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(５)要援護者マップの作成

要援護者の所在地をマッピングします。また、支援者など関係者の所在地や

避難にあたっての障害物や避難所の位置等をハザードマップ上にマッピングし

ておくことにより、個別支援計画作成検討の参考になります。参考事例４ 吉野町でのマップづくり取組事例吉野町立野地区では、地域の防災マップづくりを主体とした研修会を実施しました。本地区では吉野川の水害を想定して、避難場所やその避難経路、避難時に危険な場所などはないか、災害時要援護者を誘導する際、支障となる段差等はないかなど、まち歩きを通じて確認しました。そして、その情報を地域内で共有するため、地域防災マップの作成にとりかかり、災害時に支援を必要とする人の情報も盛り込まれました。次の段階では、災害図上訓練 DIGを活用して具体的な避難行動について確認する予定です。さらに、地区町内会では、昭和 34年の伊勢湾台風時の被災状況をスライドで紹介し、当時の状況を知る人から災害の恐ろしさが語り継がれ、災害時の備えの必要性について改めて確認されました。今後は、この地図を活かして、地域の高齢単身者などの見守り、声かけ運動を活性化させていく予定です。

４．支援体制の整備

(１)個別支援計画の作成

発災時に冷静な行動をとるためには、予め災害時要援護者一人ひとりの状況

を踏まえ、個別支計画を作成しておく必要があります。作成は、支援者などの

関係者や災害時要援護者本人・家族も参加して行い、発災時における災害時要

援護者への医療的ケア・福祉的ケアの内容や、本人・家族、地域の支援者や行

政がどのような役割分担で避難誘導や安否確認などを行うか明確にし、避難体

制を確立しておくことが必要です。
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また、災害時要援護者の状態は常に変化することを前提に、避難支援プラン

を定期的に見直すことが必要です。千葉県災害時要援護者避難支援の手引きを

参考に、個別支援計画作成時の留意点を整理すると下記のようになります。

①個別支援計画に盛り込む事項例

個別支援計画に盛り込む事項については、国のモデルでは次の内容が例示さ

れています。

○ 避難支援者 ○ 避難所 ○ 避難方法

○ 保健所、消防署など関係機関との病院等への搬送等の避難計画

個別支援計画の見本
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②個別支援計画の作成方法

個別支援計画の作成に当たっては、市町村は自主防災組織等の実際に避難支

援に携わる関係者と要援護者に関する基本的な情報（住所や氏名など）を共有

し、これら関係者が中心となって、要援護者本人と避難支援者、避難場所、避

難経路、避難方法、情報の伝達方法、個人で備蓄が困難な物資、必要な支援の

内容等について具体的に話し合いながら、作成します。

作成主体を自主防災組織等の地域の関係者とした場合は、市町村の策定した

避難支援プランの全体計画に則り、自主防災組織や民生委員・児童委員などが

地域内の要援護者宅を訪問して個人情報を収集し、自主防災組織や民生委員が

災害時要援護者の個別計画を策定することになりますが、個人情報を収集する

際に、避難支援のために市町村へも情報を提供する旨の承諾を本人から受ける

ことにより、地域から市町村の担当部署へ個人情報の提供を行います。

市町村への情報提供を拒まれた場合であっても、個人特定情報（氏名、住所

等）以外の情報のみを市町村に提供することにより、どの地域にどのような要

援護者がどの程度いるかが市町村で把握できますので、避難所設置計画や備蓄

等、市町村が行う避難支援計画に役立てることを検討します。

この場合、避難情報の伝達方法や避難所の情報等については、市町村と地域

が連携して策定し、個別支援計画の写しを避難所に保管するか、災害発生時に

計画書の管理者が持参するなどの工夫が必要です。

なお、避難支援者については、消防団、自主防災組織、民生委員・児童委員

などの話し合いなどであらかじめ要援護者に紹介できる候補者を定めるととも

に、避難支援者自身の不在や被災も考慮し、複数の支援者を決めておきます。

また、災害発生時に避難所から要援護者の安否確認、避難支援者の被災状況の

確認の電話が入ることもあります。連絡先には、携帯電話の番号を記載する必

要があります。

また、個別支援計画は、要援護者本人、その家族、避難所及び市役所・町村

役場の必要最小限の関係部署のほか、避難支援者など要援護者本人が同意した

者に配布します。その際には、誓約書等の提出により守秘義務を確保するほか、

情報管理上の責任を明確にし、情報の管理方法を確立するよう求める必要があ

ります。さらに、情報の受け手に対して、個人情報保護についての啓発資料を

渡したり、研修を実施することも検討します。

③個別支援計画の更新

個別支援計画は、一人ひとりの災害時要援護者を対象としていますので、要

援護者の個人情報が多く含まれています。したがって、その保護には十分に留

意するとともに、災害時に迅速かつ適切な避難を行うため、情報の更新を定期

的に行っていく必要があります。具体的には、要援護者本人や支援者等からの
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変更の申し出があるなど、個別計画の内容に変更が生じた場合は、関係者で話

