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大阪市立大学 都市防災教育研究センター
（CERD）
と
兵庫県立大学 防災教育研究センターとの連携協定を締結しました。
大阪市立大学 都市防災教育研究センターと兵庫県立大学 防災教育研究センター
は、
相互の連携を強化し、
地域の安全と安心に資する地域密着型の防災・減災の教育
研究拠点形成を目的とした連携協定を、
2016年9月26日に締結しました。
本協定締結により、
都市を基盤とした
「いのちを守る都市づくり」
による災害知の社会実
装を展開する 大阪市立大学 都市防災教育研究センター と、
阪神・淡路大震災から
の復旧・復興など兵庫県が培ってきたノウハウ等を発展的に継承し、
地域や社会に貢
献できる人材の育成を目指した防災教育を推進する 兵庫県立大学 防災教育研究セ
ンター は、
文理融合の組織体制を以て、
自然災害に対する防災・減災の研究・教育活
動をより一層推進してまいります。
また、
地域密着型の防災・減災連携拠点を形成すると
ともに、
コミュニティ防災力の促進強化を目指します。
具体的には、
コミュニティ防災教室
の共同実施やワークブックの共同制作などに着手する予定です。

本協定に基づく連携・協力内容は右の通りです。

1．共同研究、防災・減災教育、人材交流、学術交流等の研究協力に関すること
2．地域振興に関すること
3．人材育成に関すること
4．その他両機関が本協定の目的を達成するために必要と認めて合意した事項

日本赤十字社の2016年8月の救命実習2件と大阪府立大学 学生の参加について
2016年8月に日本赤十字社大阪府支部が、
本学で2件の救命実習を実施し、
本学学生も
「地
域再生
（CR）
」
副専攻科目の授業の一環として参加しました。

１．着衣泳法の実習について
8月11日
（木・祝）
に本学プールで、
「親子で体験！着衣泳」
を実施しました。午前・午後の2
部制の講習に全35組70名の親子にご参加いただきました。
日本赤十字社は、楽しいはずの
水辺の遊びを悲しい思い出にしないため、事故防止をテーマに
「着衣泳」
について広く普及
することを目指しています。
CR副専攻の
「アゴラセミナーⅠＢ
（地域スポーツ振興）
」
の受講生が、
プールサイドで実習に使用
する用具準備、
会場案内、
記録作成等を行いました。

２．心肺蘇生の実習について
8月21日
（日）
に本学体育館で、
「親子で学ぼう
！心肺蘇生」
を実施しました。午前・午後の2
部制の講習には全54組123名の親子にご参加いただきました。
日本赤十字社は、心肺蘇生
とAEDの使用方法を普及しています。
CR副専攻の
「地域活動演習」
の受講生が、簡易の救急蘇生セットを使用して
「胸骨圧
迫」
の要領を練習し、不規則になった心臓の動きをもとに戻すためにAEDの電気ショックが
有効であるため、訓練用の人形で使用方法を確認しました。
CR副専攻は、地域の課題解決に取り組む人材育成をテーマに教育活動を進めていま
す。防災・救命の分野も重要な1つで、今後も日本赤十字社との連携を深める予定です。
上記2科目の代表教員は、地域連携研究機構 山本 章雄 教授です。
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「災害時を想定した食料備蓄を考える」
大阪市立大学大学院

生活科学研究科 食・健康科学講座

公衆栄養学

由田 克士（よした かつし）

近年、大規模な地震や自然災害が発生しています。
このような際にも、私たちは命や健康を守るため、可能な限り適切な食事を行わなければなりません。
し
かし、何をどれだけどのようにして備えておけば良いのでしょうか。
ここでは、災害時を想定した食料備蓄について考えてみたいと思います。

