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基本方針 

府中町では、これまで町内で地震が発生した場合に最も揺れが大きくなる府中町

直下で発生する地震被害を基準に、府中町地域防災計画に定める計画的な備蓄を行

ってきた。 

しかし、広島県では、平成 25 年 10 月に東日本大震災を踏まえた最新の科学的知

見や本県の社会状況の変化を踏まえ、「広島県地震被害想定調査報告書」の見直しを

行い、以降は、南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害等から人命を最大限守る

こと等を目的として、各種計画の策定や施策を展開している。平成 29 年１月には、

「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書」の見直しを行っており、防災や物流等

の専門家からなる「広島県災害応急救助物資の備蓄・調達方針検討委員会」の意見

等を参考にして、南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模広域災害に備えた物資

の備蓄及び調達並びにその搬送方法について、国、県、市町、企業、県民の役割分

担を踏まえ、基本的な方向性を整理している。 

これらの情勢及び計画等を踏まえ、府中町は、災害対策基本法（第 86 条の 6 及び

第 86 条の 7）、府中町地域防災計画に基づき、今後の備蓄における基本的な方針、

備蓄品目及び備蓄数量等の見直しを行い、府中町備蓄計画を策定するものである。 

なお、広島県の備蓄方針に基づき、発災から３日間の物資については、下図のと

おり、県、府中町、家庭・企業のそれぞれが備蓄を行うものとする。 

 

 

  

※「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書 平成 29 年１月(広島県)」より抜粋 
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ア. 県の備蓄 

原則として、市町への緊急支援を目的として備蓄に努めることとし、市町対応

後の１日分（２食分程度）の食料の備蓄に努める。また、生活必需品等について

は、市町対応後の１日分程度の備蓄に努める。 

イ. 府中町の備蓄 

府中町は、独自では物資の調達が困難となった被災者に対し、食料、飲料水、

生活必需品等を給与し、円滑な応急対策を行うために必要な物資、資機材を備蓄

するよう努めることとし、発災直後の１日分（２食分程度）の食料の備蓄に努め

る。また、生活必需品等については、発災直後の１日分程度の備蓄に努める。避

難者に迅速に物資を供給するため、分散備蓄や避難所への備蓄に努めるものとす

る。 

ウ. 家庭・企業の備蓄 

各家庭・企業は、食料、飲料水及び生活必需品等について３日分程度（可能な

限り１週間程度）備蓄するよう努めるものとする。 
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想定する災害 

平成 25 年 10 月に策定された「広島県地震被害想定調査結果報告書」で、南海ト

ラフ巨大地震（陸側ケース）が発生した際の被害予想データをもとに、備蓄計画を

策定する。 

当町における被害そのものは、直下型地震の方がやや建物被害等が大きい見込み

であるが、被害範囲が小規模である直下型地震と異なって、南海トラフ地震は、我

が国で発生する最大級の地震であり、その大きな特徴として、①極めて広域にわた

り、強い揺れと巨大な津波が発生すること、②津波の到達時間が極めて短い地域が

存在すること、③時間差をおいて複数の巨大地震が発生する可能性があること、④

これらのことから、その被害は広域かつ甚大となること、⑤南海トラフ巨大地震と

なった場合には、被災の範囲は超広域にわたり、その被害はこれまで想定されてき

た地震とは全く様相が異なると考えられること等が挙げられる。 

これらの特徴を踏まえ、発災直後の国や自衛隊等による広域支援は、太平洋側の

重点受援地域に集中するものと想定し、発災後 3 日間は、府中町・広島県・地域事

業者・住民が協力し、地域内での備蓄で賄うことができるよう計画的な備蓄を行う

ことを基本とする。 

ただし、全国的な強い揺れ、津波の発生により、製造設備の停止による物資の供

給量低下で継続的な物資の不足が予測されるため、発災 4 日目以降も、計画的な物

資の調達・活用が必要となる。 

なお、本計画は地震災害を想定しているが、防災のための備蓄と国民保護措置の

ための備蓄とを相互に兼ねることに留意する。 
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府中町の備蓄物資の購入・整備計画 

