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女性
向け

入浴や洗濯が難しくなることで発生する身

体の汚れや匂い、生理など相談しづらい女

性ならではの悩み。少しでも辛い思いをせ

ず避難生活を送れるような備えをしておき

ましょう。

災害発生からライフライン復旧までに 1 週間以上、災害支援物資の到着まで

3 日以上、スーパーマーケットやコンビニでは 1 週間以上食料が手に入らない

ことが想定されます。そのため、水や食料を日頃から備えることが大切です。

災害時は不安定な心理状態やストレスなどから通常時と比較して犯罪発生率が 3 倍になると

いわれています。中でも、女性や子どもが被害に遭いやすい傾向に。自宅での居住が継続

できる状況であれば在宅避難を。在宅避難、避難所どちらの場合も防犯対策はしっかり行

いましょう。

在宅避難の場合

清潔な状態を保てないことは女性にとって大きなストレスになります。

そのような中では、デリケートゾーンの炎症や生理不順、膀胱炎といっ

た身体の不調を引き起こすことも。女性だからこそ備えておきたいグッ

ズのほか、災害時に増えるといわれている犯罪への対策も紹介します。

物資の受け取りやトイレ、シャワー

など、どこかに行く時は必ず家族

や友達、近所の人と行動しましょ

う。また、トイレやシャワーを使

う前は必ず周りを見渡して不審な

人がいないかの確認を。

被災時の厳しい環境下

では、不眠や生理不順、

更年期障害などが悪化し

てしまうことも。ストレッ

チやマッサージなどで血

行を良くしたり、アロマ

テラピーなどでリラックス

したり、不調を和らげる

知恵をストックしておきま

しょう。

もしも昼間に大地震が起きて帰宅困

難になった場合を想定し、徒歩帰宅

や一時的な避難に備えて必要な防災

グッズを職場に備えておきましょう。

【備える】
古いものは左、新しいものは右に置くなど

位置を決めて保管を。地震が起きた際に

棚から落ちてこないかの注意も忘れずに。

【食べる】
賞味期限の近いものから順番に消

費。1 カ月に 1 ～ 2 回程度、日を決

めて備蓄食品で献立を作るのも◎

【補充する】
消費した分の食料を買い足して

補充。普段の買い物の範囲で

できる分だけでOK。

災害時は停電していることが多い

ため、夜道を一人で歩くことはとて

も危険です。また、避難所で夜に

トイレに行く際は必ず安心できる

人に付き添ってもらいましょう。

災害時の不安な心理につけこんだ

犯罪も。宅配便やガス・水道点検

などを装った強盗や性犯罪に注意

しましょう。親切な申し出もその場

で判断せず、連絡先を教えてもら

うなど慎重に対応を。

長袖・長ズボンを着用し、長い髪はまとめて

帽子に入れるなど、パッと見て“女性”だと

分かりにくい工夫を。ピンクなどの明るい色

を避け、地味な色を選ぶこともポイント。

タンパク質や食物繊維が豊富。 タンパク質・ミネラル・カル

シウムなどを含みます。 タンパク質・ビタミン・ミネラル・食物

繊維がたっぷり。

ビタミンやミネラルの補給に。 タンパク質の補充や鉄分摂取に。
ビタミンや食物繊維が多く低カロリー。

炭水化物、糖質、ビタミンC、

食物繊維などが豊富。

カップ付きインナー
一見下着だと分かりづらいた

め、共同生活でも洗濯しやす

いのが魅力。

化粧水・乳液・

メイク落としシート

などのコスメ
肌の乾燥が大きなストレス

になることも。自分に必要

なものを用意して。 パンティライナー
下着の取り替えや洗濯がで

きない時の汚れ防止に。

ビデ
デリケートゾーンを清