１．食料の備蓄状況とその必要性を考える
厚生労働省が、
2011年秋に実施した国民健康・栄養調査の結果によりますと、
災害時に備えて何らかの非常用食料を用意している世帯の割合は、
全国平均
で47.4％と半数にも満たないことがわかりました。
また、
地域ブロック別に見ると、
東海や関東では60％を超えているものの、
中国や九州では30％に満たず、
地域ブ
ロック間にかなりの違いがあることも明らかとなりました。食事の欠食や偏りは私たちの心や健康をおびやかします。例えば、
食事を摂ることができなければ、
空腹
そのものがストレスとなります。
また、
身体の調子を整えるビタミンやミネラルの不足が生じると、
抵抗力が下がり、
感染症の発症のリスクが増したり、
疾患の悪化にも
繋がります。
さらに、
一定期間以上の欠食や食事の偏りは、
栄養素の欠乏症だけではなく、
生命の維持にも重大な悪影響を与えます。
このため、
私たちは大規模
な地震や自然災害に備えるため、
必要な水や食料を備えておく必要があるのです。
自宅には十分な水や食料は備蓄されているでしょうか。
また、
職場、
学校、
近所
や周辺に水や食料は備蓄されていますか。
さらに現在居住している市区町村には、
水や食料がどこにどれだけ備蓄されているのか知っていますか。

２．食料備蓄のための3つの立場や視点
水や食料の備蓄･確保をする際には、
大きく３つの立場や視点で対応することが望まれます。
まずは自助です。
自分自身で備蓄することであり最も確実な対応
であると位置づけられます。次は共助です。近所や町内会あるいは職場単位で備蓄するもので、
適正に対応できれば、
自助に加え、
安全性や確実性はより向上
すると考えられます。
さらに公助つまり行政によるに備蓄です。行政機関では一定量の水や食料を確保していますが、
例えば、
必ずしも十分な量が確保できてい
ない場合や、
発災により道路が寸断されるなどした場合は、
短時間で必要な水や食料が届く保障はどこにもありません。
このため、
公助をあまり過信しないことが
望まれます。
また、
水や食料の備蓄日数ですが、
将来の発生が指摘されている南海トラフ地震に備えるためには、
７日分の備蓄が望ましいとされています。

３．何をどれだけ準備しておくのか
それでは、
何をどれだけ準備しておけば良いのでしょうか。私た
ち人間が健康に生きる続けるためには、
たんぱく質、脂質、炭水
化物、
ビタミン、
ミネラルの５種類の栄養素と水の摂取が必要で
す。
したがって、乾パンやアルファ化米など、
ひとつの食品のみを
多量に備蓄し、食べ続けることは望ましくありません。例え災害時
の備蓄食品であっても、
栄養素のバランスを考慮して準備してお
くことが大切です。
この際、参考にして頂きたいのは、
日本食の基本である主食、
主菜、副菜を揃えると自然に望ましいバランスが得られるというこ
とです。例えば、主食に相当するものとして、乾パン、
アルファ化
米、
パック入りご飯。主菜に相当するものとして、肉や魚の缶詰や
レトルトパック。副菜に相当するものとして、野菜を煮付けた缶詰、
野菜ジュースなどを、
うまく組み合わせれば、一定のバランスが取
れた内容になります。
一般成人に必要なエネルギー１人１日当たり1800〜2200kcal
を満たす、
バランスの取れた備蓄食品は表１のようになります。
こ
こでは、
１人１日分のほか、
４人家族の７日分の量についても目安を示しています。
また、
食品の種類ごとに一般的な賞味期限や参考となる点も併せて示していま
す。
このうち、
特に注意していただきたいのは、
飲料水です。
１人１日当たり３リットルの備蓄が推奨されています。
なお、
この３リットルは、
すべてを飲料水として用い
るのではなく、
調理や最小限度の洗浄などにも使用する分が含まれています。
したがって、
７日分では１人当たり21リットル、
２リットル入りのペットボトル11本程の準
備が必要となるわけです。

４．ローリングストック
一方、
このような大量の保存食をどのようにし効率よく備蓄していけば良いのでしょうか。
こういう場合
に考慮していただきたい方法が、
ローリングストックです。
ローリングストックは、
日常的に使用している保存
性の高い食品、
例えば、
乾物、
缶詰、
レトルト食品などを一定量ストックしつつ、
賞味期限までには順次消
費し、
買い足していくことを言います。具体的に示しますと、
図1のように常にレトルトカレーを４つを備蓄す
るという場合では、最も消費期限が迫ったものを日常の食事で利用しつつ、新たに購入して備蓄を継続
していくことを繰り返します。
これによって、無駄なく、一定量を備蓄し続けることが可能となります。
このた
め、
災害時用として市販されている長期間保存可能な食品ばかりでなくても、
うまく対応すれば、
比較的
容易に望ましい備蓄食品を確保することができます。

