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ࡣࡌࡵ

ࡶࡃࡌ

最近、地震や水害が日本各地で毎年のように発生してい

ࡣࡌࡵ..................................................................... 

ます。もしこの地域に巨大地震が起こったら、私たちの家

ࣞࣝࢠ࣮ࡗ࡚ࢇ࡞ࡶࡢ㸽....................... 

や町は、大きな被害に見舞われます。避難所まで無事に辿

全年齢における原因食物

りつけるのでしょうか？家族と連絡が取れるのでしょうか？

死に至ることのあるショック症状

１か月以上も続く過酷な避難所生活を本当に乗り切れるの
でしょうか？ それを考えると、困ったり、不安に感じるこ
とが一杯です。
2005年３月に内閣府が「災害時要援護者の避難支援ガイ
ドライン」を作成した後、高齢者や障がい者など「災害時
要援護者」の人たちにとっての避難所生活の過酷さは、少
しずつ社会に認知されるようになりました。そして、周囲
からの支援の必要性も声高に叫ばれるようになりました。

「アナフィラキシー」

アレルギーの症状

ࡶࡋࡶᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡽ㸽
ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡢ㑊㞴⏕ά...................................... 
震度ごとの被害の状況........................................... 
阪神・淡路大震災における死因........................... 
避難の際に気をつけること.................................... 
最大避難者数/避難所数.......................................... 
災害伝言ダイヤル171............................................ 

しかし、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎などの子ども

避難所での配給の現状............................................ 

たちが、避難所生活で症状が悪化し、時には命が危ぶまれ

４都県33市町村のアレルギーに関する

るほどの大きな危険にさらされることがあったという実態は、
まだあまり知られていません。
この冊子には、過去の被災地の様子や、アレルギーっ子
とその家族の困りごとが事例として書かれています。前半は
基本的な地震の知識をふまえながら、アレルギーを持つ子
どもがどういった状況に置かれているのかを解説しています。
そして、冊子の中で使用されているイラストや最後に綴じら
れている「避難者カード」、この事業に全面的にご協力頂
いている「特定非営利活動法人 アレルギー支援ネットワー
ク」の連絡先ポスターなどは、そのままコピーして日常の
訓練や災害時の避難所で、すぐに使えるように工夫しました。
アレルギーっ子とその家族の困りごとの中には、周囲の
人たちの意識や、ちょっとした配慮によって解決できるも
のが沢山あります。
災害が起これば、誰もが大変な状況におかれますが、そ
んな時こそ助け合いが必要です。助け合いの第一歩は、目
の前にいる「相手を知る」ことだと思います。
この冊子が、アレルギーっ子とその家族が抱える悩みや
不安を、地域の人たちが知るためのきっかけになればと思
います。そして、今後、地域みんなで安心できる避難所環境
を作っていくために、少しでも役立てて頂けたらと思います。
特定非営利活動法人 レスキューストックヤード

防災対策アンケート調査................................... 

阪神・淡路大震災 神戸市灘区六甲小学校

での避難者数の変化............................................ 

ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊࡸࡉࡋ࠸
ࠉ㑊㞴ᡤ࡙ࡃࡾࠉ㣗⦅................................. 
みんなが食べられる炊き出しをめざそう！
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ࠉ㑊㞴ᡤ࡙ࡃࡾࠉ⏕ά⦅................................. 
個室という考え方.................................................... 
もし避難所で「アナフィラキシー

ショック」になった子がいたら？

ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊࡀࡀࢇࡤࡿ㜵⅏.................. 
緊急時（災害時）のお願いカード
じしんだゾウさんてぬぐい
作ってみよう！自分セット................................... 
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ࡳࢇ࡞࡛ࡀࢇࡤࡿ㜵⅏
モデル地区の取り組み........................................... 
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ࣞࣝࢠ࣮ࡗ࡚ࢇ࡞ࡶࡢ㸽
⎔ቃ⾨⏕ࡀⰋࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡚
ࣞࣝࢠ࣮ࡀቑ࠼ࡓ㸟㸽
本来なら自分の体を守る免疫反応が、過
剰に反応しすぎて体にいろいろな症状（皮
膚炎・結膜炎・ぜん息・花粉症など）を引