１. 府中町の備蓄物資の交付算定対象者 

「広島県地震被害想定調査結果報告書（平成 25 年 10 月）」第Ⅱ編 結果編の第１章２

市町別総括表（被害が最大となるシーン）に基づき、次の者を交付算定対象とする。 

Ａ 震災の発生により避難所生活を余儀なくされた者 3,595 人 

Ｂ 避難所外生活者（Ａの 20％相当） ※ 719 人 

⇒ 食料等を必要とする者（Ａ+Ｂ） 4,314 人 

Ｃ 被災による応急対策に従事する府中町職員 200 人 

※ 阪神大震災の事例では、避難所内避難者数の 1.2 倍程度、食料の必要な 

対象者がいたとされる。 

 

２. 府中町の備蓄品目及び数量 

備蓄物資は、災害発生から救援物資が到達するまでの間で、緊急的に必要な食

料、飲料水、生活必需品、資機材等を備蓄する。 

備蓄すべき数量は、広島県作成の「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書

（平成 29 年 1 月）」で、市町の備蓄について、食料は発災直後の 1 日分（2 食分程

度）、生活必需品については、1 日分程度の備蓄に努めるものとされているため、こ

れを参考に、南海トラフ巨大地震による広域被災の影響を加味して設定する。 

（１）備蓄品目の設定と考え方 

ア. 食料 

• 1 日 2 食分の備蓄をするとともに、帰宅困難者や他の被災自治体への救援

物資等として提供可能な備蓄として、さらに 1,000 食を備蓄する。 

• アレルギー特定原材料等 27 品目を含まない食料を中心に備蓄することと

し、また、アレルギーだけでなく、ハラール・ビーガン等、食の禁忌・忌

避に配慮した食料を、可能な範囲で備蓄に含めることとする。 

• 基本はアルファ化米を備蓄し、一度に大量に調理可能な炊き出しタイプの

ものを備蓄する。その他、体調に合わせてやわらかさを調節でき、また、

炊き出し時間にいない避難者に別途配付できるように、個食タイプのもの

も備蓄する。 

• 普通食を食べることができない乳幼児や高齢者等用の配慮食として、おか

ゆを備蓄する。 
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• 町職員用の食料は、災害対応で十分な補給時間を確保することが困難であ

