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優先順位

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

優先順位

優先順位

善意銀行に関すること Ｃ 物資の受け入れ・払い出しは状況をみて判断する

福祉会館管理 Ｄ

コミュニケーション支援事業 B
手話通訳者の安否を確認し、聴覚障害者の支援をす
る

第３章　計画の対象とする非常時優先業務

　当会は、以下のように、被災時における事業・業務の継続方針を定めます。

評　価　基　準

発災後から１日以内に業務に着手しないと利用者の生命、生活及び財産の保護に重大
な影響を及ぼすため、優先的に対策を講ずべき業務

遅くとも発災後３日以内に業務に着手しないと利用者の生命、生活及び財産の保護に
相当の影響を及ぼすため、早期に対策を講ずべき業務

発災後から１ケ月をめどに対策を講ずべき業務（当面休止）

【所属：　企画総務グループ　】

業　務　名 業務内容

遅くとも発災後２週間以内に業務に着手しないと利用者の生命、生活及び財産の保護
に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務

法人運営 Ａ
各所属の被害状況の把握
職員の安否確認

災害ボランティアセンター B 被害状況に応じて、市と連携し対応する

朗読テープの送付 D
当面休止
朗読Ｖの安否を確認し、事業再開を検討する

思いやり駐車場 D 当面休止

会議室の貸し出しは当面休止

福祉用具等の貸し出し Ｄ 当面休止

【所属：　地域福祉グループ　】

業　務　名 業務内容

ふれあい相談所 D 当面休止

住民支え合いネットワーク事業 C
区長から支援マップの確認要請等があった場合は対
応する

ひとり暮らし高齢者
等配食サービス

C
利用者の安否確認と配食業者の事業再開状況を考
慮し、事業再開を検討する
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優先順位

優先順位

優先順位

優先順位

寝たきり高齢者等
出張理髪サービス事業

D
当面休止
理髪Ｖの安否を確認し、事業再開を検討する

高齢者ふれあい推進事業 D
当面休止
地域の動向を見て、事業での支援を検討する

生活支援体制整備事業 D
当面休止
地域の動向を見て、事業での支援を検討する

サロン助成事業 D 当面休止

【所属：　地域福祉グループ　】

業　務　名 業務内容

入れ歯リサイクル事業 D 当面休止

日自事業利用者支援 Ａ
安否確認
被害状況の把握（利用者９１名）

法人被後見人支援 Ａ
安否確認
被害状況の把握（利用者７名）

介護用紙おむつ給付事業 D 当面休止

【所属：　おおた成年後見支援センター　】

業　務　名 業務内容

新田福祉総合センター（福祉棟） D 会議室の貸出は当面休止

【所属：　新田福祉総合センター　】

業　務　名 業務内容

新田福祉総合センター（風呂棟） D
当面休止
※福祉避難所となる場合がある

業　務　名 業務内容

高齢者職業紹介事業 Ｄ 当面休止

【所属：　高齢者無料職業紹介所・福祉人材バンク　】

福祉人材職業紹介事業 Ｄ 当面休止
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優先順位

優先順位

優先順位

優先順位

優先順位

生活福祉資金貸付事業 Ｃ
発生後、3週間程度で特別貸付が開始されれば対応
する

太田市小口生活資金貸付 Ｄ
当面休止
（生活福祉資金を優先）

【所属：　自立相談支援センター　】

業　務　名 業務内容

温泉入浴業務 D
当面休止
※福祉避難所となる場合がある

【所属：　太田市ボランティアセンター　】

業　務　名 業務内容

生活困窮者自立相談 Ｄ 当面休止

【所属：　尾島健康福祉増進センター　】

業　務　名 業務内容

ヤマザキショップ営業 D
当面休止
商品の流通状況により営業再開

スワンベーカリー営業 D
当面休止
利用者の安否確認

【所属：　スワン太田　】

業　務　名 業務内容

ボランティア保険 Ｂ 災害Ｖ活動への対応として業務を実施

ボランティア団体支援 Ｄ 当面休止

ボランティア相談 Ｂ
通常のＶ相談は当面休止
災害ＶＣ立ち上げに応援体制を取る

ボランティア講習会 Ｄ 当面休止

ふれあい相談員業務 Ａ 独居老人の安否確認及び被害状況の把握

Ｖセンター貸出し Ｄ
部屋の貸し出しは当面休止
※市の避難所としての対応あり

【所属：　みまもりセンター　　】

業　務　名 業務内容
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グループ

グループ

４

災害VC設置訓練
９
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リスト1 備蓄品リスト (災害ボランティアセンター用)