ᖺ㱋࠾ࡅࡿཎᅉ㣗≀
食物を摂取した後、60分以内に何らかの症状が出現し、
かつ医療機関を受診した患者（3,882名）の全国調査を
したのが以下の図です。原因食物として、卵・乳・小麦
が全体の60％を占めています。

き起こします。
アレルギー反応を起こす抗原を「アレル
ゲン」と呼び、食物・ハウスダスト（家の
ホコリ）・ダニ・犬、猫の毛・スギやカモ
ガヤなどの花粉・カビが代表的。
アレルギーが増加した原因として、社会
の環境衛生が進歩して細菌感染が減ったた
めに免疫力の成長が遅くなり、アレルギー
を抑制しにくくなった（公衆衛生仮説）こ

軟体類１％
その他３％

野菜類１％
肉類２％
木の実類２％
大豆２％
魚卵２％

ピーナッツ３％
魚類４％

༸
㸣

そば５％

とがあげられます。「年齢が高くなって突
然アレルギーが出た」という話も、決して

果物類6％

他人事ではなくなっています。
甲殻類６％

ᑠ㯏
㸶㸣

Ṛ⮳ࡿࡇࡢ࠶ࡿࢩࣙࢵࢡ≧
ࠕࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ࠖ

ங
㸣

平成14年（2002年）度厚生労働科学研究報告書より

アレルギーの症状が呼吸器や消化器など、
複数の臓器に強く急激に現れることをアナ

ࣞࣝࢠ࣮ࡢ≧

フィラキシーと言います。その中で、血圧
低下や意識障害を伴う場合は「アナフィラ
キシーショック」と言われ、生命の危険を
伴う場合があります。
中にはアレルゲン摂取後２〜３時間以内
に運動をしたときにだけ症状が誘発される
特殊な症状もあります。

ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ࢩࣙࢵࢡ
ࡘ࠸࡚ࡈᏑࡌ࡛ࡍ㸽
▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸵
㸦㸣㸧

▱ࡽ࡞࠸
㸦㸣㸧

ᖺ⮬య
ࡢࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾ
ᮾᾏࣞࣝࢠ࣮㐃⤡ࡲࡵ

┠ࡢ≧
結膜充血・腫れ・
かゆみ
涙・まぶたの腫れ
目の回りのクマ
྾ჾࡢ≧
くしゃみ・鼻水・
鼻づまり・咳・
ぜいぜいヒューヒ
ュー・呼吸困難

⓶ࡢ≧
かゆみ・じんましん
腫れ・発赤・湿疹・
耳や手の切れ

㢌࣭⚄⤒ࡢ≧
ぼーっとする
ཱྀ࣭ࡢࡢ≧
口、唇、舌の違和感
腫れ・声がかすれる
のどのかゆみ・腫れ
イガイガ感

ෆ⮚ࡢ≧
腹痛・吐き気・嘔吐・
下痢・便秘・血便

㌟≧㸦ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮㸧
頻脈・虚脱状態（ぐったり）
意識障害・血圧低下
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ࢢࣛࢢࣛࢢࣛࢢࣛࠥࢵ㸟㸟㸟

ࢦࢦࢦࢦ͐
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㟈ᗘࡈࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣ
㟈ᗘ