し合いその都度速やかに更新します。

④個別支援計画の管理

災害時要援護者の個別支援計画を作成する際に、自主防災組織、民生委員、

支援者など、地域の方に災害時要援護者の個人情報が保有されることになりま

すので、個別支援計画を配布した関係者以外が閲覧することのないように厳重

な管理をすることが重要です。

個別支援計画の内容を電子情報で保管する場合は、パスワード等を使用して

管理し、紙媒体で保管する場合には施錠できる保管庫に保管する等、外部に情

報が漏洩等しないよう情報管理に十分配慮しましょう。また、情報の漏洩元が

分かるような工夫も必要です。しかし、一方で、災害発生時に緊急の閲覧に支

障を来さないように留意する必要もあります。

〔その他の留意事項〕

１ 個別支援計画の作成に際しては、避難行動要支援者など要支援度の高い者

や、ハザードマップの活用等により被災リスクの高い地域を重点的・優先的

に進めることが有効です。

２ 避難支援者については、上記のように要援護者に応じて複数の支援者を定

めておくことが基本ですが、個別の支援者を特定することが困難な場合でも、

地域で一定の支援者を確保して支援するなど、支援者を確保する必要があり

ます。

(２)地域における支援体制のネットワークづくり

災害の規模、曜日や時間帯によっては市町村の応急救助開始に一定の時間を

要することが避けられないため、市町村は、地域の自主防災組織を通じ、地域

住民が相互に協力し合って対応できる体制づくりを支援します。また、地域の

民生児童委員や自治会長等が中心となり、地域における災害時要援護者の状況

把握や支援活動、地域における支援活動のネットワークづくりを推進します。

取組事例を紹介します。（「災害時要援護者の避難対策事例集」（内閣府）より引用）参考事例５ ①新潟県柏崎市北条地区の取組事例平成16 年の新潟中越地震発生時に結成されていた柏崎市北条地区の自主防災組織は全21 町内のうち2 町内会のみで、被災者の救護や炊き出しの速さ等において、自主防災組織の有無で大きな差があった。その教訓の下、平成18 年に全町内会で自主防災組織が結成されると、災害時要援護者名簿の作成や防災訓練を通じた要援護者の避難誘導体験などを行った。＜災害時の関係者(自主防災組織)の動き＞平成19 年7 月16 日の新潟中越沖地震発生時、北条地区コミュニティ振興協議会（昭
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和51 年に地区25 町内会長により結成）が地区の災害対策本部となって全町内会を統括、各町内会の自主防災組織が発生後約2 時間で全町内の被害状況を確認して災害対策本部へ報告した。また、地震発生と同日中に、各町内会の自主防災組織が災害時要援護者名簿に登載された要援護者95 人（登載を希望した方と町内会会長が個別の説得を行い登載に同意した方）の安否を確認した。
参考事例６ ②兵庫県豊岡市西花園地区防災ネット平成16 年の台風第23 号発生時、兵庫県豊岡市内を流れる円山川本流の堤防が決壊し、多くの家屋が損壊や浸水の被害を受けた。同市の市街地に位置する西花園地区では事前に作成していた災害対応マニュアルに従い支援者による迅速な対応がなされた結果、犠牲者の発生をゼロに抑えることができた。～ 要援護者の避難支援に有効であった平常時の取り組み ～【防災ネットの立ち上げ】・阪神・淡路大震災を受けて地域の自主防災の重要性を認識したことから、平成10 年に自主防災組織である「防災ネット」を自警団（＝自主防災組織）、水防団、天寿会（老人会）、婦人会、子供会、生徒会、民生委員・福祉委員、組長などが連携して立ち上げた。