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１ はじめに 

町では、長沼町地域防災計画に基づき、「災害時における応急生活物資の供給等の協力に関す

る協定」等を締結するなどし、流通在庫備蓄を活用する体制を整備するとともに、不測の事態に

備えて、必要最低限の非常食や毛布、避難所資機材等の備蓄を行ってきました。 

 また、町民に対しては、食料及び飲料水等の家庭内備蓄に努めるよう啓発を行ってきました。 

しかしながら、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、多くの尊い人命が失われ

るとともに各種ライフラインや道路・鉄道などの交通手段が寸断し、市町村公共施設も大きな被

害が受け、大規模広域災害となった場合には、物資調達や配送に支障が生じ、流通在庫備蓄が即

応できないということが判明しました。 

このような状況を踏まえ、災害時により一層円滑な応急対策活動に資するための備蓄体制の強

化を図ることを目的に「長沼町災害対策備蓄計画」を策定し、計画に沿って順次備蓄を進めるこ

とで、「町民が安全に安心して暮らせるまち」の実現を目指すものです。 

 

２ 計画策定に係る基本的な考え方 

本計画における災害時の備蓄体制は、①自助（自らの力で行う）、②共助（事業所や行政区内

で助け合う）、③公助（公的機関が支援を行う）の考え方を基本とし、家庭内備蓄、事業所内備

蓄、流通在庫備蓄の活用と、町が行う行政備蓄を強化することで、町民・事業所・行政が一体と

なって構築することを目標とします。 

 以下に各備蓄の基本的な考え方を明記します。 

 

（１）行政備蓄について 

行政備蓄とは、町が平時から行う食料等の備蓄をいいます。大規模広域災害時には、家屋の

倒壊、焼失等により、多数の避難者、負傷者の発生が予想されることから、行政備蓄として平

時から食料、生活必需品、避難所資機材及び水防資機材の備蓄に努めます。 

 

本計画は、町が行う行政備蓄に関する計画について、重点的に具体化するものです。 

 

（２）家庭内備蓄について 

家庭内備蓄とは、町民が自らの家庭内において３日間程度の食料や飲料水、ラジオ、懐中電

灯、医薬品等の備蓄を行うなど、日頃から災害時に必要な物資を蓄えておくことをいいます。 

災害発生直後には食料品等の確保が困難になることが予想されるため、各家庭において備蓄

に努めるよう、広報誌等を通じて、継続的に啓発を行うものとします。 

 

【家庭で用意することが望ましいもの】 

種別 主な品目 

食料 
レトルト主食(白米、五目御飯、白粥)、米、アルファ米、冷凍めん、即席めん、

乾めん、乾パン、菓子類、各種缶詰、粉ミルク、離乳食等 

飲料水 1人当たり 1日 3 ㍑以上 
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種別 主な品目 

資機材等 
衣類、軍手、毛布、タオル、ティッシュ、懐中電灯（乾電池含む）、ろうそく、

ライター、救急医薬品、常備薬（お薬手帳含む）、携帯電話充電器、ラジオ等 

その他 現金、権利書、預金通帳、免許証、健康保険証等の貴重品 

 

（３）事業所内備蓄について 

事業所内備蓄とは、家庭内備蓄と同様に３日間程度の備蓄品を確保しておくことをいいます。 

各事業所は、災害時に帰宅が困難となった者を安全が確認できるまでの間、事業所内に待機

させることができるような体制整備に努める必要があります。 

  

【事業所で用意することが望ましいもの】 

種別 主な品目 

食料 
レトルト主食(白米、五目御飯、白粥)、米、アルファ米、冷凍めん、即席めん、

乾めん、乾パン、菓子類、各種缶詰等 

飲料水 1人当たり 1日 3 ㍑以上 

資機材等 
軍手、毛布、タオル、ティッシュ、懐中電灯（乾電池含む）、ろうそく、 

ライター、救急医薬品、常備薬、携帯電話充電器、ラジオ、ヘルメット等 

 