る状況を想定し、調理不要ですぐに食べられる食品を、災害応急期に当た

る 3 日分備蓄する。 

イ. 飲料水 

• １人当たり 1 日 2.5L の飲料水を配布しやすい 500mL ペットボトル形態で

備蓄するとともに、帰宅困難者や他の被災自治体への救援物資等として提

供可能な備蓄として、さらに 1,000 本を備蓄する。 

• 乳幼児に与える可能性を考慮し、低硬度（60mg/L 未満）の軟水とする。 

• 乳幼児用のミルクは、常温で調乳せずに授乳可能な液体ミルクを、使い捨

て哺乳瓶とともに備蓄する。備蓄量は、1 人当たり平均 1 日 1L とする。 

• 町職員用の飲料水は、災害応急期に当たる 3 日分を備蓄する。 

ウ. 生活必需品 

• 避難所へ避難したのち、発災直後から必要不可欠な、毛布、使い捨て哺乳

瓶、おむつ・おしりふき等の排泄用品、生理用品を 1 日分備蓄する。 

• 携帯トイレについては、取扱店が少なく不足が生じたときの調達が困難で

あることから、2 日分備蓄する。 

• おむつは、使用者の性別や体格によって適した品が異なるため、種類・サ

イズを分けて備蓄する。 

• 生理用品は、長時間用や夜用等、使用状況に合ったものを備蓄する。 

エ. 衛生用品 

• 避難所内での感染症の蔓延防止のため、サージカルマスクは国民保護措置

分を考慮し２日分、ペーパータオルは１日分を備蓄する。併せて、非接触

式体温計を各避難所に２個以上備蓄する。 

• 町職員用のサージカルマスクは、災害応急期に当たる 3 日分を備蓄する。 

オ. 資機材 

• 避難所の運営に欠かせない資機材として、発電機及び燃料並びにエンジン

オイル、ラジオ及び懐中電灯と乾電池、投光器一式、コードリールを主要

な公共施設の避難所 12 箇所に備蓄する。燃料は、発電機を初動で稼働さ

せるのに必要な量を備蓄することとする。 

• 避難所施設のうち、マンホールトイレが整備されている施設（10 箇所）

は、機材一式（マンホール開閉器１本、組立式トイレ５基、パーテーショ
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ン５張、貯水タンク２基、リヤカー２台、発電機１台、簡易ポンプ１台）

を施設内に保管し、有事の際にすぐ設営・供用開始できるよう適切に管理

するよう努める。 

カ. その他 

• 防災・救助活動に必要な資機材は、水防用に備蓄・整備されたものを活用

する。 

• 避難所生活に必要な物資で、日常的に避難所となる施設で利用されている

ものについては、各施設管理者が平時の利用量を基準として１月分以上を

目安に、常に施設内に備蓄をしておくこととする。 

(例) トイレットペーパー、消臭剤、ごみ袋、蛍光灯等照明器具の消耗部

材、手指用消毒液、施設清掃に必要な清掃道具・洗剤 等 

 

（２）各備蓄品目の交付対象者と目標数量及び算定根拠 

 資機材を除く備蓄品目  

   

対象者
交付算定対象者

数×人口割合

1日

必要数

備蓄

日数

必要備蓄数

【目標】

2～80歳 3,990人 2食 1 7,980食

帰宅困難者等用 1,000人 1食 1 1,000食

おかゆ 0～1歳、81歳以上 324人 2食 1 648食

液体ミルク 0～1歳 91人 1Ｌ 1 91Ｌ

調理不要食 府中町職員用 200人 2食 3 1,200食

2歳以上 4,223人 5本 1 21,115本

帰宅困難者等用 1,000人 1本 1 1,000本

府中町職員用 200人 5本 3 3,000本

毛布 2歳以上 4,223人 1枚 1 4,223枚

使い捨て哺乳瓶 0～1歳 91人 5本 1 455本

乳幼児用おむつ 0～2歳+3歳の4割 160人 5枚 1 800枚

乳幼児用おしりふき 0～2歳+3歳の4割 160人 10枚 1 1,600枚

大人用おむつ 要介護2以上 99人 5枚 1 495枚

大人用おしりふき 要介護2以上 99人 10枚 1 990枚

生理用品

10～55歳(女性)のう

ち約16.6％（5/30

日）

201人 5枚 1 1,005枚

おむつ非使用者－マ

ンホールトイレ35基

×50人

2,305人 5回分 2 23,050回分

府中町職員用 200人 5回分 3 3,000回分

品目

食

料

・

飲

料

水

アルファ化米(通常食)

