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フェーズ

被災者の生命危険を取り除くことが最優先の段階。

地域の助け合い、専門機関の活動が中心。救命、救出活動や命を

つなぐために必要なものを最低限揃えることが重要

被災者を最低限の生活ができる状態にする避難〜避難所生活の段階。

日常生活用品、避難所の共同生活環境を整えるもの、心身の健康を

保つためのものから、復旧作業に必要となるものまで種類が増える

最低限のインフラを機能させる応急仮設住宅の段階。

被災者への公的な支援物資の支給が終了する。

復興計画を元に復興事業が本格的に始動する

リソース カテゴリー 避難時期 避難所生活 応急仮設住宅

水・飲料
まずは最低限の水の確保が重要

□水

栄養面の配慮、精神面を落ち着かせる嗜好品など

□お茶　□清涼飲料水（ジュース類）　□コーヒー

上水道が復旧していないケースでは水を配給

調理や器具がなくても食べられるもの

□缶詰（主食・副食）　□乾燥米　□乾パン　□インスタント食品　□レトルト食品

※要アレルギー対応、高齢者対応　□乳幼児調整粉乳（使い捨て哺乳瓶）　　□離乳食

栄養面から生鮮品も必要となるが保存方法の検討が必要

□精米　□生鮮食品　□菓子・ビスケット　□みそ　□調味料　□ふりかけ類　□栄養補助食品

□他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

後方支援拠点、自炊可能な場所では炊き出しが始まる

□米　□塩

救援要請、被害伝達、情報収集のために使うもの

□衛星電話　□無線機　□受令機　□ラジオ／ラジカセ　□カメラ　□延長コードドラム　□電池

被災者自身が安否連絡したり、情報を収集するためのもの

□電話機　□携帯充電器　□アンテナ　□テレビ

救援活動を行うための地域情報

□地図　□自治体データ（　　　　　　　　　　　　　　）　□リソースリスト

被災状況、安否確認、復興計画などに必要なデータ

□自治体データ（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□住民基本台帳

情報の受発信、記録のためのもの

□パソコン　□プリンター　□周辺機器　□録画機器　□延長コード　□掲示ボード　□紙類

□筆記用具

避難・救援

応急復旧

避難・救護や簡易の応急復旧活動のための装備品

□ヘルメット　□ヘッドライト　□安全長靴　□ゴム手袋　□革手袋　□軍手　□防煙防塵マスク

□ロープ　□担架　□工具セット　□毛布　□ブルーシート

作業ボランティアにも推奨された装備品

□作業着　□雨合羽　□長靴　□踏み抜き防止インソール　□ゴーグル

ライフラインが途絶した環境でも明かりや暖をとるもの

□懐中電灯　□電池　□ランタン　□毛布　□アルミブランケット　□カイロ　□ローソク

□ライター　□暖房器／扇風機

避難所生活に必要なもの

□マットレス　□布団セット　□間仕切り　□カーペット　□断熱材□電球　□時計　□うちわ

仮設住宅生活入居時に必要な家電、生活道具