㸳ᙅ

యឤࡸ
⾜ື

・恐怖を覚える
・物に掴まりたい
と思う

気象庁 震度階級関連解説表より抜粋

㸳ᙉ
・物を掴まないと
歩けない

㸴ᙅ
・立っているのが困難

㸴ᙉ

㸵

・這わないと動けない
・揺れに翻弄されて飛ばされることも

⪏㟈ᛶࡢ
ప࠸ᘓ≀

木造は壁などに
軽微なひび割れや
亀裂が入ること
がある

木造はひび割れや亀裂
が多くなる。鉄筋コン
クリート（RC）家屋
は軽微なひび割れや亀
裂が入ることがある

木造は瓦が落下したり、
傾いたり倒壊もある。RC
も亀裂やひびが多くなり、
耐震性の高い木造/RCでも
壁や部材などにひび割れ
や亀裂が多くなる

木造は傾いたり倒
壊が増える。RCは
１階や中間階の柱
が崩れ、倒れるも
のがある

倒壊するものがさ
らに多くなる。耐
震 性 の 高 い 家 屋 も、
傾いたり変形する
ことがある

ᒇෆእ

座りの悪い置物の
大半が倒れ、固定
していない家具が
移動する。まれに
窓ガラスが割れた
り道路に障害が生
じることがある

食器や本などの落下物
が多くなり、不安定な
家具が倒れることも。
窓ガラスが割れ、補強
されていないブロック
が倒れたり、自動車の
運転が困難になる

固定していない家具の大半
が移動、倒壊したりドアが
開かなくなることも。壁の
タイルや窓ガラスが破損、
落下することがある

固定していない家具
のほとんどが移動し、
倒れるものが多くな
る。補強されていな
いブロックのほとん
どが倒れる

固 定 して い な い 家
具のほとんどが倒れ、
飛ぶことがある。
補 強 さ れて い る ブ
ロックも破損する
ものがある

ࣛࣇ
ࣛࣥ


５弱以上になると、ガスメーターの遮断装置が
作動し、断水や停電、エレベーターの自動停止
が発生することがある。交通機関では安全運転
や見合わせなどが各業者の判断で行われる

６弱以上になると、災害
伝言ダイヤルや災害用伝言
板などが提供される

６強以上になると、広い地域でガス、水道、
電気の供給が停止することがある

ᦂࢀࡀ࠾ࡉࡲࡗ࡚ࠊྎᡤࢆぢࡓࡽ͐㸟
㊊ࡢ㋃ࡳሙࡶ࡞࠸ࡃࡽ࠸ࢢࢳࣕࢢࢳ࡛ࣕࡍࠋ
ࠕࡉࡗࡁࡇࡇ࠸ࡓࡽ͐ࠖᛮ࠺ࠊࢰࢵࡋࡲࡋࡓࠋ

ࠕ㌿ಽ㜵Ṇ࡛ࠖከࡃࡢ࠸ࡢࡕࡀຓࡿ
1995年１月17日に発生した阪神・淡路大震災では、
地震直後に亡くなった方のうち、83.7％が家屋の倒
壊や家具の転倒などによる圧死・窒息死でした。
大切な命を守るためには、「安全な住まい」にす
ることが一番です。家の耐震診断・耐震補強や、家
具の転倒防止、ガラスの飛散防止などの対策をしま
しょう。