５．要援護者への対応
何らかの理由で普通の食事ができない人（要援護者）への対応にも留意しておかなければなりません。乳児には粉ミルク、
離乳期の乳幼児には離乳食の準備
が求められます。
また、
疾病に伴う治療食の適応者、
嚥下困難などを伴う高齢者、
身体の都合により流動食や軟食を摂取している方、
胃ろうや腸ろうが適用となっ
ている方などでは、
それぞれに応じた食品の備蓄が別途求められます。
この種の食品は、
大規模な災害時において、
特に入手が困難となりますので、
日頃より積極
的な対応が求められます。

６．望ましい食料備蓄を実現するために
このような点を考え合わせますと、
災害時の食料備蓄には、
自助に加え、
共助の体制をうまく構築できると、
さまざまな強みが出てくると言えるでしょう。
例えば、
家屋
の倒壊や火災などが生じ、
自身の備蓄食料が利用できなくても、
周りからのサポートが得られやすくなります。
また、
食品、
飲料水、
火力、
調理器具、
食器などを効率よく
分担して備蓄することも可能となるため、
自身や単独の家族のみで対応する場合よりも、
効率がよく、
不安感やストレスを一定程度解消することも可能となるでしょう。

７．まとめ
以上の内容をまとめると、
次のようになります。

・まずは、大規模な地震や自然災害に備え、水や食料を備蓄しましょう。
・望ましい備蓄量は７日分です。
・水は１人１日当たり３リットル必要です。
・バランスの取れた備蓄内容とするため、和食の３要素（主食・主菜・副菜）
を意識
して備蓄しましょう。
・効率的で無駄のない備蓄に努めるため、
ローリングストックを活用しましょう。

■一般向きサイト
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 災害時の健康・栄養について
http://www0.nih.go.jp/eiken/info/info̲saigai.html
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hoken-sidou/disaster.html

■専門家向きサイト
公益社団法人 日本栄養士会
http://www.dietitian.or.jp/about/concept/jdadat/
日本災害食学会
http://www.mmjp.or.jp/TELEPAC/d-food/

アクティブラーニング型防災教室の
「災害時の医療と避難所の健康問題」
看護学研究科 教授 作田裕美

コミュニティ防災教室で開催している
「災害対応ワークショップ」の1つ「災害時の医療と避難所の健康
問題」は、
医療専門家（医学研究科 准教授 山本啓雅、
看護学研究科 教授 横山美江・教授 作田裕美
・講師 村川由加理）
チームによるワークショップです。
「災害時の医療と避難所の健康問題」
をテーマに、
講義に加え、
「災害避難所における持病の管理」
「手洗いと感染対策」
「災害避難所における便秘・下
痢と簡易トイレの組み立て方」
「赤ちゃんの健康」
を取り上げ、参加者とともに演習を行っています。避難
所では、風邪、
インフルエンザ、肺炎などの呼吸器感染やノロウイルス感染の蔓延がしばしば問題となり
ます。災害時死亡の主な原因となるこうした感染症から身を守るためには感染症対策の基本の知識が
重要となります。
まずは、
「手洗い、うがい、マスクの着用」です。
「いざ」
という時に自らを守る強みとするべく、
感染症を予防するための正しい手洗い
や消毒方法、
咳エチケット、
そしてマスクの正しいつけ方について学習しておきましょう。ぜひ私たちの行うワークショップへふるってご参加ください。
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防災ミュージアム