飲料水（500mL）

生

活

必

需

品

携帯トイレ

(便袋・薬剤のセット)
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［府中町民の年齢構成］ 

 
※ 平成 27 年度国勢調査並びに平成 29 年度介護保険事業状況報告参照 

［府中町の備蓄物資の交付算定対象者（再掲）］ 

Ａ 震災の発生により避難所生活を余儀なくされた者 3,595 人 

Ｂ 避難所外生活者（Ａの 20％相当） ※ 719 人 

⇒ 食料等を必要とする者（Ａ+Ｂ） 4,314 人 

Ｃ 被災による応急対策に従事する府中町職員 200 人 

※ 阪神大震災の事例では、避難所内避難者数の 1.2 倍程度、食料の必要な 

対象者がいたとされる。 

［各算定根拠の必要数設定に係る参考資料］ 

• 「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書 平成 29 年１月」；広島県 

• 「熱中症環境保健マニュアル 2018」；環境省 

• 「授乳・離乳の支援ガイド 2019 年３月」；「授乳・離乳の支援ガイド」改

定に関する研究会 

• 「災害対策トイレ情報ガイド 2019」；災害トイレ研究所 

• 「紙オムツに関する基礎情報」；国土交通省 平成 30 年１月 31 日 下水道

への紙オムツ受入実現に向けた検討会 資料４ 

• 「紙オムツ使用状況の推計」；国土交通省 平成 31 年２月８日 下水道へ

の紙オムツ受入実現に向けた検討会 資料２-２  

対象者
交付算定対象者

数×人口割合

1日

必要数

備蓄

日数

必要備蓄数

【目標】

2歳以上 4,223人 1枚 2 8,446枚

府中町職員用 200人 1枚 3 600枚

ペーパータオル おむつ非使用者 4,055人 5枚 1 20,275枚

衛

生

用

品

サージカルマスク

品目

対象年齢等 人数 男 女 人口割合 男 女

全年齢人口 ― 52,079人 25,578人 26,501人 100.0% 49.1% 50.9%

2～80歳 通常食 48,155人 24,000人 24,155人 92.5% 49.8% 50.2%

0～1歳 ミルク、おかゆ 1,113人 587人 526人 2.1% 52.7% 47.3%

0～2歳+3歳の4割 おむつ 1,907人 971人 936人 3.7% 50.9% 49.1%

10～55歳(女性) 生理用品 14,597人 ― 14,597人 28.0% 0.0% 100.0%

要介護2以上 おむつ 1,194人 389人 805人 2.3% 32.6% 67.4%

81歳以上 おかゆ 2,811人 991人 1,820人 5.4% 35.3% 64.7%
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  資機材等  

 
※ 主要な公共施設の避難所は 12 箇所。 

※ マンホールトイレの整備済み施設は 10 箇所。 
 

３. 各備蓄品の備蓄サイクル及びローリングストックの考え方 

各備蓄品については、次のサイクルを基本に、令和４年までを目途に、目標数量の

購入・整備を行う。 

また、財政負担及び管理負担の低減に努め、効率的な備蓄を行う。家庭内での無理

のない備蓄方法として、近年ローリングストック（普段から少し多めに食材、加工品

を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の備

蓄をしておく方法）が注目されているが、府中町の備蓄においても同様の手法を取り

入れ、備蓄品の刷新を図る。 

ア. 食料・飲料水 

• 食料や飲料水等は、原則消費期限又は賞味期限が５年以上あるものを購入

して備蓄する。 

備考
1施設当たり

の保有目安

必要備蓄数

【目標】

ガソリンエンジン発電機

各種避難所非常用電源

⇒主要避難所12箇所中、非常用電源が

　整備されていない10箇所へ配備

1台 10台

ガソリン 発電機用燃料(19L/台) 19Ｌ 190Ｌ

ガソリン缶（20Ｌ） ガソリン運搬用 1個 10個

カセットボンベ発電機
現場作業用電源(4箇所)、マンホールトイレポンプ用の

電源(10箇所)、予備2台
1台 16台

カセットボンベ 発電機用燃料(2本/台) 2本 32本

ガソリンエンジン発電機の潤滑油 0.60Ｌ 6.0Ｌ

カセットボンベ発電機の潤滑油 0.25Ｌ 4.0Ｌ

コードリール 発電機等用・防雨防塵仕様(発電機と同数) 2基 26基

投光器一式 避難所用屋外照明(2台*12箇所)、現場作業等用(４台) 2台 28台

懐中電灯 単一×2本 1個 12個

ラジオ 単一×3本 1個 12個

非接触式体温計 単三×2本 2個 24個

単一　懐中電灯、ラジオ等用(各2セット) 10本 120本

単三　体温計用電池（2セット） 4本 96本

マンホール開閉器 1本/箇所 1本 10本

健常者用4基/箇所 4基 40基

車椅子用1基/箇所 1基 10基

オストミー用、状況に応じ設置 1基 6基

本体パーテーション 5張/箇所 5張 50張

貯水タンク 2基/箇所 2基 20基

リヤカー 2台/箇所 2台 20台

簡易ポンプ 1台/箇所 1台 11台

品目

4サイクルガソリン

エンジン用オイル

マ
ン
ホ
ー

ル
ト
イ
レ
用

組み立て式トイレ

乾電池

避

難

所

運

営

用



-9- 

 