【行事・防災訓練による防災力強化】・日常的に地域の防災力強化のため、イベント行事や防災訓練などを実施し、高齢者への支援や世代を越えた交流について共通理解と意識啓発を図っている。【マニュアルの作成・配布】・防災ネットでは、「災害対 災害時に備えた行程応マニュアル」を平成14年 １． 区長の招集によって災害対策本部を立ち上げる。に作成した。以降毎年改訂 ２． 緊急連絡網で防災ネット役員を招集する。し、各家庭に配布している。 ３． 組のリーダーである組長（前組長がサブリーダー）マニュアルには、早期の避 は組の状況を的確に掌握する。難の呼びかけや、災害時の ４． 民生委員・福祉委員は一人暮らしの高齢者に電話行程が示されている。 し、安全を確認する。異状が判明した場合には、関係者を派遣する。災害対策本部の指示や行動は早め
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【家族構成名簿の作成と要 早めに行う。援護者情報の把握】 ５． 避難はグループ行動し安全な避難を心がける。・区内に70 ある各組で家族 市からの避難勧告、避難指示に従って集団行動をと構成名簿を整備することで る。ただし、内水の増量と天候がさらに悪化した場要援護者の情報を把握して 合、2 階への避難を指示する。 （以下、省略）いる。毎年度末の役員会議の際に名簿の整備を行い、区長、民生福祉委員、自警団長が区全体の台帳、区役員（＝組長）が自組の範囲内の台帳を保有する。【高齢者宅への訪問】・民生委員・福祉委員と自警団が合同で高齢者宅を訪問し、防災への対応について直接話をするとともに、健康状況の把握などを行っている。～ 災害時の関係者の動き ～＜社会福祉課＞要援護者の避難には時間がかかるため、避難勧告が発令される前に、市が民生委員・福祉委員に対して電話連絡網を使い、避難支援を要請した。＜民生委員・福祉委員＞市からの避難支援の要請を受け、民生委員・福祉委員が一人暮らし高齢者や寝たきり高齢者、障害者に対して電話等で安否確認を行った。＜区長＞避難勧告の発令を受け、災害対策本部から電話連絡を受けた西花園地区の区長が、区役員に組単位で避難するよう電話により指示した。その際、夜間の避難所への移動は被害が予想されると判断し、避難ができていない要援護者は、2 階建て以上の家屋の場合は自宅の2 階に、1 階建て家屋の場合は安全が確保できる場所へ退避するよう指示した。＜区役員＞区長の指示に従い、区役員が自組の住民の安否確認を電話で行い、要援護者の自宅には個別に訪問をした。＜自警団（＝自主防災組織）＞区長の指示に従い、自警団（＝自主防災組織）が2 階への移動に支援が必要な要援護者に対して手助けを行った。
(３)社会福祉施設等への福祉避難所の指定

一般の避難所は階段や段差が多いこと、障害者用のトイレがないことなど、

必ずしも災害時要援護者に配慮したものになっていない場合が多く、また、常

時介助が必要な者にとっては、一般の避難所での生活は困難を強いられること

が考えられます。

このため、市町村は、必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活がで

きる体制が整えられた社会福祉施設等を「福祉避難所」として指定するよう努

めるとともに、受入可能人数や受入条件等を明確にして、施設側と事前協定を
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結んでおくことが求められます。