潔に保てます。

サニタリーショーツ・

生理用品
日頃から使い慣れているも

のを。中身が見えないゴミ

袋の用意も。

ドライフルーツ・

栄養補助食品
栄養の偏りによる口内

炎や貧血予防に。

お湯で

調理できるもの
カップラーメンやフリー

ズドライのスープなど。

水だけで

食べられるもの
乾燥わかめや市販の水

でもどす非常食品など。

お気に入りの

おやつ
被災時のストレス

緩和に。

すぐ

食べられるもの
缶詰や温め不要のレ

トルトなど。

長袖のシャツ・ボトム
肌の露出を少なくしてケガや

防犯対策に。

スニーカー・靴下
足元のケガの防止や、

冷え対策に。

一人で行動しない

夜道や夜のトイレに注意

食料備蓄が必要なのはなぜ？

突然の訪問者を家に入れない

安全重視の服装を

基本の防災グッズ
にプラス！

避難所・在宅避難での

防 犯 対 策

髪留め
髪が洗えない時はヘアゴ

ムやバンダナでまとめて

すっきりと。

ローリングストックを始めよう！

備蓄におすすめの食料

災害時は栄養バランスが偏り、体調不良を

引き起こすことも。栄養価の高い昔ながら

の食材「まごわやさしい」を備えて。

栄養が摂れる
食材の備蓄も大切！

ま 豆類

や 野菜 さ 魚 し しいたけなどの
きのこ類

い いも類

ご ごま わ わかめなどの
海藻類

ローリング
ストック

食べながら備える

「ローリングストック（循環備蓄）」とは、日常生活に食料備蓄を取り入れる方法のこと。普段の買い物で

少し多めに食品を購入し、期限の近いものから消費。使った分を補充することで、常に備蓄品の鮮度を保

ちつつ、一定量の食料が備蓄できます。そのため、避難生活でも食べ慣れた食事をとることができます。

●カセットコンロ・ガスボンベ

電気・ガスが止まっても温かい食事がとれます。

ガスボンベは 1 人 1日 1 本程度が目安。

●キッチンバサミ・ピーラー

雑菌がつきやすいまな板を使わず調理が可能。

●鍋・フライパン・やかん

お湯を沸かしたり料理をしたり、調理の必需品。

●食品用ポリ袋

手袋やボウルの代わりに大活躍。湯せん調理にも。

ポリ袋は必ず食品用の「高密度ポリエチレン」を使い

ましょう。

●ラップ

お皿に敷くと洗い物が減り水の節約に。おにぎりなど

も直接手で触れずに衛生的に作ることができます。

●アルミホイル

お皿や落としぶたなど簡単な調理器具に変身。

●クッキングシート

鍋やフライパンの焦げ付き防止に。

●キッチンペーパー

ふきんやタオルの代わりに使えます。

家族の人数分

×最低 3 日分

を蓄えましょう

アロマ・

エッセンシャルオイル
マスクに垂らすだけで体臭や

生活臭など匂いのストレスを

軽減。リラックス効果も。

わかめ

にぼし

あると便利なアイテム
これも備えておきたい

ドライフルーツ

いつもの暮らしにプラス！体や心をラクにする
方法を身に付けておく

職場にも防災グッズを
常備しておく

ストレッチや腹式呼吸を

習慣にしておくのも◎！

ホイッスル・

防犯ブザー
犯罪から身を守る

ために携帯を。
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備蓄レシピ
世代別おすすめレシピ

やさいぼーる

枝豆コーンご飯

キャベツの梅和え

具だくさんみそ汁

menu

menu

menu

menu

プレ栄養士が考える

岐阜市立女子短期大学 食物栄養学科の長屋ゼミに所属する学生

たちが、災害時に備えたバランスの良い食生活の提案として、食

べながら食料を備蓄するローリングストックを日常に取り入れて

