
巻末資料    

１ 法的枠組み （栄養・食生活関係抜粋） 

１ 国の災害等に関する計画 ページ 

（１） 災害対策基本法  1･1～2 

（２） 災害救助法 1･3 

（３） 防災基本計画 1･4～6 

（４） 農林水産省防災業務計画 1･7～8 

（５） 厚生労働省防災業務計画 1･9～10 

（６） 防衛省防災業務計画 1･11 

（７） 文部科学省防災業務計画 1･11 

（８） 防災対策推進検討会議 最終報告  1･12 

  

２ 国の災害等に関する指針 ページ 

（１） 大規模災害における応急救助の指針について  2･1～3 

（２） 新型インフルエンザ対策ガイドライン 2･3～6 

（３） 新型インフルエンザ対策行動計画 2･7 

（４） 地域における行政栄養士業務の基本指針 2･7 

（５） 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 2･8 

     

３ 特定給食施設に関する法的枠組み   ページ 

（１） 特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について 3･1 

（２） 社会福祉施設における地震防災応急計画の作成について 3･2 

（３） 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 3･3 

（４） 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について 3･4 

（５） 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 3･4 

（６） 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について 3･4～5 

 

４ 山梨県の計画等   ページ 

（１） 山梨県地域防災計画  4･1～23 

（２） 第二次やまなし防災アクションプラン 4･24 

（３） 山梨県大規模災害時医療救護マニュアル 4･25～28 

（４） 山梨県学校防災指針 学校の防災対策編 4･29～34 

（５） 火災・災害・事故等の県への被害報告について（老人福祉施設関係） 4･35 

（６） 山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例 4･35～36 

（７） 災害等の県への被害報告について （障害福祉施設関係） 4･37 



 

２ 様式例      

（１）平常時様式例 

様式等 支援区分 使用者 様  式  例 

様式 1-1 県健康増進課 県健康増進課 健康増進課 平常時のセルフチェック表 

様式 1-2 保健所 保健所 保健所 平常時のセルフチェック表 

様式 1-3 市町村 市町村 市町村 平常時のセルフチェック表 

様式 1-4  市町村 備蓄食品内容把握表 

様式 1-5 市町村 市町村 炊き出施設状況把握表 

様式 1-6 保健所 保健所 

市町村 

食料供給先情報表 

様式 1-7 市町村 住民 自主防災組織・町内会・自治振興協議会等 平常時のセルフ

チェック表 

様式 1-8 市町村 住民 個人・家族 平常時のセルフチェック表 

 

（２）災害時様式例 

様式等 支援区分 使用者 様  式  例 

様式 2-1 本庁 

保健所 

保健所 

市町村 
管理栄養士等派遣要請書・派遣実績書 

様式 2-2 被災者 市町村 避難所受付名簿 

様式 2-3 被災者 市町村 被災住民状況把握票 

様式 2-4 被災者 県・保健所・

市町村 

被災地食生活状況把握票・要請票 

様式 2-5 市町村 

被災者 

県・保健所 

市町村 
在庫食品受払票 

様式 2-6 被災者 市町村 食料供給支援要請票・送付票 兼 納品把握票 

様式 2-7 被災者 市町村 配給食品チェック表 

様式 2-8 被災者 自衛隊・調理

従事者用 

炊き出し支援要請連絡表 

様式 2-9 被災者 調理従事者

用 

炊き出し時の衛生チェック表 

様式 2-10 被災者 市町村 食事状況調査票 

様式 2-11 被災者 市町村 被災者健康相談票  

様式 2-12 市町村 市町村 避難所栄養指導計画・報告 

 

 

  



 