□寝具（ふとん　毛布　まくら　シーツ）　□家具（タンス　机）

□家電（冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン）　□台所用品

□食器　□衛生用品

何かと活用できるもの

□ポリタンク　□タオル　□バケツ　□ぞうきん　□手持ち袋　□ポリ袋　□ゴミ袋　□ガムテープ

□マジック　□カッター　□はさみ

身だしなみを整えるもの、日常生活に使うもの

□鏡　□ブラシ　□予備めがね　□コンタクトレンズ　□化粧品　□ドライヤー　□ヘヤブラシ

□洗剤　□洗濯用品　□安全ピン

欠かせない衛生用品

□簡易トイレ　□子ども用おむつ　□大人用おむつ　□介護用手袋　□生理用品　□おりもの

シート　□コンタクトレンズ洗浄液　□入れ歯洗浄剤　□歯ブラシ　□歯磨き粉　□石けん

衛生を保つためのもの

□手洗い消毒アルコール　□うがい薬　□爪切り　□毛抜き　□耳かき　□消石灰　□消臭剤

□殺虫剤

ライフラインが途絶しても最低限の衛生を保つもの、応急手当品

□マスク　□消毒薬　□ウエットティッシュ　□ティッシュ　□トイレットペーパー　□アルコール　□

ドライシャンプー　□包帯　□三角巾　□ガーゼ（滅菌）　□脱脂綿　□体温計　□熱さまシート

□絆創膏

健康を保つもの

□風邪薬　□胃腸薬　□浣腸薬　□湿布　□健康器具　□血圧計　□体重計

衣料

着替えや季節に合わせた防寒、防雨

□肌着　□防寒着　□靴下　□靴　□レインコート

被災状況により多くの衣類が必要となる

□衣類　□室内履き

炊き出し用の器具

□かま　□鍋　□やかん　□フライパン　□カセットコンロ　□まな板　□包丁　□調理用具

□魔法瓶

使い捨て可能な食器類

□紙コップ　□紙皿　□割り箸　□哺乳瓶（使い捨てタイプ）　□ラップ

食事の配給や保存に必要なもの

□トレー　□ビニール手袋　□スプーン　□フォーク　□アルミホイル

燃料

車両用の燃料、冬季であれば暖房用の燃料

□ガソリン　□軽油　□プロパン　□灯油　□カセットボンベ　□重油　□ガソリンタンク

避難所の運営オフィス空間に必要な事務機器、道具

□机　□イス　□ホワイトボード　□メガホン　□腕章　□許可書類

□模造紙　□メモ　□テープ　□文房具

生活再建準備品

避難所などを清掃するもの

□ほうき　□ちりとり　□トイレ用品　□もっぷ　□たわし　□ぞうきん

事業再建準備品

乳幼児用品

□哺乳瓶　□洗浄器具　□専用消毒液　□搾乳器　□お尻ふきシート　□おもちゃ

□絵本　□ベビーカー

コミュニティ再建準備品

学用品

□教科書　□ランドセル　□通学カバン　□ノート　□筆記用具

□道具類　□制服　□体操着　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

必需品だが詳細リストを上げづらいもの

□高齢者介護用品　□身障者介護用品　□車イス　□ペット用品

初期消火用

□可動式動力ポンプ　□散水装置　□防火水槽　□スタンドパイプ　□ホース　□格納器具一式

□街灯用消化器　□防火衣　□水バケツ　□防火井戸

早急の設置が求められるもの