その他
損傷・その他
焼骨
焼死・火傷死
出血・ショック死

1.1％
2.9％
6.0％
4.3％
2.0％

ᐙᒇ࣭ᐙල㌿ಽಽቯ࡞
ࡼࡿᅽṚ࣭❅ᜥṚ
阪神・淡路大震災における死因

㸣
資料提供：兵庫県警察本部
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ⅆ

津波は、時速800kmの速さで伝わります。浅

地盤が弱い場所では、マ

古い建物が密集している地域や商店街

瀬でも、オリンピックの短距離走選手なみの速さ

ンホールが飛び出たり、道

などは火災の危険があります。阪神・淡

で陸上に押し寄せるので、走って逃げ切れるもの

路に段差ができたり、砂が

路大震災では、火災の６割以上は電気ス

ではありません。50cm程度の津波で車ぐらい簡

吹き出すといった被害が出

トーブ、照明器具、水槽用ポンプやヒータ

単に押し流します。地震が起きたら、３階建て以

ます。そのため、車などで

ー、ブレーカーなどの通電火災（電気が

上の建物や山の頂上めがけて避難しましょう。津

その道を通ることは難しく

復旧した時、コンセントに挿したままの

波は何回も押し寄せ、あとの方が高い波になるこ

なります。徒歩や自転車、

電気器具がショートするなどして火災を

ともあります。地震がおさまっても、しばらくは

バイクなどでの避難方法の

引き起こす現象）でした。揺れがおさま

絶対に海岸に近付かないようにしましょう。

検討が必要です。

ったら必ずブレーカーを落としましょう。



㟁ᰕ࣭㟁⥺
電柱が傾いたり折れる
と、電線が切れて垂れ下
がることがあります。通
行の障害になるだけでな
く、不用意に近づいたり
触ったりすると、感電の
危険があります。電線に
は絶対に近づかないよう
にしましょう。

ࣈࣟࢵࢡሟ
傾き、ひび割れ、背が高い、30年
以上たっているもの、鉄筋が入ってい
ないなどのブロック塀は、地震で倒壊
しやすくなります。多少遠くなったと
しても、避難経路はこのようなブロッ
ク塀がなるべく少ない道を選びまし
ょう。1978年の宮城県沖地震では、
死者28名のうち、ブロック塀の下敷
きになった方が６割以上もいました。

ࡀࡅᔂࢀ࣭ᆅࡾ
地面にひび割れが
できる・普段出てい

ᬑẁࡽ
ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡼ࠺㸟

る湧き水の量が増え

ご自分の地域の中に、上

て濁る・小石が落ち

の絵のような危険な場所が

てくる・木が傾いた

ないかを、お子さんと一緒

り、倒れるといった

に確認しましょう。親と必

現象が見られたら、

ずしも一緒ではないことも

早めにその場を離れ

想定して、日頃からどうする

ましょう。

かを話し合っておきましょう。
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ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣ࡚ࡶᛧࡃ࡚ࠊ
Ᏻ࡛࠸ࡗࡥ࠸࡛ࠊ
ࡶἽࡁࡔࡋࡑ࠺
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࠊ
ࠕ࠾ࠥ࠸㸟ࡓࢁ࠺࠽࠽ࠥࠖ
ࡾ㏉ࡿࠊ࠾∗ࡉࢇ
࠾ẕࡉࢇࡀ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕ↓࡛ࡼࡗࡓ͐ࠖ
࠾ẕࡉࢇࡣࡓࢁ࠺ࡃࢇࢆ
ࢠࣗࢵᢪࡁࡋࡵࡲࡋࡓࠋ