（４）流通在庫備蓄について 

流通在庫備蓄とは、町内の事業所等と町があらかじめ協定等を締結し、災害時に必要な物資

（食料や生活必需品等）を調達することをいいます。 

町では、食料、生活必需品、資機材の供給、運搬等に関して各種協定を締結しており、災害

時には、これらの協定に基づき、円滑な物資の調達に努めます。 

 

【物資の供給等に関する協定一覧（平成２５年１２月現在）】 

協定名 主な内容 協定先 締結年月日 

災害時における応急生活

物資の供給等の協力に関する協定 
物資の供給及び運搬等 ながぬま農業協同組合 H21.2.17 

災害時における応急生活

物資の供給等の協力に関する協定 
物資の供給及び運搬等 長沼町商工会 H21.2.17 

災害時における復旧等の

協力に関する協定 

応急･復旧工事に必要な 

資機材、車両等の提供等 
長沼町建設業協会 H21.2.17 
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協定名 主な内容 協定先 締結年月日 

災害対応型自動販売機に

よる協働事業に関する協定 

災害対応型自動販売機内 

在庫飲料の無償提供 

北海道ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ

株式会社 
H21.2.17 

災害時における応急・復旧

活動の支援に関する協定 
避難場所へのLPｶﾞｽ供給等 

北海道ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ 

災害対策協議会 
H22.8.18 

災害時における相互応援

に関する協定 

食料、飲料水及び生活必需 

物資、資機材の提供等 
福島県須賀川市 H24.2.16 

災害時における石油類燃

料の供給等に関する協定 

緊急車両、避難所等への石

油類の優先給油等 

南空知地方 

石油業協同組合 
H24.6.4 

災害時における機器等の

調達に関する協定 

仮設ﾄｲﾚ、移動式暖房機器、

発電機等の優先的提供等 

北海道建設機械ﾘｰｽ業

協会空知支部 
H24.11.26 

南空知災害時相互応援に

関する協定 

食料・飲料水・生活必需物

資の提供及びあっせん等 

夕張市、岩見沢市 

美唄市、三笠市 

南幌町、由仁町 

栗山町、月形町 

H24.11.26 

※協定名は一部省略しています。 

３ 避難者数の予測 

避難者数については、長沼町におけるこれまでの災害の歴史を踏まえると、想定災害を「水害

※」とすべきところでありますが、東日本大震災のような大規模広域災害となった場合でも、円

滑な応急対策活動が求められることから、想定災害を「地震」とし、中央防災会議（平成２０年

１０月）の方法を参考に、以下のとおり算出します。 

※ 本町におけるこれまでの災害による避難者数の最大値は、昭和５６年８月の水害で、１８１世帯６２６人でした。 

 

（１）想定条件 

１）建物被害による避難者と、建物被害はないが断水等ライフライン被害により継続居住が

困難となる避難者の二つの要因を合算して算出します。 

２）建物被害は、長沼町耐震改修促進計画（平成２０年３月）に基づき、地震想定の最大値

（震度６強）で算出し、住宅３，７７２棟中、全壊７１８棟、半壊１，０７３棟、軽微・

被害なし（断水状態※）１，９８１棟とします。 

※ 町内に敷設されている水道管は耐震化されていないため、断水率は１００％とする。 

  ３）避難率は、「阪神淡路大震災における市民の初期対応行動に関する研究」（平成８年）を

基に、全壊で１００％、半壊で５０．３％、軽微・被害なし（断水状態）で３６．２％と

します。 

４）避難者数は地震発生後の経過時間により推移しますが、ここでは考慮せず、発災直後の

想定数とします。また、疎開先に避難する数は考慮しないで算出します。 
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５）人口、世帯数は住民基本台帳人口（平成２５年１２月末現在）を用い、１１，６５５人、

４，９９５世帯とし、１世帯（１棟）あたりの平均は２．３３人とします。 

 

【避難者の予測フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）予測 

以下の順で避難者数を予測します。 

１）建物全壊による避難者数 

７１８棟×２．３３人×全壊による避難率（１００％） ≒ １，６７３人 

２）建物半壊による避難者数 

１，０７３棟×２．３３人×半壊による避難率（５０．３％）≒ １，２５８人 

３）軽微・被害なし（断水状態）による避難者数 

１，９８１棟×２．３３人×断水による避難率（３６．２％）≒ １，６７１人 

  ４）避難者数（世帯数） 

１，６７３人＋１，２５８人＋１，６７１人 ＝ ４，６０２人 

  （４，６０２人／２．３３人 ≒ １，９７５世帯 ） 

 