なお、福祉避難所の整備にあたっては、巻末資料の「平群町福祉避難所設置

・運営マニュアル」の「平時における取り組み」等を参考にしてください。ま

た、下記の国の指針も参照いただき、補助制度等も有効に活用のうえ、福祉避

難所の量的確保にも努めてください。その際、災害時要援護者に配慮したバリ

アフリー化を行うとともに、要援護者が使うことが想定される物資（紙おむつ、

ストーマ用装具、粉ミルク等）の備蓄についても配意することが必要です。

福祉避難所として指定した場合は、当該施設が福祉避難所として一般避難所

と異なる役割を持つ施設であることを広く周知するとともに、ハザードマップ

や避難支援マップ等に掲載するなどの方法により、その所在地や避難経路等に

ついても災害時要援護者を含む地域住民に周知します。福祉避難所の整備について①福祉避難所の指定○福祉避難所を指定する場合は、耐震性、耐火性の確保に加え、天井等の非構造部材の耐震対策を図られ、バリアフリー化された施設を指定することが適切であること。また、生活相談職員等の確保という観点から老人福祉センター、障害福祉施設及び特別支援学校等の施設（以下、「社会福祉施設等」という。）を活用することが適切であること。○一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備した福祉避難所を上記のとおり、整備しておくことが適切であること。そのため、発災時に施設等の一部を福祉避難所として利用することについて、あらかじめ当該施設等を有する事業者と協定を結ぶことが望ましいこと。○平成12年度より入所施設附設の防災拠点型地域交流スペース整備事業が実施されたところであり、本事業を活用して入所施設を福祉避難所として積極的に整備することが適切であること。さらに、今後、南海トラフ巨大地震を念頭に置いて、在宅障害者向けの避難スペースの整備が社会福祉施設等施設費補助金の対象とされたので、その活用も検討すること。②福祉避難所の量的確保○障害等の特性に配慮し、福祉避難所が必要数確保されることが適切であること。○都道府県の施設であっても、直ちに指定対象から除外して考えるのではなく、都道府県と適切に連携すること。○あらかじめ指定した福祉避難所のみでは量的に不足すると見込まれる場合は、社会福祉施設等における設置や公的宿泊施設、旅館、ホテル等と協定を締結し借り上げるなど事前に対応すること。（内閣府「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」より引用）
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参考事例７ 福祉避難所に指定する施設の基準 (平群町)福祉避難所は、次に掲げる基準を満たす施設を指定する。○原則として、土砂災害警戒区域や浸水想定区域外に位置すること○原則として、耐震・耐火構造の建築物であること○対象とする避難者に適する物理的障壁の除去(バリアフリー化等)がされていること「福祉避難所設置・運営マニュアル(平成25年4月)」(平群町)より引用参考 福祉避難所の設置・運営について、内閣府より下記の資料が提供されています。なお、この中に市町村と福祉避難所指定施設との協定例も記載されています。「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」(平成２０年６月発行)
(４)地域住民による支援体制づくり

発災時、災害時要援護者が避難するには、家族のほか地域住民の協力が必要

であり、災害時要援護者とその家族に対して、日頃から、自治会等の地域社会

と交流を図り、共助意識を育んでおいてもらうことが大切です。また、障害者

団体に障害特性を知ってもらう活動に協力していただくことも考えられます。

また、地域住民に対しても災害時要援護者に対する支援の必要性について啓

発し、地域における支援体制づくりを

進めることが必要です。平常時から、

高齢者等の見守り支援等を行っている

体制がある場合には、見守りの対象者

を災害時要援護者名簿に反映したり、

見守り担当者に災害時の支援協力を依

頼するなどにより、災害時要援護者対

策との連動を図ることも有効です。 啓発用リーフレットの表紙
県では、平成２４年度に災害時要援護者支援対策の一環として、啓発用のホ

ームページを立ち上げるとともに、県民向けの啓発リーフレットを作成してい

ますので、市町村で住民向けの啓発を行われる際には、こういったツールも有

効にご活用ください。参考 HPの URL http://www3.pref.nara.jp/youengo/
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参考事例８ 災害時支援者(助ける人)登録に係る上牧町自治会の取り組み上牧町桜ヶ丘２丁目自治会では、下記の様式で災害時支援者の登録募集を行い、約 400戸、約 1,200人の住民の中から、要援護者 67名に対し、233人もの支援者の登録を得た。自治会長によれば、有事の際、「皆で助け合おう、お互い様ですから」という向こう三軒両隣の気運が盛り上がったことは予想以上の成果とのこと。
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(５)情報伝達手段の整備

①ハード面の整備

災害時には、電話等の通信手段の寸断、防災通信回線のマヒ、被災による職

員参集不足等により通信に支障が生じる恐れがあります。このため、災害時の

情報収集・連絡が円滑に行えるよう防災行政無線、アマチュア無線、インター

ネットの活用など多様な通信手段を確保しておくことが必要です。電源を必要

とする情報機器を利用する場合には、高い場所に設置して浸水による被害を防

ぐとともに、集会所など必要な場所には発電機を確保しておくことも大切です。

また、過去の災害においては、災害時要援護者には災害時に情報がなかなか

伝達されなかったという状況があったため、災害用伝言ダイヤル「１７１」、

携帯電話による災害用伝言板サービスの活用を図るほか、情報提供の方法につ

いて、点字、録音、文字情報等の工夫を図ることが求められます。

②ソフト面の整備

日頃から、災害時要援護者自身も、緊急時に情報を知らせてもらえる人、安

否を確認してくれる人など、情報を得る手段を確保しておくよう周知しておく

ことが大切です。また併せて、平時から要援護者に関わりのある当事者団体や

介護保険事業者等のネットワーク等の活用を含め、多様な伝達ルートを確保し

ておくことが望まれます。

なお、例えば知的障害者の方など、自分の意思を周囲に伝えることが困難な

場合の支援ツールとして、ヘルプカード作成・活用も効果的といわれています。参考事例９ ヘルプカードについて市町村や障害者団体等において、災害時や日常生活の中で困ったときに、適切な対応を周りの人に知っていただくために作成されているものです。「ヘルプカード」の他に、「助けてカード」「ＳＯＳカード」などの名称で作成されています。