（３）給食施設様式例 

様式等 支援区分 使用者 様  式  例 

給様式 0 給食施設 給食施設 給食施設 平常時のセルフチェック表 

給様式 1 給食施設 被災給食施設 被災状況チェック表 

給様式 2 給食施設 被災給食施設 喫食者及び職員現状確認一覧表 

給様式 3 給食施設 給食施設 備蓄品一覧表 

給様式 4 給食施設 被災給食施設 被災状況報告書 

給様式 5 給食施設 被災給食施設 災害時用給食日誌 

給様式 6 給食施設 被災給食施設 業者状況チェック表 

給様式 7 給食施設 保健所 給食施設台帳  

給様式 8 給食施設 保健所 給食施設における危機管理体制状況と保健所の給食施設

支援状況報告 

給様式 9 給食施設 市町村 

保健所 

災害時 給食施設被災状況及び支援計画一覧表 

給様式 10 給食施設 保健所 管内給食施設被災状況調べ 

給様式 11 給食施設 被災給食施設

市町村 

被災後にかかる給食施設調査票 

 

３ 提示資料例  

（１）平常時提示資料例 

教材 支援区分 教  材  名 

提示資料 1-1 住民用 災害時における食及び栄養問題 

提示資料 1-2 住民用 すぐに役立つ食の備え 

提示資料 1-3 住民用 いざという時に非常食になる食品 

提示資料 1-4 住民用 備えておきたい調理用具・調理器具 

別添 住民用 災害時の栄養管理・災害食レシピ集（山梨学院大学健康栄養学部） 

 

  



（２）被災時提示資料例 

提示資料 支援区分 教  材  名 

提示資料 2-1 避難者用 食札トリアージ 

提示資料 2-2 避難者用 食中毒に注意しましょう 

提示資料 2-3 避難者用 手をあらいましょう 

提示資料 2-4 避難者用 環境に配慮しましょう 

提示資料 2-5 避難者用 災害時の食事・水分摂取 

提示資料 2-6 避難者用 運動をしましょう 

提示資料 2-7 避難者用 妊婦、授乳婦、乳幼児の方へ 

提示資料 2-8 避難者用 高齢者の方へ 

提示資料 2-9 避難者用 食物アレルギーの方へ 

提示資料 2-10 避難者用 腎臓病の方へ（資料提供：原口内科・腎クリニック） 

提示資料 2-11 調理従事者用 配給食品の受入・配布時の注意点 

提示資料 2-12 調理従事者用 炊き出し施設の衛生管理ポイント 

提示資料 2-13 調理従事者用 手洗いの順序 

提示資料 2-14 調理従事者用 小規模避難所の献立例（資料提供：甲斐市役所） 

 

４ 参考資料 

（１）被災住民用 

様式等 支援区分 参考資料名 

参考資料 1 被災住民 避難所における食事提供に関する事務連絡の概要 

参考資料 2 被災住民 被災地への行政機関に従事する公衆衛生医師等の派遣について  

事務連絡 

参考資料 3 被災住民 避難所における食事提供の計画・評価のために当面の目標とする栄養

の参照量について 事務連絡 

参考資料 4 被災住民 避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施について 

参考資料 5 被災住民 栄養障害を示す身体徴候と補給すべき食品 

参考資料 6 被災住民 日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ） 

 

  

作成中 



（２）給食施設用 

様式等 支援区分 参考資料名 

給参考資料 1 給食施設 災害時の連絡・指示体制 

給参考資料 2 給食施設 職員配備体制 

給参考資料 3 給食施設 給食施設種別の備蓄量等 

給参考資料 4 給食施設 非常時献立例 

給参考資料 5 給食施設 非常時用献立例と作り方例 

給参考資料 6 給食施設 給食施設利用不可の場合のフローチャート 

給参考資料 7 給食施設 災害時要支援者用特殊食品例 

給参考資料 8 給食施設 特定給食施設巡回指導時の確認事項 

給参考資料 9 給食施設 給食施設ネットワーク構築事業フロー図 

給参考資料 10 給食施設 特定給食施設間相互支援マニュアル 

給参考資料 11 給食施設 健康危機発生時支援ネットワーク 

給参考資料 12 給食施設 物的被害、人的被害の対応先一覧 

給参考資料 13 給食施設 災害直後の給食施設の対応状況 

給参考資料 14 給食施設 災害時の給食施設支援体制(関係機関の役割) 

別添 給食施設 災害時特定給食施設等のためのマニュアル策定の手引き 

 

５ 平成２５年９月実施 市町村アンケート結果のまとめ・・・・・・・5･1～3 