• 食品ロスの削減のため、消費期限又は賞味期限まで１年半を過ぎたものに

関しては、防災啓発事業や町の事業、フードバンクへの寄付等により活用

する。 

• 賞味期限の短い液体ミルク等は、企業と連携するなどして、適切なローリ

ングストックを行う。 

イ. 生活必需品・衛生用品 

• 保存期限が定められているものについては、その定めによる。明確な使用

期限がない消耗品（おむつ関係用品、生理用品等）は、原則３年を目安に買

い替える。 

• 保存期限を迎える物資は、未開封のものに限り、町内の施設・団体等へ寄付

を行う。マスクは、消防活動や健診事業等で活用する。 

• 毛布は、使用済みのものはクリーニングしてから真空パック処理をして再

利用する。未使用のものであっても、10 年に１度を目安に、クリーニング、

真空パック処理を行う。 

ウ. 資機材 

• 資機材は定期的に使用することとし、正常に動作しないことを確認したも

のから、順次予算措置をして買い替えることとする。 

• 正常動作するものについても、整備費用面や燃料効率といったランニング

コストや機能面等で保有する備蓄資機材よりも優位性が認められる製品が

ある場合、随時買替を検討する。 

エ. 燃料等 

• ガソリン、エンジンオイル等は、長期保存が困難であるため、初動に必要な

量を府中町消防本部施設内でローリングストックしておくこととする。 

• 乾電池についても、使用推奨期限まで１年半を過ぎたものについて、町の

事業や寄付等により活用する。 

 

４. 備蓄倉庫について 

（１）府中町における備蓄倉庫の現状について 

府中町では、現在町内１箇所に備蓄倉庫（安芸郡府中町本町二丁目 431-1）を設

置している。備蓄物資の大半は、この備蓄倉庫へ保管されている。 
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備蓄倉庫の立地は、町の市街地の中央付近の平坦な場所にあり荷物の運搬には適

しているものの、集中備蓄により倉庫の空きスペースに余裕がなく、スムーズな物

資の持ち出しができる状況ではない。 

（２）分散備蓄倉庫の必要性について 

大規模災害発生の前後は、避難所へ避難者が殺到し、避難所運営担当者は、避難

者の受付業務や必要物資の把握で手一杯となることが予想される。 

そういった状況下で、町内の各避難所へ食料や飲料水、毛布を随時配布し、マン

ホールトイレ等を備蓄倉庫から持ち出し、限られた時間内で設営することは、多大

な人手と時間を要し、非効率的である。 

これらの問題を解決するために、令和３年度以降に主要な避難所となる公共施設

の敷地内に分散備蓄倉庫を整備することとし、大規模災害時の避難所運営の初動に

必要な備蓄物資をすぐ持ち出せる状態としておく。また、備蓄物資は、倉庫内に保

管したままとせず、防災啓発活動や学校行事、選挙の投票所運営等の様々な機会に

積極的に活用し、定期的に在庫や資機材の動作確認を行うこととする。 

 

家庭内備蓄について 

府中町地域防災計画では、住民の地震のときの心得として、携帯ラジオ、懐中電灯

などの防災用品や、食料・飲料水・生活必需品を３日分（可能な限り１週間分）以上、

普段から備蓄し、点検しておくこととしている。 

家庭内備蓄は、公的備蓄と違い、災害用の長期保存が可能な食料・飲料水等を購入

しなくても、普段購入する備蓄品の内容を工夫することで、無理なく備えることが可

能である。 

 家庭内備蓄のポイント  

 常温で日持ちするレトルト食品やカップ麺などを、常に多めに買っておく 

⇒賞味期限が数か月であっても、常にローリングストックで消費と備蓄が繰り 

 返せるなら問題ない。お湯が使えないかもしれない状況を想定して、コーン 

 フレークなどそのままでも食べられるものがあるとよい。 

 トイレットペーパーやおむつ、サランラップ等の日用品・生活必需品は、 

１か月分以上の余裕をもって購入しておく 

⇒南海トラフ巨大地震では、非常に広範囲にわたって被害を受けるといわれて 

 いる。工場生産や物流の状況が安定するまで相応の時間を要する見込みのた 

 め、災害後１か月程度は新たに買わなくても済むように備えておく。 
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 携帯トイレは各家庭で最低３日分備えておく 

