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災害時の栄養管理のポイント
～乳幼児のいるご家庭編～

幸区役所地域みまもり支援センター

地域支援課 栄養士
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災害時の栄養管理のポイント

1 避難所や限られた環境での栄養管理（授乳・食事）

・授乳のポイント

・離乳食のポイント

・衛生管理のポイント

2 日ごろの備え

・防災・備蓄の基本

・食品備蓄例

・実践編

・家族の健康

2



1 避難所や限られた環境での栄養管理
（授乳・食事）

● 衛生管理のポイント

● 授乳のポイント

● 離乳食のポイント
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母乳は災害時の栄養補給の強い味方！1）～4）

母乳のメリットは、衛生面、免疫力、経済面、

スキンシップによるストレス軽減等！

【お母さんの体調管理のポイント】
・リラックスして授乳ができるようプライベート空間を確保する
・飲食ができるタイミングで、できる限りの水分補給、栄養補給をする
・食べ物の種類が増えたら、食事バランスを意識する

災害時は電気・ガス・水道等のライフラインが使えなくなる可能性があります。
限られた環境の中で母乳は栄養補給の強い味方。感染症予防の観点からも母乳
がすすめられます。

〇母乳育児では、避難所で多くみられる風邪や乳児下痢症などの感
染症リスクを減らすことが報告されています。

一時的に母乳が出なくなっても、吸わせ続けることで母乳が再
び出てくることがあります。継続して与えることが大切です。

授乳のポイント①
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【調整方法】

①手を石鹸で洗い、清潔にする

②哺乳瓶・乳首をきれいに洗い、煮沸消毒する

③一度沸騰させた70℃以上のお湯を哺乳瓶に入れ、粉ミルク（缶に記載の通り量）をいれる

④粉ミルクを溶かし、乳首に触れないように哺乳瓶の外側から冷水等をあて、冷ます

⑤手首にミルクを垂らして温度を確認し、人肌程度になったら授乳する

母乳が足りない時は
粉ミルクや液体ミルクで補いましょう！1）2）

ｖｖｃｖｖｖｖｖ0

・ミルク用の水は飲料水が必要です
・水道水が使えない場合は軟水（※）を使いましょう
（井戸水は使えません）

・ミネラル濃度が高い硬水（※）は消化不良を引きおこす可
能性があります

・給水車による汲み置き水は当日給水のものを使いましょう

哺乳瓶・乳首の消毒が難
しい場合を想定し、事前
に使い捨ての哺乳瓶・乳
首、紙コップを準備して
おくとよいでしょう

粉ミルクについて

授乳のポイント②

※カルシウムやマグネシウムなどのミネラル含有量が少ない水を軟水、含
有量が多い水を硬水といいます。

日本の水道水や国産のミネラルウォーターはほとんどが軟水です。
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【注意事項】

・開封後すぐに使用し、飲み残しは雑菌が繁殖しやすので与えないでください

・容器に破損、膨張等やミルクの色、臭い、味に異常がある場合は使用しないでください

・直射日光、火の近く、夏場の車中等を避けて保存してください

・保存期間が容器包装により違うので表示の賞味期限を確認しましょう

液体ミルクについて5）

・缶タイプやパックタイプの製品があります
・栄養組成は調乳後の粉ミルクと同じです
・調乳の手間がなく簡単、温め不要でそのまま授乳できます
・滅菌済みで衛生的で常温保存が可能です

乳幼児の発育に必要な栄養条件を満たすよう、特別に製造されたものです。
国で許可したものには特別用途食品のマークが表示されています。

どんなミルク？

授乳のポイント③
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哺乳瓶や乳首がないときの代替手段・飲ませ方1）～3）

紙コップや衛生的なカップ、スプーン等を代わりに利用できます。消毒が出来ない時は、
衛生的な水で良く洗って使います。授乳時間は３０分までを目安にし、子どもが自分の
ペースを保つようにします。１回ごとではなく、１日に飲めた量で確認しましょう。

