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主な災害対策関係法律の類型別整理
類型 防災 応急救助 復旧・復興

地震
津波

火山

風水害

地滑り
崖崩れ
土石流

豪雪

原子力

大規模地震対策特別措置法

津波対策の推進に関する法律

・地震財特法
・地震防災対策特別措置法
・建築物の耐震改修の促進に関する法律
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
・東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法

活動火山対策特別措置法

河川法

特定都市河川浸水被害対策法

・砂防法
・森林法
・特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
・地すべり等防止法 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に
関する 法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害 防止対策の推進
に関する法律

豪雪地帯対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法

激甚災害法

＜被災者への救済援助措置＞
・中小企業信用保険法
・天災融資法
・小規模企業者等設備導入資金助成法
・災害弔慰金の支給等に関する法律
・雇用保険法
・被災者生活再建支援法
・株式会社日本政策金融公庫法

＜災害廃棄物の処理＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

＜災害復旧事業＞
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置
に関する法律

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法
・被災市街地復興特別措置法
・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

＜保険共済制度＞
・森林国営保険法
・農業災害補償法
・地震保険に関する法律

＜災害税制関係＞
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

＜その他＞
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別
措置等に関する法律

・災害救助法
・消防法
・警察法
・自衛隊法

水防法

災害対策基本法

(出典：内閣府・災害対策法制のあり方に関する研究会) 1



災害対策基本法における国、都道府県、市町村､住民等の責務

（国の責務）

第３条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有する
ことに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。

２ 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、
及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防
災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない､及び災害に係る経費負担の適正化を図らなけ
ればならない。

（都道府県の責務）
第４条 都道府県は、基本理念にのっとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関
する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が
処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。

（市町村の責務）
第５条 市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村
の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域
内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の
促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

（住民等の責務）
第６条

３ 前２項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必
需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動へ
の参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
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第２編 各災害に共通する対策編
第２章 災害応急対策
第６節 避難の受入れ及び情報提供活動

３ 指定避難所
（１）指定避難所の開設
（２）指定避難所の運営管理等

市町村は，指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める
ものとする。そのため，食事供与の状況，トイレの設置状況等の把握に努め，
必要な対策を講じるものとする。また，避難の長期化等必要に応じて，プライバ
シーの確保状況，段ボールベッド，パーティション等の活用状況，入浴施設設
置の有無及び利用頻度，洗濯等の頻度，医師，保健師，看護師，管理栄養士
等による巡回の頻度，暑さ・寒さ対策の必要性，食料の確保，配食等の状況，
し尿及びごみの処理状況など，避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態
の把握に努め，必要な措置を講じるよう努めるものとする。

防災基本計画（一部抜粋）
令和４年６月 中央防災会議決定
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食物アレルギーをはじめとした個別の対応が必要な要配慮者
に食料や食事の提供を行う場合、各避難所における要配慮
者の食事ニーズの把握やアセスメントの実施のため、保健衛
生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるよう
に努めること。

避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針
（平成25年8月策定、令和4年4月改定）

本取組指針は、平成25年の災害対策基本法改正において、避難所における生活環境の整備等に
ついての配慮が規定されたことに伴って策定されているところ、新型コロナウイルス感染症対策など近年
の避難所において必要とされている様々な対応を踏まえ、令和４年４月に改定。
食事支援については、食物アレルギーを有する者など個別の対応が必要な要配慮者への配慮として、
保健衛生関係部局が管理栄養士等の専門職種に相談できるように努めることを追記。

指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必
要と考えられる食料・飲料水の備蓄に努めること。
食物アレルギーの避難者にも配慮し、アルファー米等の白米と
牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄すること。なお、備蓄食料
については、近年の食生活の向上と保存食の多様化を踏ま
え、乾パン等の画一的なものだけにならないよう検討すること。
食物アレルギー対応食品等についても、必要な方に確実に
届けられるなど、要配慮者の利用にも配慮すること等

第１ 平時における対応
４ 避難所における備蓄等
（１）食料・飲料水の備蓄

第２ 発災後における対応
７ 食物アレルギーを有する者等への食料や食事

に関する配慮
（１）食事の原材料表示
（２）避難者自身によるアレルギーを起こす原因

食品の情報提供
（３）各避難所における管理栄養士等への相談
（４）文化・宗教上の理由による食事への配慮

８ 衛生・巡回診療・保健
（１）各避難所への保健師等の巡回
（２）各避難所における保健師等の巡回相談の体制整備
（３）避難者に対する避難所内の巡回活動
13 一定期間経過後の食事の質の確保

栄養・食事支援に関する項目と主な記載

新規

食事の提供にあたり、管理栄養士の活用等により長期化に
対応してメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの
確保、要配慮者に対する配慮等、質の確保についても配慮
すること。 等