以上より、本計画における避難者数は４，６０２人（１，９７５世帯）と想定します。 

 

 

４ 備蓄対象人口の算定 

 想定避難者に対する食料及び生活必需品等の備蓄については、町が行う行政備蓄に加え、家庭

内備蓄、事業所内備蓄、流通在庫備蓄による対応が想定されることから、以下のとおり、それぞ

れの「備蓄割合」を考慮し、各備蓄における対象人口を算定します。 

 

建物被害棟数 
人口 

建物被害による 

避難率 
断水による避難率 

建物被害なし人口 建物被害人口 

避難者数 
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（１）行政備蓄の対象人口 

想定避難者の内、行政備蓄により対応する人口は、任意の目標数値で１０％とし算定します。 

 

１，９７５世帯×行政備蓄割合（１０．０％）＝１９７．５世帯×２．３３人≒４６０人 

 

（２）家庭内備蓄の対象人口 

想定避難者の内、家庭内備蓄による対応が期待できる人口は、「厚生労働省国民健康・栄養

調査」（平成２３年）における「災害時に備えて非常用食料を用意している世帯の割合」３６．

５％（北海道数値）を基に算定します。 

 

１，９７５世帯×家庭内備蓄割合（３６．５％）＝７２０．８世帯×２．３３人≒１，６７９人 

 

（３）事業者内備蓄の対象人口 

想定避難者の内、事業所内備蓄による対応が期待できる人口は、「東京都千代田区事業所防

災アンケート調査」（平成２３年）における集約結果３１．０％を基に算定します。 

 

１，９７５世帯×事業所内備蓄割合（３１．０％）＝６１２．３世帯×２．３３人≒１，４２７人 

 

（４）流通在庫備蓄の対象人口 

想定避難者の内、流通在庫備蓄による対応が期待できる人口は、行政備蓄、家庭内備蓄、事

業所内備蓄の対象人口を除いた割合とし算定します。 

 

１，９７５世帯×流通在庫備蓄割合（２２．５％）＝４４４．４世帯×２．３３人≒１，０３６人 

 

以上より、当面、町が行う行政備蓄については、避難者数の約１０．０％に相当する４６０人

を目安として備蓄数量の算出を行うこととします。 

なお、それぞれの年齢区分別に必要となる備蓄品については、以下の対象人口に基づき算出す

ることとします。 

 

【年齢区分別の対象人口】 

年齢等区分 対象人口 構成割合 必要となる主な備蓄品 

0歳 3人 0.67％ 粉ミルク、紙おむつ（乳児用）、哺乳瓶 

1～2歳 6人 1.29％ アルファ米（白かゆ）、紙おむつ（乳児用） 

3～74歳 373人 81.16％ クラッカー、フリーズドライシチュー・雑炊 

75 歳以上 78人 16.88％ アルファ米（梅かゆ）  

合計 460人 100.0％  
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年齢等区分 対象人口 構成割合 必要となる主な備蓄品 

10～55歳女性 107人 23.18％ 生理用品  

要介護認定 3以上 11人 2.28％ 紙おむつ（高齢者用）  

※構成割合は、住民基本台帳、保健福祉課介護支援係調べ（平成２５年１２月末現在）に基づき算定。 

 

 

５ 備蓄品目及び目標数量 

備蓄品目については、従来から備蓄している品目を基本とし、食料、生活必需品、避難所資機

材、水防資機材の四分野に分け、これらの充実を図ることとします。 

 

（１）食料 

災害発生後３日目以降は、流通在庫備蓄対応割合の増加、救援物資の到着が予想されること

から、４６０人の対象人口に対し１日３食×４６０人×２日を目標に、以下のとおり備蓄しま

す。 

 