１ 2 3
【カップを使った授乳方法（カップフィーディング）】

4 5
口の中にミルクを
注がないように注
意！

膝に乗せ、やや縦
抱きになるような
姿勢をとります。

カップに少なくと
も半分以上のミル
クが入った状態に
します。

子どもの口元に
カップを近づけ、
少し傾けます。

軽くカップを傾け、
２～３滴ミルクを
子どもの口に流し
込みます。

カップの位置をそ
のままに保ち、子
どもが自分のリズ
ムで飲むようにし
ます。

授乳のポイント④
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月齢別 災害時の対応の目安

災害時の乳幼児の栄養補給3）

5～6か月 7～8か月 9～11か月 12～18か月

母乳・ミルク
で対応する

おかゆ状のもので対応 ごはん

母乳・育児用ミルクやおかゆなどで対応しましょう！
大人用の食事をつぶしたり、お湯を加えてかゆ状にして食べさせること
も可能です。その際は食材が十分に加熱されているか、使用する食器は
清潔であるか等、十分注意しましょう。

離乳食が手に入らない時は・・・？

離乳食のポイント
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〇「つけない」

手洗いを十分に。水不足の場合は、ウエットティッシュや除菌ジェル・スプレー等を
利用しましょう。食べ物を触る時はラップやビニール等を活用し、できるだけ素手で
触らないようにしましょう。食器にラップを敷いて使うと節水にもなります。

〇「増やさない」

食べ残しや作り置きは与えないようにし、消費期限をチェックしてできるだけ新鮮な
うちに食べましょう。食品は直射日光を避けて、涼しい場所に保管しましょう。

〇「やっつける」

加熱する際は、食品の中心部までしっかりと加熱しましょう。

食事面における衛生管理3）

乳幼児は大人に比べ抵抗力が弱く、離乳食は傷みやすいものなので、食品の取り扱いや
調理の際には注意が必要です。

食中毒予防の基本は
菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」

衛生管理のポイント
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2 日ごろの備え

● 防災・備蓄の基本

● 食品備蓄例

● 実践編

● 家族の健康
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防災・備蓄の基本6）

川崎市では、地震被害想定調査に基づき備蓄をしています。

公的物資配給の対象者（公的備蓄物資交付対象者）や公的物資には限りがある
ため、各家庭がそれぞれ家族にとって必要なものを備えておきましょう。

公的備蓄物資交付対象者：「震災の発生により、家屋の全壊・焼失のため、
避難所で生活することを余儀なくされ、かつ物資の確保が困難な者」

台風等で一時的に緊急避難場所へ避難をする場合、交付の対象外となりま
す。

家屋半壊・家屋被害のな
いものは避難したとして
も自宅から必要な物資を
持ち出すことが可能であ
ることから対象外となり
ます。

市外から救援物資が届くま
でに約３日かかると言われ
ています。
最低３日間できれば７日間
分の備蓄をしましょう！

自らの身の安全は自ら守ることが防災の基本です。

川崎市の備蓄は・・・？

防災・備蓄の基本①
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川崎市の備蓄状況

 アルファ化米 <対象 3～69歳>
1人当たり2食分（出来上がり量260ｇ/1食）程度

 白粥（アルファ化米） <対象 1、2歳、70歳以上>
１人当たり２食分（出来上がり量210ｇ/１食）程度

 粉ミルク <対象 0歳>
１人1日当たり1000mlとして3日分程度

 簡易食料（クッキー） <対象 全員>
１人当たり１個（６０g）

 飲料水 <対象 全員>
１人当たり１本（５００ml）

【食料・飲料水の公的備蓄の想定】

防災・備蓄の基本②

12

引用：平成２９年４月改定 川崎市備蓄計画



 毛布 <対象 全員>
１人当たり１枚

 紙おむつ（乳幼児用）〈対象 ０～３歳〉
１人１日当たり８枚 ３日分

 紙おむつ（大人用）〈対象 ４０歳以上の要介護認定者のうち要介護３以上〉
１人１日当たり６枚として３日分

 生理用品〈対象 １０～５５歳女性〉
１人１日当たり８枚として３日分

 哺乳瓶〈対象 ０歳〉
１日１個を基準として、１人あたり３個

 トイレットペーパー <対象 全員>
１人１日当たり９mとして３日分

川崎市の備蓄状況

【生活必需品の公的備蓄の想定】

防災・備蓄の基本③
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引用：平成２９年４月改定 川崎市備蓄計画