□仮設トイレ　□仮設水道　□仮設手洗い　□仮設風呂　□仮設ハウス　□洗濯機

水防用

□救命ボート　□救命胴衣　□防水シート　□シャベル　□つるはし　□スコップ　□ロープ

□かけや　□くい　□土嚢袋　□ゴム手袋

復旧復興工事に使用するもの

□建設機械　□建設資材

救出用

□バール　□はしご　□のこぎり　□スコップ　□なた　□ジャッキ　□ペンチ　□ハンマー

□ロープ　□チェンソー　□エンジンカッター　□チェーンブロック　□油圧式救助器具

□可動式ウインチ

救護用

□担架　□救急箱　□テント　□簡易ベット

避難所・避難用

□発電機　□警報器具　□携帯用投光機　□標識板　□標旗　□強力ライト　□給水タンク

□緊急用ろ水装置　□寝袋　□組み立て式シャワー　□リヤカー

モノ（車両） 車両

救出救命、情報収集活動、ライフラインの代替手段車両など

□緊急車両（救助工作車、救急車、消防車）　□ヘリコプター　□作業車（重機、トラック）

□特殊車両（給水車、照明車、電源車、除雪車）等

避難所の運営、物資や燃料輸送、復旧工事、被災者の足などさまざま

□衛生車　□移動用バス　□廃棄物処理車　□運搬車　□建設車両　□タンクローリー

□軽トラック　□バイク　等

被災者自身の日常生活に必要な移動手段

□一般車　□自転車

救命救出・医療

□消防　□警察　□自衛隊　　□※災害救助犬　□医師□　救急救命士　□看護師 □歯科医師　□歯科衛生士　□助産師　□精神科医　□放射線技師　□作業療法士

□薬剤師

情報・調整・案内 □行政　□地域内ボランティア □行政（支援）　□ボランティア（情報収集／発信、記録）

安否確認
□行政　□警察

避難所開設など行政業務

□行政　□地域内ボランティア

罹災証明書等の各種書類の発行など

□行政（支援）

生活再建、事業再建を相談する専門家

□弁護士　□弁理士　□行政書士　□中小企業診断士

□ボランティア（生活再建・コミュニティ再建・事業再建支援）

被災者の心身のケア、高齢者、乳幼児、身障者、外国人に特化したサポートなど

□保健師　□心理カウンセラー　□障害者相談支援員　□介護福祉士　□管理栄養士／栄養士

□臨床心理士　□整体師　□美容師　□理容師　□獣医師　□通訳　□手話通訳者

□児童福祉司　□児童心理司　□スクールカウンセラー

□ボランティア（物資調達・仕分け・配送、炊き出し、マッサージ、足湯、理髪、健康体操、子ども

の遊び相手、イベント開催、学習支援、入浴支援、、漂着物収集、写真洗浄・復元等）

復旧復興

実施可能な復旧作業に着手

□行政　□特殊車両操作資格保有者

復興に向けた調査など

□行政（支援）　□土地家屋調査士　□被災建築物(宅地）応急危険度判定士　□建築士

□測量士　□学芸員　□ボランティア（家屋整理、廃棄物運搬）

被災地

□避難所　□ヘリポート　□医療設備 □現地対策本部（関係機関仮出張所含む）　□物流倉庫　□応急仮設住宅用地

□仮設商店や事業所用地

後方支援 □支援本部　□活動拠点スペース（空間、施設）　□医療設備　□避難受け入れ施設 □支援活動者宿泊スペース（トイレ、入浴）　□駐車スペース　□物流倉庫 復興計画の計画用地