⇒し尿の凝固薬剤と便袋のセットを携帯トイレといい、電気・水道が止まって 

 も洋式便器に取り付けて用を足すことが可能。家が無事でも、トイレが使用 

 できないために自宅外避難が必要になることがあるため、どの家庭でも必ず 

 買って備えておく。使用時は、すぐにし尿の回収ができない可能性も考慮し 

 て、蓋つきのごみ箱などもあるとよい。 

 お気に入りのお菓子・嗜好品をいつも多めに買っておく 

⇒被災すると、嗜好品が手に入りにくくなることがある。ストレス対策にも 

 なるので、多めに買って持ち歩くとよい。 

 被災１日目は、冷蔵庫内の生鮮食品のうち、食べられるものを食べる 

⇒もし停電になったとしても、冷蔵庫の中のものを傷む前に早めに出して食べ 

 ることができれば、備蓄食料を節約できる。 

 持病薬・常備薬、お薬手帳は常に持ち歩く 

⇒大規模災害時は、医療支援も受けにくくなるうえ、市販の風邪薬でも簡単に 

 処方をうけることができない。特に持病薬は、常に１週間分以上持っておく 

 ほうがよい。 

 自分しか使わないが生活を送るために必須のものは、余裕をもって備えておく 

⇒自身用に調整されたもの（コンタクトレンズや装具など）や、大多数の人が 

 使わないもの（ペット用品など）、サイズ指定があるものなどは、原則すぐに 

 救援物資等で受け取ることができない。消耗品類は、常に最低１週間分以上 

 を目安に余裕をもって備蓄しておくこととし、眼鏡など身に着けて使用する 

 ものは、いつも持ち歩くか、非常用持出し袋に入れておく。 

 

分類 備蓄品目（例） 

０次 
常に携帯しておくとよいもの 

携帯電話(充電器・予備バッテリー)、眼鏡、コンタク

トレンズ、身分証明書、筆記用具、現金(小銭や千円

札等)、マスク、消毒薬、持病薬・常備薬、お薬手帳、

ハンカチ、ティッシュ、ポリ袋、雨具、ハンドクリー

ム、歯磨きセット、防犯ブザー など 

【参考：経済産業省のホームページより抜粋】 

東日本大震災においては、被災地のみならず、全国的にトイレットペーパーの不足が

発生しました。トイレットペーパーの国内生産の約４割は静岡県で行われているため、

東海地震等が発生した場合には、トイレットペーパーが全国的に深刻な供給不足となる

おそれがあります。 

経済産業省の働きかけにより、日本家庭紙工業会は「トイレットペーパー供給継続計

画」を策定し、災害の際には、その構成員がトイレットペーパーの増産等を行うことにな

っていますが、それでも１か月程度の混乱が起こることが予想されています。 
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分類 備蓄品目（例） 