ほしいとレシピを考案。開発までの想いや作り方をご紹介します。
わたしたちが考えました♫

●被災経験から学ぶ「食の備蓄」

　日本では今後も地震災害が起きると想定されていますが、東

日本大震災の被災地では健康維持に必要な栄養素が不足しまし

た（下部コラム参照）。被災直後は、パンやおにぎり、菓子な

どのエネルギーを確保する支援物資が優先して支給されるため、

エネルギーは比較的早い段階から必要量を確保できます。しか

し、野菜や果物といったミネラルやビタミンを含む食品は不足

しがちになり、免疫力や体力低下の原因となる低栄養状態を引

き起こしかねません。そのため、備蓄食や被災時の食事の見直

しが不可欠であり、必要な栄養素を摂取できる備蓄方法を地域

の方々に提案できないかと考えたのが始まりです。

●備蓄しながら野菜不足解消？！

　岐阜県健康福祉部保健医療課の調査では、岐阜県民一日あた

りの野菜摂取量は目標値を下回り、特に 20 ～ 40 代女性が野

菜不足であることが分かっています（右グラフ参照）。つまり被

災時だけでなく、日頃から積極的に野菜を摂る必要があります。

そこで、岐阜で採れる野菜を使った備蓄レシピを開発すること

にしました。

　特徴としては、「乳幼児」「子ども」「高齢者」「一人暮らしの

女性」というライフステージごとに必要な栄養や、調理形態を

考慮したことです。例えば乳幼児には離乳食、高齢者の方には

脱水症予防に水分を意識したメニューなど、大学で培った知識

を活かしてレシピを作成しました。また、日持ちする野菜や乾物、

缶詰などを利用することで不足しがちな野菜や栄養素を摂取で

きるように工夫を凝らしました。

●おすすめはパッククッキング

　ライフラインが復旧するまでは、カセットコンロを使い、ポリ

袋に食材を入れて湯せんで火を通す調理法「パッククッキング」

が便利です。ですが、慣れない調理はいざというときに不安に

なることもあるので、実際に挑戦しやすいようにパッククッキ

ングのやり方が分かる動画も制作しました。

●プレ栄養士の想い

　最も大切なことは備蓄しておくだけでなく、ローリングストッ

クの基本である“期限の近いものから食べて、使った分だけ補

充する”ということを習慣にすることです。それには日頃からス

トックした食材に食べ慣れておく、作ってみる、ということが

大切です。

　食事は生きる活力を生み出してくれます。温かさや香り、食

感も考えることでさらに美味しくなったり、バランスを考えた食

事で栄養を補えたり。もしも災害が起こった場合でも、少しで

も健やかな生活が送っていただけるように。このレシピが地域

の皆さんにとって、食の備蓄をもっと明るく前向きに捉え、楽

しんでもらえるきっかけになると嬉しいです。

災害時の栄養不足について

災害時にはおにぎりやパン、カップ麺といった炭水化物の

支給が中心となり、野菜や肉、魚、乳製品などの生鮮食品

が手に入りにくくなります。そのため、タンパク質やビタミ

ン、ミネラル、食物繊維といった栄養素が不足し、便秘や

口内炎などの体調不良を引き起こしてしまう可能性も。炭

水化物はエネルギー源として重要ですが、長期化する避難

生活に備え、日頃から日持ちする野菜や野菜ジュース、魚

介や肉類の缶詰など、栄養素を考えた食品を多めに買い置

きしておくことが大切です。

避難所の食事の栄養充足率
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率
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●材料
　 （離乳完了期 1 食分）