モノ（物資）

食料

リソース・マトリックス

この表は、大きな被害を及ぼす自然災害が発生した際に、いつどのようなリソ－ス（物品，機材，人材など）が必要になるかを整理したものです。

例えば、このような使い方が可能です．

  ●被災地と連絡が取れない場合や被災地の状況がつかめない場合でも，被災地が必要とするリソ－スを速やかに持ち込むことができる

  ●災害が発生した時点で，地域の行政、NPO、民間企業がどのリソ－スを確保するのかを、平常時にあらかじめ話し合っておくことができる

このリストは、地域の実情や経験に応じて、修正、追加していくことを想定しています。

フェーズ①

救出・救命期

フェーズ②

救護期

フェーズ③

　応急復旧期

情報

生活用品

炊き出し

ハード

（空間設備）

医療　衛生

その他

モノ（資機材）

救援／

応急復旧

ヒト（人材）

被災者支援

（行政支援）
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千葉県市川市 静岡県袋井市

災害協定区分

飲料 利根コカコーラボトリング、千葉県ヤクルト販売、伊藤園 大塚製薬袋井工場、コニカミノルタケミカル静岡営業所

食料品

山口製パン、フジパン千葉工場、山崎製パン松戸工場、市米穀小売商組合連合会、門田

商店、市地方卸売市場関連事業者組合、長印市川青果、ふじたけ味噌醸造所、長崎屋

食料品、衣料品、家庭雑

貨等＝生活用品全般

寝具 レンティ、フクシン

燃料供給

JX日鉱日石エネルギー、ビューテックローリー、市燃料販売同業組合、県LPガス協会市

川支部、県石油商業協同組合市川支部

県石油業協同組合袋井支部福油会、県プロパンガス協会西部支部袋井地区

浴場施設 楽天地天然温泉法典の湯

建設資機材 アクティオ、内宮運輸機工、エムオーテック

コマツレンタル、太陽建機レンタル、大興産業、滝富工業、袋井電設会、市水道事業協同

組合

物資輸送

県トラック協会市川支部、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合県支部、市川市行徳漁業

協同組合、南行徳漁業協同組合、エム・ジー・マリーン、東京パワーボートセンター、海

遊、市川港開発協議会

県トラック協会中遠支部

救援救護、救出救助

市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、県接骨師会市川浦安支部、市川浦安獣医師

会、NPO法人日本救助犬協会

磐周医師会、市医師会、磐周歯科医師会、薬剤師

情報（収集、発信） 京葉・西部地区タクシー運営委員会、市川エフエム、いちかわケーブルネットワーク 市アマチュア無線クラブ、FMHaro、袋井交通タクシー、袋井タクシー、森町タクシー

応急措置、ごみ・し尿

京葉建設業協同組合、市川電業協同組合、市川造園建設業協同組合、市清掃業協同組

合、市清掃公社、市浄化槽清掃協力会、市資源回収協同組合、市教育委員会（ごみ堆積

場）、市農業協同組合

市建設事業協同組合、浅羽町建設事業協同組合、【し尿処理】フクエイ、袋井清掃、【応急

危険度判定】県建築士会中遠支部

外国人、遺体確認 市国際交流協会、全日本冠婚葬祭互助協会、千葉中央葬祭業協同組合

木材・仮設住宅 市川浦安木材組合、千葉土建一般労働組合市川支部 袋井建築工業組合

リソース・リスト

この表は、災害時に必要となるリソースを誰が持っているか、誰が確保するのかを表すために制作されています。記入例は、この分野で先進的な取り組みを行って

いる二つの市が民間企業と締結している災害支援協定を参考に作成しています。各地域で、行政、NPO、民間企業が集まって話し合ってこのリストを制作していた

だくことを想定しています。平常時の話し合いが、災害時に直ちに行動できるネットワークにつながります。

リソースリスト記入例

主体名称（災害時支援協定締結事業者）

避難場所・避難所

【一般】千葉商科大学、日出学園、市川学園、平田学園、昭和学院、和洋学園、奥野木学園、県立

市川工業高校、県立国府台高校、県立国分高校、県立行徳高校、県立市川東高校、県立市川南

高校、県立市川昴高校、ニッケコルトンプラザ、イオン市川妙典店・妙典タウンセンター、市文化振

興財団（市文化会館）、【要介護】社会福祉法人慶美会、市川会、市川朝日会、松濤会、幸志会、医

療法人社団葵会、恵隆会、寿光会、静和会、泰正会、哺育会、【津波避難】ホームセンターコーナン

市川原木店、ユニディ千鳥店、【帰宅困難者支援】ゴールドジム行徳千葉、ジェイホテル、スーパー

ホテル市川妙典駅前、妙典センタービル、山崎製パン企業年金基金会館

【一般】県立袋井高校、県立袋井商業高校、静岡理工科大学、静岡カントリー袋井コース、

県立袋井養護学校、小笠山総合運動公園、県温室農業協同組合クラウンメロン支所、【養

護】明和会袋井学園、明和会あきば寮、明和会明和苑、紅葉会萩の花、紅葉会ケアハウス

紅紫萩、デンマーク牧場福祉会ディアコニア、萬松会萬松の里、三宝会紫雲の園、【避難

所運営】シビックフォース、【エアテント】NPOピースウイングジャパン

市川ビル商店会、生活協同組合千葉

コープ、ダイエー

袋井市内小売店会、浅羽町商工会、遠州中央

農業協同組合袋井支店、イオン中部カンパ

ニー静岡支部
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