᭱㑊㞴⪅ᩘࠊ㑊㞴ᡤᩘ
1995.1.17

阪神・淡路大震災
2004.10.23

新潟県中越地震

1996年 兵庫県調べ/2006年 新潟県調べ

最大避難者数

最大避難所数

316,700人

1,152ヶ所

（1995.1.23）
103,178人

（2004.10.26）

（1995.1.23）

１か所の最大避難者数例
芦屋市精道小学校2,230人（1/21）

西宮市中央体育館1,500人〜2,000人

603ヶ所

（2004.10.28）

学校や公民館などの公的避難所以外にも、地域福祉センターや駅構内、公園のテントや自家用車、車庫などを自主的な
避難所として使用した人も多くいました。



ࠕࡓࢁ࠺ࡃࢇ㸟ࡓࢁ࠺ࡃࠥࢇ㸟ࠖ
ኌࡀࡋࡓࡢ࡛࠶ࡓࡾࢆぢΏࡍࠊ࠶ࡸࡕࡷࢇࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣࡍࡄ㥑ࡅᐤࡾࡲࡋࡓࡀࠊ࠶ࡸࡕࡷࢇࡣἽࡁࡌࡷࡃࡾࡲࡍࠋ
ࠕ࠾∗ࡉࢇ࠾ẕࡉࢇࡀࠊࡇࡶ࠸࡞࠸ࡢ͐ࠖ
ࡑࢀࢆ⪺࠸ࡓࡓࢁ࠺ࡃࢇࡢ࠾ẕࡉࢇࡣࠊ
ࠕኵ㸟࠾ࡤࡕࡷࢇࡀ㐃⤡ࡋ࡚࠶ࡆࡿࡽࡡࠋࠖ
ࠊ⅏ᐖఏゝࢲࣖࣝ㟁ヰࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡍࡿࠕ࠶ࡸ㸟࠾∗ࡉࢇ࠾ẕࡉࢇࡣ
↓ࡔࡼࠋᏛᰯ⾜ࡃࡲ࡛ࡶ࠺ᑡࡋ
㛫ࡀࡿࡽࠊయ⫱㤋࡛ᚅࡗ࡚࡚ࡡࠋࠖ
࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀὶࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡛ࡦᏳᚰࠋ
ࡼ࠺ࡸࡃࡳࢇ࡞➗㢦࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

⅏ᐖఏゝࢲࣖࣝ㸯㸵㸯

࠾ぢ⯙࠸ࢥ࣮ࣝࡣࡦ࠼ࡵࠋ
つながらないからと何度も

㘓㡢 㸯 㸵 㸯
⏕ 㸯 㸵 㸯

㸯
㸰



（伝言を残したい電話番号）



（伝言を聞きたい電話番号）

※電話の指示に従って録音、再生します
※輻輳（ふくそう）：一度に多くの問い合わせが集中して電
話がつながらない状態のこと。輻輳の原因は安否確認やお見
舞いコールがほとんど。

ኵ㸟㸽

かけなおさない。
ኚࡔࡗࡓࡡࠋ

⏝௳ࡣ▷ࡃⓗ☜ࠋ
・自分の名前や、一緒にいる人の名前
・避難している場所の名前や住所
・落ちあう場所を指定
（「校門の前で」など）
・171以外の連絡手段の
確認（被災地外の親戚
の電話番号など）



ࠕ࠾࠾ࠥ࠸㸟ᩆ≀㈨ࡀ࠸ࡓࡒࠥࠖ
ࡁ࡞ኌࡀࡋ࡚ࠊࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࢆ୍ᮼ✚ࢇࡔ㌴ࡀࠉ
฿╔ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕࢺࣥ㌴‶㍕ࡔࠋ㐠ࡪࡢࢆᡭఏ࠾࠺㸟ࠖ
࠾∗ࡉࢇࡢࡅኌ࡛ࠊࡳࢇ࡞࡛Ⲵ≀ࢆୗࢁࡍࡢࢆ
ᡭఏ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡸࡗࡓ㸟ࡇࢀ࡛ࡈ㣤ࡀ
ࠉ㣗ࡽࢀࡿࡡ㸟ࠖ
࠾࡞ࡀ࣌ࢥ࣌ࢥࡔࡗࡓ
ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣࠊ
ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ⟽ࡅࡼࡾࡲࡋࡓࠋ
ẟᕸࠊࢪ࣮ࣗࢫࠊࣃࣥࠊ
࢝ࢵࣉ࣮࣓ࣛࣥࠊ
ࢥࣥࣅࢽࡢ࠾ࡂࡾ͐
ᒆ࠸ࡓ㣗⣊ࢆぢ࡚ࠊ
ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡀࡘࡪࡸࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡢ㣗ࡽࢀࡿࡶࡢࡀࠊ
ࠉࡦࡘࡶ࡞࠸͐ࠖ
㑊㞴ᡤ࡛ࡢ㓄⤥ࡢ⌧≧
○1995年 阪神・淡路大震災
神戸市長田区の兵庫高校に避難したＡさん（男性・58歳）の記録
日にち
1/18

