 『刈谷市業務継続計画（ＢＣＰ）』 地震対策編の概要紹介

本計画は、大規模災害発生時、市の資源を最大限活用し、市民の生命･身体･財産

を守る事を目的に、被災者被災地の応急・復旧活動を行う一方、継続すべき重要な

通常業務も一定レベル確保しながら、業務全般の早期復旧を図るためのもの。

【 業務継続計画導入による早期復旧のイメージ 】

 想定項目  南海トラフ地震
（過去地震最大モデル）

 最大震度  ６強 

 全壊
 焼失棟数

 約１，４００棟 

 死者数  約４０人 

 最大津波高  約２．０m

電力  ３日間停止 

水道  １週間停止 

都市ガス  １か月供給停止

電話  １週間輻輳

市域の被害想定 

インフラ復旧状況の想定 
【 非常時優先業務の概念図 】

通常業務

業務継続の優先度が高い通常業務

地域防災計画、災害時職員行動

マニュアルによる災害応急対策業務

早期実施の優先度が高い災害復旧業務

災害復旧・復興業務

非
常
時

優
先
業
務

応
急
復
旧
業
務

【 非常時優先業務の選定基準 】

非常時優先業務の対象期間は、

発災から１か月間。非常時優先

業務に係る基準は、以下に示す。

【 非常時優先業務一覧 】 （各課ごとの優先業務表の一例）

約２週間 約１ケ月 時間軸

１００％業
務
レ
ベ
ル

(

質
・
量
合
せ
た
水
準)

ＢＣＰ実行後の業務レベル 従前の業務レベル

発災直後の業務レベルの向上

業務立上げ時間の短縮

発災

平
常
時
の

業
務
レ
ベ
ル

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４

発災後３時間以内に 発災後６時間以内に 発災後12時間以内に 発災後24時間以内に

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

遅くとも発災後３日以内
に業務に着手し対策を講
ずべき業務

遅くとも発災後１週間
以内に業務に着手し対
策を講ずべき業務

遅くとも発災後２週間
以内に業務に着手し対
策を講ずべき業務

発災後２週間を超え１ケ
月以内程度に着手する復
旧・復興業務や通常業務
で優先度の高いもの。

優　先　度

選定
基準

業務に着手しないと、社会経済活動の維持に重大な影響を及 ぼすため、優先的に対策を講ずべき業務

暖冬に霜の花も見られぬ近年ですが 寒

の厳しさの中咲く水仙に 心打たれます。

さて先月、トヨタ自動車は家事支援

ロボットの市場投入や空飛ぶ車分野へ

の参入、そしてそれらを実証実験する

ためのスマートシティーの建設構想を打

ち出しました。あらゆるモノがネットワー

クで繋がる IoTの普及は、健康管理や防災の

他計り知れない可能性を持ち、未来都市の在り方を

垣間見せてくれるような 希望のニュースでした。

一方、中東危機による原油高の煽りや海外経済の

減速から、日銀が公表した東海地方の景気動向は、

3年3ケ月ぶりの下方修正となり、ガソリンや電気

料金等の高騰は、私共の暮らしを 直撃しています。

米中貿易摩擦や人手不足の懸念から、当面厳しい

予想もされますが、この4月 市政70周年を迎える

本市では、将来にわたり持続可能な産業文化都市と

して益々発展し活気あるまちづくりを推進するため

中小の企業活動にも細やかな支援を目指しています。

13日開会の議会では以上を踏まえて、先進的なま

ちづくりに向け、来年度予算審議に傾注致します。

2月 3日 (月) 節分 うるう年の今年、東京オリンピック

4日 (火) 立春 開催という 記念すべき事業の準備が、

11日 (火・祝) 建国記念の日 着々と進められています。聖火リレー

14日 (金) バレンタインデー には刈谷市の参加も予定され これから

19日 (水) 雨水 更に機運が高まることでしょう。活気

23日 (日・祝) 天皇誕生日 と経済の浮揚を期待したいと思います。
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２月の行事予定

刈谷 良いトコ ♪

１月のフットワーク
刈谷市消防団の活動を紹介します。

　全国各地で自然災害が頻発する昨今、多くの
消防団員が住民の避難支援、被災者の救出・救
助等の活動を行い、大きな成果を上げています。
　火災発生時も素早く現場に駆け付け、消防士
と協力し消火や避難誘導等の活動を行います。
　そして、日頃は地域の消火栓点検や巡回、地
域行事の警備を行うなど、地域の安全・安心に
無くてはならない役割を果たして頂いています。
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刈谷市消防団の定員と団員数（分団数は２１個分団）

条例で定める団員定数（４３５人)

団員数の実績（各年1月1日現在）

（年）

（人）

① 消防団員には、団員カードが発行され

　「消防団応援の店」で本人･家族に割引

　 の特典があります。

② 学生団員には証明書が交付され、就職

　 活動時 アピールできます。

③ 刈谷市消防団員には年会費が無料とな

　 るJCBビジネスカードが発行されます。

消防団員には特典があります

市内の分団詰所位置

4月 団員講習会

6月 市操法競技会

7月 夏季訓練

10月 秋季訓練

12月 年末夜間 特別警戒

2月 実践訓練

3月 観閲式

消防団活動の一年

仕事をしている人、女性や学生、

１８歳以上なら だれでも入団できます。

現在１２名の女性団員 活躍中。

地域防災の要となる

消防団に加入しませんか！

〔２１個分団〕

"まじめに コツコツ､

即 行動" 頑張ります !!

2月 4日 (火) 刈谷市議会研修会

5日 (水) 刈谷市婦人会大会

10日 (月) 議会運営委員会

13日 (木) ～3月23日(月)　刈谷市議会3月定例会

14日 (金) 衣浦東部消防連合議会定例会

24日 (月) ユタカ議員協議会研修会

"社交ダンス"への招待☆（Chapter2）

冬枯れの木立の 細々とした枝にも、小さ
な春の息吹が感じられます。工場群の外れ、
夕刻の空から差す柔らかな光が 美しいシル
エットを作る…さて、ここはどこでしょう？

1/1発行の＜№106＞の答えは、小山町、
155号線を刈谷北部方面へ折れ しばらく行っ
た辺り。背後の家並みがその空間を囲むように
して、誇らし気に凛と立つ松を支えています。

18世紀後半、民衆の間で 男女が向かい合って踊る形式へと変化して行きま

すが、宮廷の舞踏会でも 若者を中心にワルツが人気を博したものの、男女の

接触や抱擁が含まれるため、教会関係者や年配者には反発も強く 度々禁止さ

れる事態に。殊に英国では、偏見をなくすのは容易ではありませんでした。

19世紀以降になると、従来の重厚な宮廷舞踊と共に典礼儀式にも取り入れ

られるようになり、ワルツを愛するヴィクトリア女王の時代には偏見も緩和、

欧州全土でワルツが大人気となります。そして鹿鳴館時代（明治10年代後半）

にはその文化が日本にも波及、先ず外交上として要する上流階級が、欧米に倣

って "ウィーンの社交界スタイルのダンス"を 取り入れるようになりました。

２０世紀に入ると、ある夫妻がより優雅に踊るため 従来の"つま先だけで踊

る"スタイルから "踵から歩いて踊る"新しい方法を考案、ついには英国でも競

技ダンスとして確立されました。やがてアメリカ生まれのジャズ等の影響を受

け、ルンバやチャチャチャ等世界の音楽と共に新しいダンスが広まり、中欧の

民衆から始まった社交ダンスの魅力、今では世界中が認めるものとなりました。