・ お好みの野菜…50g

　 （カボチャやジャガイモ、

ニンジン＋サツマイモが

おすすめです） 

●材料（1人分）

・ 玉ねぎ…1/4 個

・ 切り干し大根（乾燥）

　…1 つまみ

・ わかめ（乾燥）…小さじ 1

・ 卵…1 個

・水…150ml

・ 【みそ玉】

　みそ…小さじ1

　和風だし（顆粒）…小さじ1/5

●材料（2 人分）

・ 米…1 合

・水…200ml

・昆布…3cm

・塩…少々

・コーン…大さじ 2

・枝豆…大さじ 2

●材料（1人分）

・ キャベツの葉…1 枚

・ 梅干し…1/2 個

・ ゴマ…1 つまみ

●作り方
① 野菜の皮を剥き、小さく切ってポリ袋に入

れる。ポリ袋の空気を抜き、口をしばる。

②沸騰した鍋に①を入れて野菜をゆでる。

③ 手でつぶせる硬さになったら鍋から取り出

し、ポリ袋に入れたままスプーンで野菜を

つぶす。

④つぶした野菜をラップに包んで丸める。

●作り方
① 薄切りにした玉ねぎ、切り干し大根、乾燥わか

めをポリ袋に入れる。

②別のポリ袋に卵を割り入れる。

③ それぞれ空気を抜いて口をしばり、水を注いだ

鍋に入れる。

④沸騰したら火を弱め、さらに5分加熱する。

⑤器に取り出し、【みそ玉】を入れ、鍋のお湯を注ぐ。

●作り方
① ポリ袋に米、水、昆布、塩を入れ、20分浸水させる。

②①にコーン、枝豆を入れ、ポリ袋の空気を抜く。

③ ポリ袋の口をしばり、沸騰した鍋に入れる。

④ 再沸騰したら弱めの中火～弱火にし、15～20分煮る。

⑤ 鍋をコンロから外し、10分予熱で蒸らしたら混ぜ合わ

せる。

●作り方
① キャベツを一口大に手でちぎり、ポリ袋に入れる。ポリ袋

の空気を抜き、口をしばる。

② 沸騰した鍋に①を入れて蓋をして、弱火で20分ゆでる。

③ 鍋から取り出して粗熱を取ったら、ポリ袋の上からキャ

ベツを軽く絞り水気を取る。

④ ③に梅干しとゴマを入れ、軽く揉みながら混ぜ合わせる。

日持ちする野菜を上手く利用して離乳食を

作りましょう。また、生後 9カ月以降の赤ちゃ

んに多い貧血を予防するため、鉄分が豊富

なレーズンを入れても◎。そのほか、タンパ

ク質を多く含むツナなどもおすすめです。

※写真は4食分です。
　いろいろな野菜を
　使用しています

高齢者は脱水症や熱中症にな

りやすいため、こまめな水分補

給が必要です。汁物ならしっか

り水分を摂ることができます。

また、卵は別のポリ袋で調理

するため、好みの固さやアレル

ギーに対応できます。

point

避難生活ではごみ問題も深刻に

なります。調理時に生ごみが出

ないよう、さやから取り出した

枝豆を冷凍保存しておくと便利

です。また、子どもと防災ピク

ニックを行うなど、普段から非

常食に慣れておくことも大切。

point

ビタミンＣやＫが豊富なキャベ

ツを保存する場合、芯をくり抜

いておくのがおすすめです。ま

た、梅干しには疲労回復効果や

食中毒の予防が期待できます。

常温でも日持ちするため、備蓄

食料にぴったりです。

point

point

presented by

岐阜市立
女子短期大学

長屋ゼミ

乳幼児
向け

高齢者
向け

一人暮らしの
女性 向け

子育て世代
向け

参考：避難所食事状況・栄養関連ニーズ調査結果（宮城県保健福祉部）

　　　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（厚生労働省）

レシピの手順や調理法などを

動画でチェック！

もしもの時のための備蓄レシピで、
地域の人を守りたい。

パッククッキングに使うポリ袋は、

必ず食品用の「高密度ポリエチレン」
を使いましょう。

岐阜県民1日あたりの野菜摂取量（世代別）

0

50

100

150

200

250

300

350

20歳代 30～40歳代 50～60歳代 70歳以上

目  標

238.0

187.0

279.5

232.5

286.0 275.0
294.5

275.0

女性男性

（g）

参考：ぎふの健康・食生活の状況 ～平成 28 年度県民栄養調査結果～