【食料備蓄品目及び目標数量】 

品目 対象年齢等 備蓄目標 積算方法等 

ｱﾙﾌｧ米（白かゆ） 1～2歳 36食 対象人口6人×3食×2日（保存期間 5年） 

ｸﾗｯｶｰ 3～74歳 1,119食 対象人口373人×3食×1日（保存期間 25年） 

ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲｼﾁｭｰ・雑炊 3～74歳 1,119食 対象人口373人×3食×1日（保存期間 25年） 

ｱﾙﾌｧ米（梅かゆ） 75 歳以上 468食 対象人口78人×3食×2日（保存期間 5年） 

粉ミルク 0歳 900 g 

対象人口3人×150g×2日分（保存期間 1.5 年） 

※1回当たりの調乳量を 240ml（粉換算30g）

とし、1日 5 回（粉換算150g）を目安。 

飲料水（500ml） 全員 920本 

対象人口460人×2本（保存期間 7年） 

※この他に給水車等からの給水を活用し、必

要量を確保。 

※既備蓄の補完食については、総合防災訓練時に配布する等、有効活用するとともに、防災対応職員への供給も想定する。 

 

（２）生活必需品 

食料同様に、災害発生後３日目以降は、流通在庫備蓄対応割合の増加、救援物資の到着が予

想されることから、２日分を目標に、以下のとおり備蓄します。  
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【生活必需品備蓄品目及び目標数量】 

品目 対象年齢等 備蓄目標 積算方法等 

哺乳瓶（240ml） 0歳 6本 対象人口3人×1本/日×2日  

紙おむつ（乳幼児用） 0～2歳 144枚 対象人口 9人×8枚/日×2日 

紙おむつ（大人用） 要介護認定3以上 132枚 対象人口11人×6枚/日×2日 

生理用品 10～55歳女性 428枚 
対象人口107人÷4×8枚/日×2日 

※4週間に 1回として換算。 

災害用食器ｾｯﾄ 全員 460人分 対象人口460人×1 ｾｯﾄ 

毛布 全員 460枚 対象人口460人×1枚 

アルミシート 全員 460枚 対象人口460人×1枚 

マット（ふとんマッ

ト・担架兼用マット） 
全員 460枚 対象人口460人×1枚 

ボックストイレ 
紙おむつ使用者

を除く全員 
10個 

対象人口（460-20人）÷45人×1個 

※45人当たり 1個として備蓄。 

※既備蓄のｽｹｯﾄｲﾚ（300 ｾｯﾄ）で補完する。 

ボックストイレ 

用排便収納袋 

紙おむつ使用者

を除く全員 
880枚 対象人口（460-20人）×1枚/日×2日 

マスク 全員 920枚 対象人口460人×1枚/日×2日 

 

（３）避難所資機材 

食料や生活必需品同様に、災害発生後３日目以降は、流通在庫備蓄対応割合の増加、救援物

資の到着が予想されることから、想定避難者の収容に必要な最低限度の資機材の確保を目標に、

以下のとおり備蓄します。 

 

【避難所資機材備蓄品目及び目標数量】 

品目 備蓄目標 積算方法等 

LED非常灯 

（ランプ・ランタン） 
19 個 対象人口460人÷25人 ※25人当たり 1個として備蓄。 

防災用懐中電灯 19 個 対象人口460人÷25人 ※25人当たり 1個として備蓄。 

カセットコンロ  19台 
対象人口460人÷25人 ※25人当たり 1個として備蓄。 

※１台当たり 6本のカセットガスを含む。 
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品目 備蓄目標 積算方法等 

避難所用ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 154個 対象人口460人÷3人 ※3人当たり 1個として備蓄。 

投光機 10基 対象人口460人÷50人 ※50人当たり 1基として備蓄。 

発電機 5台 

対象人口460人÷100人 ※100人当たり 1台として備蓄。 

※1台当たり 1個の発電機燃料用ガソリン携行缶と 1個のコ

ードリールを含む。 

対流型石油ストーブ 30 台 対象人口460人÷15人 ※15人当たり 1台として備蓄。 

拡声器 10個 対象人口460人÷50人 ※50人当たり 1個として備蓄。 

ブルーシート 10枚 対象人口460人÷50人 ※50人当たり 1枚として備蓄。 

救急セット 5 ｾｯﾄ 対象人口460人÷100人 ※100人当たり 1 ｾｯﾄとして備蓄。 

防災伝言シート 5 ｾｯﾄ 対象人口460人÷100人 ※100人当たり 1 ｾｯﾄとして備蓄。 

※既備蓄の充電式ラジオライトについては、防災対応職員への供給を想定する。 

 