備蓄品名 在庫数 更新時期 保管場所 

帽子 300 防災倉庫 

使い捨てベスト 800 防災倉庫 

ステッカー(腕用) 1000 防災倉庫 

長靴(25.0) 3 防災倉庫 

長靴(25.5) 9 防災倉庫 

長靴(26.0) 9 防災倉庫 

長靴(26.5) 3 防災倉庫 

長靴(27.0) 3 防災倉庫 

パブリックテント(2.4mX3.6m) 2 防災倉庫 

ヘルメット 20 防災倉庫 

ポータブル発電機 1 防災倉庫 

カセットガス 60 2022年 防災倉庫 

フリース毛布 20 防災倉庫 

貼らないカイロ 240 2022年 防災倉庫 

LED ライト 4 防災倉庫 

電池 単1 20 防災倉庫 

拡声器 2 防災倉庫 

電池 単3 20 防災倉庫 
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備蓄品名 在庫数 更新時期 保管場所 

救急用品セット（３０人タイプ） １ 防災倉庫 

移動式救助工具セット １ 防災倉庫 

ワンセグエコ TV （手回し式） １ 防災倉庫 

吸水型土嚢 20 防災倉庫 

ルミカライト ５０ 防災倉庫 

備蓄箱 １ 防災倉庫 

ブルーシート １０ 防災倉庫 

福祉会館 

LED ランタン 3 福祉会館

LED フラッシュライト 3 福祉会館 

不織布マスク 3００ 福祉会館 

 防塵マスク 5００ 福祉会館

アルミマット（１m×２m） １０ 福祉会館 

あったかい寝（簡易寝袋） ２０ 福祉会館 

フリース毛布（２WAY） １０ 福祉会館 

袋式トイレ ５００ 福祉会館 

屋内用間仕切り 3 福祉会館 

災害備蓄用パン ２４０ ２０２３年 福祉会館 

保存水（１ℓパック） ７５ ２０２３年 福祉会館 

レスキューベンチ １ 福祉会館 

事務用品セット １ 福祉会館 
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備蓄品名 在庫数 更新時期 保管場所 

バケツ（１３Ｌ）（６．５Ｌ） ２・１０ 福祉会館 

軍手 ３００ 福祉会館 

ゴム手袋 ３００ 福祉会館 

誘導棒 １０ 福祉会館 

火ばさみ ２０ 福祉会館 

トラロープ ２ 福祉会館 

踏み抜き防止インソール ５ 福祉会館 

タフ舟 ５ 福祉会館 

紙コップ ５００ 福祉会館 

５００mlペットボトル水 ２００ ２０２１年 福祉会館 

 １．５ℓペットボトル水 ４０ ２０２４年 福祉会館 

ほうき（短柄） １０ 防災倉庫 

熊手 １０ 防災倉庫 

てみ（特大） １０ 防災倉庫 

デッキブラシ ９ 防災倉庫 

土嚢袋 ８００ 防災倉庫 

三角コーン・おもり １０ 防災倉庫 

コーンバー １０ 防災倉庫 

六角棒レンチセット ５ 防災倉庫 

平バール １１ 防災倉庫 
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備蓄品名 在庫数 更新時期 保管場所 

ハロゲン投光器 １ 防災倉庫 

ハンディボトル（２０ℓ） ５ 防災倉庫 

ゴミ袋（７０ℓ） １６００ 防災倉庫 

ゴミ袋（９０ℓ） １２００    防災倉庫 

角スコップ（大）   ９   清掃用具庫 

角スコップ（中） ２ 清掃用具庫 

角スコップ（小） ２ 清掃用具庫 

丸スコップ（中） 7 清掃用具庫 

剣先スコップ ２ 清掃用具庫 

ちりとり １１   清掃用具庫 

バケツ（１３ℓ） ６ 清掃用具庫 

ほうき １７   清掃用具庫 

竹ぼうき  １２  清掃用具庫 

バケツ ６ 清掃用具庫 

熊手 ９ 清掃用具庫 

てみ ６ 清掃用具庫 

火ばさみ  １７  清掃用具庫 
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備蓄品名 在庫数 更新時期 保管場所 

雪用スコップ ６ 福祉会館 

角スコップ（大） ４ 福祉会館 

角スコップ（小） ２ 福祉会館 

 ダンプ ２ 福祉会館 

塩化カルシウム（融雪剤）２５㎏ ３ 福祉会館 

除雪機 １ 総合健康

ｾﾝﾀｰ倉庫
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