参考：内閣府政策統括官（防災担当）ウェブサイト https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2204kankyokakuho.pdf



アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第76号）の
一部改正について

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針は、アレルギー疾患対策基本法に基づき策定され、少
なくとも５年ごとに検討を加え、必要に応じて改正。
これを踏まえ、指針の一部を改正し、令和４年３月14日に告示・適用。本改正では、

• 災害時の対応として、国が平時から避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対応
に資する取組を地方公共団体と連携して行うことを明記するとともに、地方公共団体において防災
担当部署と食物アレルギー疾患対策に関わる関係部署とが連携する旨を明記。

第五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
（３）災害時の対応
イ 国は、平時から、避難所における食物アレルギーを有する者への適切な対応に資する取組
を地方公共団体と連携して行うとともに、災害時においては、乳アレルギーに対応したミルク等
の確実な集積と適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行う。また、地方公共団
体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、防災
担当部署等の被災者支援に関わる部署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可
能な場合には、関係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て避難所における
食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、国及び関係団体からの食料
支援も活用した食物アレルギーに配慮した食品の確保等に努める。



第３ 食育の総合的な推進に関する事項
３. 地域における食育の推進
（２）取り組むべき施策

（災害時に備えた食育の推進）

近年、頻度を増す大規模災害等に備え、防災知識の普及は重要である。国の物資支援による食料品
の提供や、地方公共団体、民間企業等における食料品の備蓄に加え、家庭での取組も重要であり、普
及啓発を推進する。

また、家庭においては、水、熱源、主食・主菜・副菜となる食料品等を最低でも３日分、できれば１週間
分程度備蓄する取組を推進する。主に災害時に使用する非常食のほか、ローリングストック法（普段の
食料品を少し多めに買い置きし、消費した分を補充する方法）による日常の食料品の備蓄を行い、各家
庭に合った備えをするよう情報発信を行う。特に、災害時には、物流機能が停滞する可能性もあること
から、高齢者を始め、食べる機能が弱くなった方、食物アレルギーを有する方等に配慮した食品を備え
ておくことが重要である。

加えて、栄養バランスへの配慮や備蓄方法など、災害時の食の備えの重要性について、家庭のみな
らず、学校教育の現場、食品小売店等においても、必要な知識の普及啓発を推進する。

地方公共団体は、被災者が災害発生時も健全な食生活の実践ができるよう、家庭における食料品の
備蓄について普及啓発を行うほか、災害時の栄養・食生活支援に関して、その体制や要配慮者への支
援体制などに関する地域防災計画への記載やマニュアルの整備等を通じ、関係者が共通の理解の下
で取り組めるよう努める。

第４次食育推進基本計画（一部抜粋）
令和３年３月 食育推進会議決定
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7

【栄養・食生活支援に係る概要】

７月４日 災害救助法の適用決定（熊本県及び鹿児島県）

当室において、被災地等から情報収集を実施

７月５日 熊本県からDHEAT及び保健師等応援派遣調整の要請

７月８日 当室から自治体及び公益社団法人日本栄養士会に
対して事務連絡※を発出

※ 「令和２年７月３日からの大雨による災害に係る避難所等
で生活する方への栄養・食生活の支援について」

７月10日～ 近隣自治体から熊本県に管理栄養士派遣開始

⇒ 三重県、鳥取県、宮崎県、岡山県・岡山市・倉敷市、
山口県、徳島県、愛媛県、北九州市、福岡市から

保健師等応援派遣：延べ26名 DHEAT：延べ２名

（８月12日まで）
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図： 熊本県（球磨村・芦北町・人吉市）に保健師等応援派遣及び
DHEATの枠組みで派遣された管理栄養士の延べ人数

（名）
７月20日： ７名

○ 令和２年７月３日から９日にかけて梅雨前線が停滞したことにより、西日本から東日本にかけての広い範囲
で大雨となった。特に、７月４日に熊本県・鹿児島県、７月６日に福岡県・佐賀県・長崎県、７月８日に岐阜
県・長野県で大雨特別警報が発表されるなど、記録的な大雨となった。

○ 被災地の避難所等で生活する方への栄養・食生活支援について、公益社団法人日本栄養士会に特殊栄養
食品ステーションの設置等に関する協力依頼をするとともに、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）及
び保健師等の応援派遣の枠組みを活用し、近隣自治体からの管理栄養士の派遣調整等を実施した。