（４）水防資機材 

水防に関する資機材については、備蓄対象人口に関係なく、風水害や集中豪雨が発生した際

に緊急的に必要となるものを以下のとおり備蓄します。 

 

【水防資機材備蓄品目及び目標数量】 

品目 備蓄目標 品目 備蓄目標 

土のう袋（ビニール）   5,000枚 吸水性土のう袋 400枚 

ウォーター・ゲート 

（コーナー部2個含む） 
3個 救命胴衣（水防活動用） 200着 

防災用ヘルメット（水防活動用） 200個 ブルーシート（水防活動用） 30枚 

 

６ 整備計画 

備蓄の整備に係る計画期間は、平成２６年度から平成２８年度までの３年間とし、各分野にお

ける整備計画を以下のとおりとします。 

なお、本計画により整備した備蓄品は、大規模な事故の発生等により応急援助を必要とする者

がいる時や、広域的災害における他自治体への支援など、人道的見地から必要と認められる場合

には幅広く活用することとします。 
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（１）食料  

保存期間を考慮しながら年次的に備蓄を行っていくこととします。可能な限り保存期間が長

いものを購入することとしますが、保存期間が１．５年間の粉ミルクは、毎年必要数量分を備

蓄することとします。年度別備蓄計画は資料１のとおりとします。 

なお、保存期間が残り１年未満となった食料及び水については、総合防災訓練時に配布する

とともに、町の様々なイベントで活用することによって、町民の防災意識の高揚を図ります。 

 

（２）生活必需品 

保存状況や衛生面を考慮しながら年次的に備蓄を行っていくこととします。年度別備蓄計画

は資料のとおりとします。 

なお、備蓄物資として適さなくなった生活必需品については、可能な限り再利用するものと

します。 

 

（３）避難所資機材  

保存状況を考慮しながら年次的に備蓄を行っていくこととします。年度別備蓄計画は資料の

とおりとします。 

 

（４）水防資機材 

保存状況を考慮しながら年次的に備蓄を行っていくこととします。年度別備蓄計画は資料の

とおりとします。 

 

７ 備蓄場所  

備蓄場所については、大規模広域災害となった場合でも、初期応急対策が行えるよう、次のと

おり分散して備蓄しますが、状況に応じて、随時検討します。 

また、備蓄する品目、数量も整備状況に応じて、随時検討します。 

 

 ① 北長沼会館（長沼町東１線北１５番地） 

 ② 南長沼福祉センター（長沼町東４線南６番地） 

③ 長沼町役場庁舎（長沼町中央北１丁目１番１号） 

 ④ 長沼町総合保健センターりふれ（長沼町南町２丁目３番１号） 

  ※ 水防資機材は水防倉庫とする。（長沼町栄町２丁目１番６号） 

 

なお、現在は、被災者の安否確認等がしやすいように各避難所に対象地域を設けておりますが、

災害時には災害の種類、各地域や避難所の被災状況等を考慮して、開設する避難所を災害対策本

部で決定することとなります。 

本計画においては、「耐震化、バリアフリー化、炊き出しの利便性等」を考慮し、受入可能人

数が約６００人である「長沼町総合保健センターりふれ」を最優先に開設する避難所と想定し、

主たる備蓄場所とします。 
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８ 資料【年度別備蓄計画】 
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※朱書きの「福祉避難所用」は総合保健福祉センターりふれが福祉避難所として機能するために必要な備蓄です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長沼町災害対策備蓄計画 

（ひと･緑がかがやく田園と交流のまち、安全に安心して暮らせるまちの実現に向けて） 

 

平成２６年９月１２日 

北海道長沼町 

〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号  

ホームページ http://www.maoi-net.jp/ 

E-mail: soumuseisakuka@ad.maoi-net.jp 

総務政策課  政策・行革係 電話:0123-88-2111 FAX:0123-88-4836   