（千葉県資料を抜粋）
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対象者別の対応例（「災害時要援護者への災害対策推進のための指針」東京都作成 より引用）◆高齢者ねたきり等の要介護高齢者や認知症の人については、家族が留守の場合の緊急情報の入手方法を決めておく。◆視覚障害者携帯ラジオを準備しておく。周りの状況を知らせてくれる人を確保しておく。◆聴覚障害者災害時の連絡に必要な行政機関、病院、障害者団体等のファックス番号を確認しておく。手話通訳や要約筆記のできる人を確保しておく。筆記用具、書き消しが簡単な筆談用具、文字情報が受診できる携帯電話、インターネット、テレビ字幕つき放送、電話リレーサービスを準備しておく。◆言語障害者支援を受けるときのために備え、緊急連絡カード(「現在、どういう状況か教えてください」等の必要事項を記載したカード)を作成しておく。◆肢体不自由者緊急時の支援者を確保しておく。◆精神障害者緊急時に備え、かかりつけの医療機関、服用している薬品名、量等を記入したものを用意しておく。◆内部障害者かかりつけの医療機関、訪問看護ステーション、服用している薬品名、量等を記入したものを用意しておく。人工透析を受けている人は、かかりつけ医以外の医療機関への連絡方法を記入したものを用意しておく。在宅酸素療法をしている人は酸素供給業者、経管栄養を摂取している人は調剤薬局、ストーマを装着している人はストーマ装置の業者や販売店等の連絡先を確認しておく。◆知的障害者家族等の支援者が緊急時の対応について話し合っておく。◆難病患者吸引器などの医療機器を使用している人は医療機関、医療機器業者、訪問看護ステーション、保健所の連絡方法を確認し、個別の災害発生時の対応方策を決めておく。特殊な治療、投薬を受けている人は、治療内容を控えておく。◆乳幼児保育機関に子どもを預けている場合は、保育機関と災害時の連絡・引渡し方法を確認しておく。また母子健康手帳を携帯する。◆妊産婦体調に応じて、緊急時の支援者を確保しておく。また、母子健康手帳を携帯する。マタニティマークを携帯しておく。
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③外国人への対応

日本語理解が充分でない外国人については、情報弱者になりやすいため、災

害情報の提供については出来るだけ多言語で行ったり、日頃から通訳者の確保

に努めておくことが理想です。しかしながら、短時間に情報を多言語に翻訳し

て情報提供するのが困難な場合には、「ピクトグラム（図記号）」や「やさしい

日本語」で伝える方法もあります。参考事例 10 「ピクトグラム」（図記号）の例橿原市では、ピクトグラムを活用した市の洪水ハザードマップを作成したが、その際、災害時要援護者施設を表す記号を新たに作成し、マップに用いた。災害時要援護者施設を表す記号参考事例 11 「やさしい日本語」とは？「やさしい日本語」とは、普通の日本語より簡単で、外国人にもわかりやすい日本語のこと。阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本に来ていた多くの外国人も被災した。その中には、日本語も英語も充分に理解できず必要な情報を受けとることができない人もいたため、彼らが災害発生時に適切な行動を弘前市の「避難所誘導標識」（やさしい日本語とれるように考え出されたものである。 で「逃げるところ」と付記し、英語も併記）弘前大学の佐藤和之教授が下記 HPで紹介されている。
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/ej-top.html