令和２年７月豪雨における栄養・食生活支援対策



科 発 0705 第３号

被災以来、避難所の被災者に対する食事の提供に御尽力いただいてい
るところではありますが、被災後20日余りを過ぎた現在においても、避難所
によっては、依然としておにぎりや菓子パン等の摂取が中心で、肉類、魚類、
乳類、野菜類等の摂取は必ずしも十分ではない状況も見受けられます。エ
ネルギー・栄養素摂取不足の影響による栄養不良や体力低下が顕著に
なってくる時期にあることから、避難所生活の長期化を視野に入れ、避難所
の被災者に対し、栄養不足の回避、生活習慣病の発症・重症化予防、生活
の質の向上等のために、日中の作業量や健康・栄養状態等を踏まえた食
事の提供や評価を行うなど、適切な栄養管理を図る体制の整備が急務と
なっています。

ついては、今般、別紙のとおり、避難所における食事の提供や評価等に
係る留意事項をお示ししますので、管理栄養士等行政栄養関係者の関与
の下、地域や避難所の実情を十分に考慮し、食事回数や食事量の確保・調
整を行い、適切な栄養管理に努めてくださいますようお願いいたします。

「避難所における食事の提供に係る適切な栄養管理の実施について」
被災３県・保健所設置市 衛生主管部（局）宛て 厚生労働省健康局健康課栄養指導室長 事務連絡（平成30年８月１日）
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科 発 0705 第３号

（参考）避難所における食事の提供の評価・計画のための栄養参照量について

１ 本参照量は、避難所生活が長期化する中で、栄養素の摂取不足を防ぎ、かつ生活習
慣病を予防するため、栄養バランスのとれた適正量を安定的に確保する観点から、食
事提供の評価を踏まえた計画の決定のための目安となる量として提示するものである。

２ 略

「避難所における食事の提供に係る適切な栄養管理の実施について」
被災３県・保健所設置市 衛生主管部（局）宛て 厚生労働省健康局健康課栄養指導室長 事務連絡（平成30年８月１日）

目的 エネルギー・栄養素 １歳以上、１人１日当たり

エネルギー摂取の
過不足の回避

エネルギー 1,800～2,200 kcal

栄養素の
摂取不足の回避

たんぱく質 55 ｇ以上

ビタミンＢ1 0.9 mｇ以上

ビタミンＢ2 1.0 mｇ以上

ビタミンＣ 80 mｇ以上

※日本人の食事摂取基準（2015年版）で示されているエネルギー及び各栄養素の値を基に、平成27年国勢調査結果
で得られた性・年齢階級別の人口構成を用いて加重平均により算出（被災３県ごとに算出の上、設定）

9



【平成30年度】
• 地方自治体の栄養・食生活支援に係る準備状況調査を実施し、現状と課題を整理
• 被災地における各支援チームの連携体制の整備が重要となっていることを踏まえて「栄

養・食生活支援に係るガイドライン」を改訂（※）
※ これまでのガイドラインは、主に行政管理栄養士を対象とした内容だったが、発災時の栄養・食生活

支援に当たっては、防災担当課や食事調達担当課などとの連携が一層重要となることから、自治体
職員を対象とした内容となるよう改訂。

10

【令和２年度】
• アクションカード（例）の啓発を目的としたワークショップを開催
• 演習の講師となるファシリテーターの人材育成を整備を推進

【令和元年度】
平成30年度に改訂されたガイドラインに基づき、
• これまでの災害における栄養・食生活支援活動事例を基に、被災地にお

ける栄養・食生活支援活動に資する演習教材を作成
• 大規模災害が発生した際、限られた人数や資源で「被災状況の収集」、

「提供食の把握」「食環境の整備」等の緊急対応を行うことができるよう、
アクションカード（例）を作成

• ガイドライン、演習教材の啓発を目的としたワークショップを開催

栄養・食生活支援に係る
ガイドライン

アクションカード（例）演習教材

災害時における栄養・食生活の支援

「地域保健総合推進事業」の一環で、「大規模災害における栄養・食生活支援活動の連携
体制と人材育成に関する研究」を実施。



項目 留意事項 詳細 本シミュレーターの特徴

対象地域・人口

「対応日数」は、発
災からの時間軸を考
慮する。

農林水産省「災害時に備えた食品ストッ
クガイド」にて、推奨する対応日数(1週
間)を考慮する。

備蓄対応日数は初期値として包括的に「3日」に設定(手動で修
正可)