１次 
避難所へ最初に向かうとき、
非常用持出し袋に入れておく
とよいもの 

（職場等普段よく行く場所に置
いておくとよいもの） 

※ ０次に挙げたものを除く。 

飲料水、携帯食、懐中電灯、携帯ラジオ、ヘルメット

等頭部を保護するもの、作業用手袋、運動靴、タオ

ル、万能ナイフ、予備乾電池、ロープ、油性マジック、

使い捨てカイロ、サバイバルブランケット、耳栓(イ

ヤホン)、携帯枕、体温計、ボディシート(清拭)、ライ

ター、布ガムテープ、ビニールシート、嗜好品、スリ

ッパ、虫よけ剤、消臭剤 など 

２次 
避難所生活中に活用するもの
又は家庭内避難をするときに
活用するもの 

（ガレージ、物置等取り出しや
すい場所にストック） 

※ ０・１次に挙げたものを除く。 

携帯トイレ、トイレットペーパー、衣類、毛布、調味

料、ガスコンロ、ガスボンベ、使い捨て食器、キッチ

ンペーパー、ラップ、アルミホイル、発電機一式、手

洗い石鹸、ドライシャンプー、非常用給水袋・タン

ク、洗剤、新聞紙、ダンボール、養生テープ、ゴミ袋、

荷造りひも、工具類、スコップ、ランタン など 

その他個別検討 

高齢者：介護保険被保険者証、紙おむつ、おしりふ

き、入れ歯(洗浄剤)、補聴器 

女 性：生理用品、吸水ライナー、化粧品、ヘアゴム 

乳幼児：母子手帳、紙おむつ、おしりふき、ミルク(粉

もしくは液体)、哺乳瓶、離乳食、清浄綿、だっこ

ひも など 

子ども：本、おもちゃ など 

障害者：障害者手帳、移動手段、助けを求める手段、

情報収集手段、コミュニケーション補助手段 など 

外国人：コミュニケーション補助手段、勤務先等支援

者・通訳者の連絡先 など 

ペット：キャリーバッグ・ケージ、身元証明（マイク

ロチップや迷子札など）、トイレ用品、水・えさ、

食器、首輪・リード、タオル、ブラシ、おもちゃ な

ど 

その他：通帳と印章(はんこ)、証書類のコピー など 
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企業における備蓄について 

府中町地域防災計画では、企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、

二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業に

おいて災害時に重要業務を継続するための事業計画（ＢＣＰ）を策定するよう努める

とともに、各種防災活動のほか、防災資機材や食料・飲料水の備蓄等を実施するなど

の防災活動の推進に努めるものとされている。また、災害時の企業活動として、顧客・

従業員を対象に、非常食の給食・給水等を行うこととされていることから、３日分以

上の備蓄を推進し、帰宅困難者対策や地域の防災活動を行うことが求められる。 

協定による物資の調達及び流通備蓄について 

府中町では、企業等とあらかじめ協定等を締結し、災害発生時に、必要な物資を調

達する仕組を整えている。 

今後についても、広域災害発生時にも協力を得やすいと思われる地元企業を中心に

流通備蓄の体制を強化していく。 

特に、液体ミルク等の賞味期限の短いものやおむつ、生理用品等の行政の事業で活

用しにくい備蓄品は、可能な限り企業との協定により実効性のある流通在庫備蓄に努

めるとともに、円滑な供給体制の確保に努める。 

［参考］ 

方式 内容 

ランニングストック 県が商品を買い取った上でそのまま在庫として商品の保管を

委託する方法。備蓄品は常に流通させ更新する。 

（導入事例）東京都、大阪府、仙台市 

流通備蓄 物流倉庫等の在庫を備蓄とみなす方法。備蓄場所、備蓄品

目・数量等を定める。 

なお、商品の所有権は企業側にある。 

※他の自治体（山口県等）では、災害応援協定に基づき災害

時に物資を確保することを流通備蓄とみなしている例があ

る。（品目・数量の担保はなし） 

 

 

 

  

※「災害応急救助物資の備蓄・調達検討報告書 平成 29 年１月(広島県)」より抜粋 
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参考：避難者数に関する資料 

「広島県地震被害想定調査結果報告書（平成 25 年 10 月）」第Ⅱ編 結果編の第１章

２市町別総括表（被害が最大となるシーン）Ⅱ-18 の避難者数を参考とした。 

  



 

 

なお、帰宅困難者については、災害が発生する時間により人数にかなりのばらつき

が生じることが予想され、あらかじめ備蓄数を決めることが困難であることから、一

律に 1,000 人分の水と食料 1 食分を備蓄することとした。 
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