最低でも3日、できれば７日分の備蓄を7）

支援物資が来る約３日間（十分にいき届くまで７日間）は、各家庭がそれぞれの備蓄に
より、生活することが必要です。

① １次持出品と、２次持出品を分けて準備する（※）
② ライフラインが止まることを想定してガスコンロ等の生活用品も準備する
③ 家族構成や食物アレルギー、疾患等に配慮した備蓄をする
④ 災害時に影響を受けづらい保管場所に置く

（※）１次持出品・２次持出品とは？

１次持出品 ２次持出品

避難時に持ち出すもの

家族が１日程度生活できる最低限の物
重さは１０kg以下（目安は５kg程度）
持ち出しやすいところに置く

復旧までの数日間を生活するためのもの

栄養バランスを考えて、主食・主菜・副
菜を揃えて備蓄する
ローリングストック法を活用しながら備
蓄をする

防災・備蓄の基本④
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ローリングストック法を活用しよう

ローリングストック法とは・・・？

日ごろから使用でき、長期間保存可能な食品等を買い置きし、賞味期限を
チェックしながら日常生活で利用することで、常に備蓄があるようにして
おくことです。

食べ慣れているものや温かいものは災害時の元気のもとになります。
最低３日間できれば１週間分の飲料水や食料、生活必需品等の備蓄をしましょう。

賞味期限を考えな
がら消費

普段、家庭で使う
食料品を買い置き

消費した分を補充

防災・備蓄の基本⑤

15



家庭の食品備蓄の例３）４）７）

主食・主菜・副菜をバランスよく備蓄しましょう

飲料水 １人１日当たり３リットルが目安

主食
米、パックご飯、アルファ化米、乾麺、パン（缶）、餅、シリアル、
マカロニ等

主菜
レトルト食品（カレー、シチュー、パスタソース、牛丼等の素等）、
缶詰（ツナ、サバ、サンマ、貝、焼き鳥、煮豆等）、乾物（高野豆腐、
しらす干し、干しエビ等）、ロングライフ豆腐

副菜
日持ちする野菜（人参、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ等）、レトル
ト食品（スープ等）、缶詰（トマト、コーン、マッシュルーム等）
乾物（切り干し大根、干ししいたけ、ひじき、わかめ、海苔等）

飲料、甘味等
水、お茶、野菜ジュース、豆乳、ロングライフ牛乳、１００％ジュー
ス、果物缶、ドライフルーツ、ゼリー、お菓子、赤ちゃん用せんべい

栄養補助食品
（個人に合わ
せて）

マルチビタミン剤、ゼリー、食物繊維入り栄養補助食品、とろみ剤、
経口補水液、エネルギー等調整食品、ビタミン・ミネラル等強化食品、
アレルギー対応食等

災害時用の備蓄食品でなくて
も、普段食べているもので日
持ちするものがおすすめ

食品備蓄例①
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乳幼児がいる家庭の食品備蓄の例３）４）７）

お子さんの成長に合わせて見直しましょう！

育児用ミルク
常に１缶（箱）分は余分に買い置きを（キューブタイプ、ス
ティックタイプ等の粉ミルクは計量の必要がなく便利）
乳児用液体ミルク、プラスチック製哺乳瓶、乳首

ミルク調整用の水 軟水（スライドNo.5参照）、「加熱殺菌済みベビー用飲料水」が便利

離乳食・幼児食

長期保存可能な市販のベビーフード、市販の幼児食（レトルト
タイプが便利）
食事量が多い幼児には、レトルトタイプの大人の介護食の利用
も可能

普段、母乳でも、母乳が出にくくなることがあ
ります。育児用ミルクを準備しておきましょう。

食品備蓄例②
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食物アレルギー児のいる家庭の日頃の備え（例）3）4）