「想定被災者数」を
元に備蓄量を算出
する。

全人口を対象とする必要はなく、想定被
災者割合に基づき備蓄量を算出する。

「想定被災者割合」を入力欄として設け(手動で修正可) 、人口
と乗じ「想定被災者数」を算出して、対象者に対する備蓄食品の
必要量を算出

水の必要量を把握
する。

防災備蓄においては食料だけでなく、飲料
用・調理用も含めた水の備蓄も検討する。

調理用と飲用として必要量(1人3リットル/日)を基準に、対象
人口に対しその必要量を算出 ※湯せん、米や野菜、食器を洗う
水は、別途必要

食料・数量選択

主食・おかず(主菜・
副菜)の考えで備蓄
を行う。

主菜・副菜等に含まれるビタミンB1,B2等
の栄養素の摂取は、炭水化物を燃やす
上で重要である。

主食・おかず(主菜・副菜)の分類を考慮しつつ食品を選択

乳児等、要配慮者
も考慮した備蓄を行
う。

乳児、嚥下困難者、アレルギー患者等の
要配慮者も食べられる食品の備蓄も考慮
することは重要である。

乳児に対して必要ミルク量を算出することや、嚥下困難者に対し
てやわらかい食品やとろみのある食品を提供する等、要配慮者の
対応についてのアドバイスを表示

結果出力 備蓄食料の購入費
用も考慮する。

各自治体の財政上、備蓄食料の購入費
用も考慮することは重要である。 備蓄食料の全体費用及び年間の減価償却費を出力

○ 大規模災害がどのまちに、いつ訪れるかわからない中、発災後の住民の健康危機を最小化するために、防災部門と健康増進部
門等がしっかりと連携し、地域診断に基づく食料の備蓄のほか、栄養・食生活の支援体制を平時から十分確保しておくことは全
ての自治体にとっての責務。

○ 令和元年度予算事業において、各自治体内の防災部門と健康増進部門等を対象に、健康・栄養面や要配慮者も考慮した
食料備蓄の重要性の普及啓発と、そうした食料備蓄の推進を目的として、「大規模災害時に備えた栄養に配慮した食料備蓄
量の算出のための簡易シミュレーター」を作成。
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〈防災備蓄における留意事項及び本シミュレーターの特徴〉

（出典）厚生労働省「大規模災害時に備えた栄養に配慮した食料備蓄量の算出のための簡易シミュレーター」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089299_00004.html)

大規模災害時に備えた栄養に配慮した食料備蓄量の算出のための簡易シミュレーター(第１版)



簡易シミュレーターの使い方
○ 本シミュレーターで必要な食料備蓄量の算出は、 「総必要量」(需要)の算出、 対象人数の総必要量を得るための「総供給

量」(供給)の算出、 「需要」を満たす「供給」のバランスを確認、という3ステップで行います。
１ ２

３

栄養面を考慮した備蓄食品の最適量を算出する方法
栄養面を考慮した備蓄食品の最適量の算出は、以下3つの手順で行います。

対象人口 選択された市区町村名及び市区町村コード又は都道府県名と人口から統計データを
参照し、性別・年齢階級別の人口を算出

被災者想定割合 想定される被災者割合を入力(※初期値20%。人口と乗じ想定被災者数を算出。)

対応日数 備蓄対応日数を入力(※初期値3日。人口と乗じ「総必要量」を算出。)

主食
農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」を参考に、備蓄食品を選択します ※詳細はP8~P11を参照ください。

おかず
(主菜・副菜)

加工食品

主な栄養素を多く含む食品
(たんぱく質,ビタミンB1,B2,C,
カルシウム, ビタミンA,鉄を対象)

「避難所における食事の提供に係る適切な栄養管理の実施について」(厚生労働省事務連絡)等を参照の上、エネルギー摂取のた
めに必要となる主な栄養素を多く含む食品を選択できるようにします（選択肢となる食品は医薬基盤・健康・栄養研究所のウェブサ
イトを参照）。
※対象特性に応じて配慮が必要な栄養素を多く含む食品も選択可能（対象としてカルシウム、ビタミンA、鉄を想定）

各自治体の追加食品 発災時においても入手しやすく、炊き出しや配給に使用することが可能と想定される食品を独自に追加できます。

入力・出力イメージ(Excel®上)

①対象地域・人口を選択

全体費用・減価償却費 各食品の単価・賞味(消費)期限より、全体費用・単年の減価償却費を算出

過不足判定 総必要量に対する選択食料の栄養素等の量の過不足割合を算出・判定

ステップ 想定被災者数から1日当たり必要となる各栄養素等の量及び対応日数を乗じて、「総必要量」(需要)を算出します。

ステップ 選択した食料ごとの各栄養素等の量を合計した「総供給量」(供給)を算出します。

ステップ
手順1で算出した「総必要量」(需要)と、手順2で算出した「総供給量」(供給)を比較し、「需要」と「供給」が一致又は近似しているかを確認します。

「需要」に対し「供給」が充足している場合: 手順2で入力した食品及びその数量が、栄養面を考慮した備蓄食料の最適量となります。
「需要」に対し「供給」が充足していない場合: 選択した食品やその数量を変更し、充足するまで繰り返します。

１

２

３

②食料・数量を選択
③結果出力
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