カトマンズ建物被害の視察
2015年4月25日に発生したネパール地震（Mw7.8）
で、
カトマンズ盆地

築き、
レンガで壁面を覆った構造の3階建て以上の建物が多く建築され

は0.5秒と4〜5秒の周期の大きな揺れにみまわれました。CERDのメン

ています。隣接した建物は壁どうしが接合していることから、街のブロッ

バー3名が9月28日〜10月5日の間、
カトマンズを訪問し、
コミュニティ防災

クが一体化したような構造体となっていて比較的被害は少ない状況で

教育に関わるヒアリングや1年たった街の様子を視察しました。
ヒンズー

した。
ただ、独立したペンシルビルで一階部分がピロティ的な壁の少な

教・仏教寺院建築などの100年以上たった歴史的な建造物は泥モルタ

い構造の建物は、柱の破壊で、支持力とバランスを失い倒壊に至ったよ

ル接合レンガ積みと木の梁や柱を組み合わせたもので、3階建て以上

うです。視察内容は12月初めのサイエンス・カフェで報告します。

の建物や塔が被災しました。最近では、鉄筋コンクリートで骨格・床面を

被災したネワール様式レンガ造りの建物（バクタプル）

コミュニティ防災教育

COCアゴラセミナーⅠb・東北フィールドワーク
2016年9月7日から9日まで
「地（知）
の拠点整備事業（大学COC事業）」
アゴ

石巻市では復興支援に取り組む団体を訪れ、
復興の最前線で活動する実

ラセミナーⅠbの環境防災クールにて、東日本大震災被災地でのフィールドワー

践家のレクチャーを受けたり、震災語り部さんのお話を聞きながら実際の被災

クを実施しました。参加学生は8名で2015年に引き続き宮城県女川町・石巻

現場を訪れたりしました。
また、AR（拡張現実）
アプリを使ったまち歩きや震災

市を中心に様々なプログラムに取り組みました。

直後の状況を基にしたクロスロードゲームで災害対応の困難さを学びました。

女川町では地元の女性を中心に復興に取り組む団体のカフェを訪れ、活

さらに、建設が進む復興住宅や東北大学災害国際科学研究所を訪れ、

動の苦労や秘訣を伺い、隣接する漁港や果樹園を見学しました。
そして、地

震災から5年半が過ぎた被災地復興の現状を知り、復興に取り組む多くの人

元の女性たちが地元の食材で作る料理を頂きました。

たちと交流し、得るものは非常に大きかったフィールドワークとなりました。

「がんばろう石巻」
の前で語り部さんと記念撮影

都市防災研究

防災・減災知の実践と共有
■第8回サイエンスカフェ 9月1日
（木）
総合テーマ
「大阪市の熊本地震への対応事例」
「熊本地震 熊本市立桜木中学校 避難所支援業務を終えて」
立本眞二（大阪市平野区役所）
「熊本地震の活動概況〜緊急消防援助隊（大阪府隊）
〜」
山下伸也（大阪市消防局）
■第10回サイエンスカフェ 11月10日
（木）
「兵庫県立大学防災教育研究センターの防災・減災活動」
森永速男
（兵庫県立大学防災教育研究センター）

■第3回都市防災研究シンポジウム 11月4日
（金）
大阪市立大学文化交流室（学術情報総合センター1階）
■第11回サイエンスカフェ 12月1日
（木）
「グルカ地震でのカトマンズ盆地の建物被災状況と災害意識・教育
状況に関わる視察内容報告」
三田村宗樹（大阪市立大学理学研究科）
・前田航志（大阪市立大
学生活科学研究科）

第3回都市防災研究シンポジウムの様子

地域貢献

「第42回すみよしまつり」
に参加しました
2016年10月22日
（土）
に沢之町運動場と住吉区役所にて、第42回

展示されました。
ワークショップのエリアでは、来場者と一緒に段ボー

すみよしまつりが開催されました。毎年多くの出店・展示がある中、

ルで写真立てを作るワークショップが行われました。CERDのブースに

CERDからは、生活科学部・居住環境学科の学生と
「暖ぼうる暮ら

は、1日で100名以上の方が来られ、
このうち20名の方がワークショップ

し」
というタイトルで、段ボールを使ったモデルルームの展示と、段ボー

を体験されました。段ボールという身近に手に入る素材で生活に必要

ルを使った小物づくりのワークショップを行いました。
モデルルームのエ

な物を作る方法について知ることは、物が不足しがちな災害時には

リアでは、段ボール製の壁と床で構築された居住スペースに、段ボー

大いに役立つと考えられます。

段ボールによる居住スペース

ルで作成されたテーブル、たんす、雑誌ラック、ペン立て、
ゴミ箱等が

告知

詳しくはCERDホームページでご確認ください。

いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2017
基調講演

日時：平成29年2月18日
（土） 14：00〜17：00
場所：大阪市立大学

学術情報総合センター1階

「想定外と言わないために見たくないものもみて大地震に備える」

文化交流室

対象：小中高校生、大学生、防災・行政・教育・福祉関係者・地域防災に関心のある方

名古屋大学

人数：先着80名・申込不要

福和 伸夫先生

減災連携研究センター長

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

http://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
office@cerd.osaka-cu.ac.jp

市大 CERD

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