手に入りにくくなることが想定されるものは多めにストックを

アレルギー疾患用
ミルク

避難所では入手困難なことが多いので、日ごろから1缶以
上の買い置きを

ベビーフード
幼児用食品

アレルギー原因物質が入っていないものを５～７日分備
蓄します。レトルトタイプでカップ入りが便利。与える
ときのスプーンの用意も。普段食べ慣れていない食品は、
子どもに食べさせてみて味慣らしを

緊急時の経口薬や
エピペン

すぐに持ち出せるようにまとめておく。定期的に使用期
限を確認しましょう

主治医等の連絡先 電話番号メモを複数か所に

アレルギー児の親
の会等の連絡先

会のネットワークにより、食物アレルギー用食品の入手
が可能になることも。電話番号メモを複数か所に

食品備蓄例③
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生活用品備蓄の例 ３）４）７）

家族構成を考慮して備蓄しましょう

食関連の災害用
生活用品

卓上コンロ、ガスボンベ、ナイフ、紙皿、紙コップ、
割り箸、ラップ、アルミホイル、ビニール袋、ポリ袋、
ゴミ袋、キッチンペーパー、缶切り、キッチンバサミ等

生活用品
消耗品

紙おむつ、おしりふき、ティッシュ、トイレットペー
パー、消毒スプレー、ウェットティッシュ、マスク、救
急セット、非常用トイレ、新聞紙、歯ブラシ、常備薬、
毛布、現金、着替え、軍手、懐中電灯、ラジオ等

食品備蓄例④
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災害時の調理法の例
パッククッキングを上手に活用しよう！

パッククッキングとは・・・？

耐熱性のポリ袋の中に食材を入れ、湯せんで加熱調理する方法です。
節水ができて、暖かい食事が食べられるので、おすすめです。一度に複数調理
することもできます。

① ポリ袋に米と水を入れ、空気を抜き口をしっかり閉じ３０分以上浸水させる
② 鍋にお湯を沸かし、①を入れ、弱火で２０分程ゆでる
③ 器に袋ごと写し、１５分程蒸らす

【水の分量の目安】
ごはん 米１合に容量の１．２倍程度の水（２２０ｃｃ）

無洗米なら１．３倍（２３０ｃｃ）程度

全粥 米１/２合に容量の５倍程度の水（３７５ｃｃ）

ごはんの炊き方

ポリ袋ごとお皿に移せ
ばお皿も汚れないね！

実践編①
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紙のお皿 作り方の例
紙で作る【ふね型】の食器

①用紙をたて半分に折る ②さらに半分に折り目をつけ
てからひらく

③下の両方の角を手前の紙の
み三角に折る

④反対側も同じように角
を折る

⑥下の紙を１枚めくって折る
反対側も同じように折る⑤上の両方の角を折る

⑦上から１/３くらいの場所に
しっかりと折り目をつけて戻
す

⑧ 下の口をひらく

⑨ 底を平らに整える ⑩端をつまんで外側に折る

⑪出来上がり！

避難所でお皿が必要な時や食器が洗えない
時に便利です。
新聞紙等でも作ることができます。

実践編②
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家族の健康管理
災害時は衛生環境の確保が難しく、体調を崩すと長期化してしまう場合があります。

日ごろからバランスの良い食事をして感染症等に負けないからだづくりをしましょう。

① １日３食（朝・昼・夕）食べる

② 主食・主菜・副菜をそろえる

（乳製品・果物は１日のどこかで摂る）

③ 適量を食べる

どんな時も健康第一
日ごろの健康管理も備えの一つです！

家族の健康
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・災害時の限られた環境の中では衛生面、免疫、経済

面等から母乳がすすめられます。母乳で不足する分
は粉ミルクや液体ミルクで補いましょう。

・防災の基本は「自らの身の安全は自ら守ること」です。
日ごろから最低でも３日できれば１週間分の備えをし
ましょう。

・災害時に活かせるよう、災害時に役立つ調理方法等
を実践してみましょう。

・日ごろからバランスの良い食事をして感染症等に負け
ないからだづくりをしましょう。

まとめ
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幸区民の皆様へ

離乳食や栄養に関するご相談は

幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課

地域サポート係 栄養士まで

０４４－５５６－６６９３

お気軽にご連絡くださいね！
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