(６)防災訓練・教育の実施

地域住民に対し、災害時要援護者の支援に関する知識や情報を周知するため

には、地域住民、防災市民組織、地元の警察・消防・医療機関・障害者団体(又

は関係団体)等と災害時要援護者が合同で、実際に救出訓練や避難訓練を行い、

防災訓練を体験する場を提供することが大切です。また、防災訓練には災害時

要援護者の参加を呼びかけるとともに、専門家・支援団体・当事者本人を講師

にして、障害の特性に応じた支援方法を住民が習得するように取り組むことも

大切です。

さらに、可能であれば、地域の社会福祉施設等が行う防災訓練に地域住民や

自主防災組織等が参加したり、災害時の相互応援協定を締結するなど、地域で

の協力体制づくりを進めることも望まれます。
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参考事例 12 子どもたちも主体的に参加する災害時要援護者避難訓練子どもたちに楽しみながら防災知識を身につけてもらうことを目的として、上牧町桜ヶ丘２丁目自治会では平成17年より、小学生を対象とした「子どもサバイバルキャンプ」を実施している。子どもサバイバルキャンプは、大地震の発生を想定して、町が指定する避難所にテントを設営し、水や電気、電話が使えないと仮定して一夜を過ごすというものである。消火器や災害時に使用する資機材を触ったり、バケツリレーや防災ビンゴ、箸やスプーン作り、ペットボトルを使ったランタン作りなど、イベントの中に様々な体験を織り交ぜている。学校（教育委員会）や消防署にも協力を頂いており、消防署員は資機材の取扱いや火の起こし方などを子どもたちに指導し、子どもたちに消防署を身近に感じてもらっている。平成 22 年には地域防災力の向上を図るため、災害時要援護者避難訓練と「子どもサバイバルキャンプ」を連携させ、子ども(小学校高学年)から大人までが主体的に参加する訓練として、実施している。→ 詳細は、巻末資料編を参照のこと
(７)災害時要援護者向け生活用品・食料等の準備

災害に備え、県の地域防災計画においても家庭で非常食を用意するよう努め

ることになっていますが、市町村において備蓄物資を検討する場合、食料品に

ついては、最近の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パンなど画一的

なものにならないよう、災害時要援護者に配慮した食料品の備蓄を検討する必

要があります。備蓄が困難な場合は、民間企業等との間に協定を結ぶなどによ

り、調達体制の整備を図ります。同様に、紙おむつやストーマ用具など災害時

要援護者に必要な生活用品等についても確保を図る必要があります。なお、大

災害時には輸送ルートの遮断等により、物資が直ぐに届かない恐れがある点に

も留意が必要です。また、アレルギー対応食や常備薬などの特殊ニーズについ

ては、災害時要援護者本人が出来るだけ自分で用意するように求めることも必

要です。更に、災害時要援護者に限りませんが、家庭で物資を備蓄する場合に

は、「ローリングストック法」(食べ回しながら非常食を備蓄する方法)による

物資確保が有効です。

市町村で物資を備蓄する場合は、学校、病院、老人保健福祉施設等との協定

締結等により備蓄場所の確保を図るとともに、保管場所を数カ所に分散させる

などの配慮が必要です。
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備蓄物資等の例＜食料品＞ 粥、流動食品、粉ミルク、離乳食、野菜ジュース、野菜スープ 等＜生活用品＞ 車イス、杖、老眼鏡、補聴器、紙おむつ、ストーマ用具、簡易トイレ等＜その他＞ ほ乳瓶、カセットコンロ、医薬品、衛生用品、ホワイトボード、パーティション 等参考事例 13考ローリングストック法による物資の備蓄ローリングストック法とは、例えば、3 年、5 年といった長期保存が効く缶詰や乾パンに代表される非常食を、その期間まで食べずに置いておくという考え方ではなく、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食が備蓄されているという、「食べ回しながら備蓄する」という方法。特別な保存食を用意することなく、普段の生活の中で無駄の無い備蓄が可能。★「ローリングストック法」の実践方法の例（図 1参照）通常、一般的な防災の知識としては、『非常食は最低 3日分用意しましょう』と奨励（奈良県地域防災計画では、１週間分を推奨している）。その考え方に従うと、家族の人数分の 1食分の食料を 3食× 3日分で 9食分用意する必要がある。今回紹介する「ローリングストック法」では通常 9 食のところ、もう一日分追加して
12 食分用意する。この 12食分の「非常食」を押し入れ等の中にしまっておかず、台所の引出し等、すぐ出して食べられる場所に備蓄する。そして、毎月家族で「非常食」を食べる日を決め（例えば、毎週第一日曜日など）、その日がきたら備蓄している 12食分のうち 1食分を食べるようにする。更に「非常食」を食べた日の週末あたりに、食べてしまった 1食分を買い足し、備蓄に加える。この月 1 回の「非常食ごはん」の日を繰り返していくと、丁度 1年で用意した非常食 12食分が全て入れ替わる。その結果、『非常食は 1年持てば十分』ということになり、ほとんどのレトルト食品は対象になる。そうすれば、家族それぞれの口に合った非常食を選ぶことができる。 （ＮＨＫ 備える防災 『非常食の新たな備蓄法「ローリングストック法」を実践する』より引用。下線部は奈良県で追記）