朝

1/19

お握り１個

1/21

お握り２個

1/20
1/22

1/23

1/24

1/25

お握り１個

昼
不明

暖かいお握り２個

お握り２個

お握り２個、牛乳、りんご
お握り、ウーロン茶か牛乳

不明

お握り

お握り１個

夜

温かいごはんが入った箱に「大変で
すが頑張って下さい」との貼り紙。

菓子パン、牛乳

お握り、柿、

パック、コーヒー牛乳

コーヒー牛乳

お握り２個パック

菓子パン、缶牛乳
ワッフル１個

ありがたい。梅干し、タクワン

助六寿司、牛丼、幕の内弁当のうち
どれか一品。菓子パン、緑茶缶か
ウーロン茶、和そば

おいなりさん、お弁当、幕の内弁当
のどれか１品。コーヒー牛乳、
温かいおでん

お握りパック（数は自由）、
梅干３〜４個、ウーロン茶

※これらの食事は、行政から指定された避難所での配布が優先され、自主避難所
や在宅避難者には届きませんでした。



○2004年 新潟県中越地震
現地での聞き取り（2010.3）より
・地震発生後に避難所へ行ったが、子ども
が泣いたり騒いだりして迷惑になるのが
気になって、２〜３日で家に戻った（長
岡市 乳幼児を抱えた母親）

・食事は菓子パンやコンビニのおにぎりが

多く、「具の入っていないおにぎりを探
すのに苦労した」（添加物やアレルギー
を気にする母親たち）

㸯㐌㛫ࡣഛ࠼ࡿࡋ㸟
災害初期の食事の特徴は、傷みにくく、
手軽に手に入りやすいものが主で、おに
ぎりやパン、インスタント食品などが多
く見られます。また、数も十分に揃わな
いため、食物アレルギーがある場合はア
ルファ米を1週間分は備えましょう。

㸲㒔┴ᕷ⏫ᮧࡢࣞࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᖺ㸧
2010/2/10 東海アレルギー連絡会まとめ

災害時にどのように備え、何をしたら良いかを考えるために「東海アレルギー連絡会」が行った、
愛知・岐阜・三重・静岡の４県33自治体へのアンケート調査結果から抜粋しました。
⫱ඣ⏝⢊࣑ࣝࢡࡢഛࡢ᭷↓

࡞࠸
㸦㸣㸧

࠶ࡿ
㸦㸣㸧

ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ
⢊࣑ࣝࢡࡢഛࡢ᭷↓

ᚋ⢊࣑ࣝࢡࢆഛࡍࡿணᐃ
（14自治体）

࠶ࡿ㸱
㸦㸣㸧

ഛࡍࡿணᐃࡀ࡞࠸⌮⏤
（11自治体）
災害時供給協定があるから... ５

個人で備蓄を............................ １
予算の問題................................ １

࡞࠸
㸦㸣㸧

ᚋࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ⢊࣑ࣝࢡ
ࢆഛࡍࡿணᐃ（24自治体）

保存期間が短い........................ １

予定なし.................................... ３

ഛࡍࡿணᐃࡀ࡞࠸⌮⏤
（16自治体）
災害時供給協定があるから...... ３

流通備蓄がある........................... ２

࠶ࡿ㸷
㸦㸣㸧
࡞࠸
㸦㸣㸧

ࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ
㣗ရࡢഛࡢ᭷↓

࡞࠸
㸦㸣㸧
࠶ࡿ
㸦㸣㸧

࠶ࡿ㸶
㸦㸣㸧
࡞࠸
㸦㸣㸧

ᚋࣞࣝࢠ࣮ᑐᛂ㣗ရࢆ
ഛࡍࡿணᐃ（10自治体）

࠶ࡿ㸱
㸦㸣㸧
࡞࠸㸵
㸦㸣㸧
個人で備蓄を....... １

流通備蓄がある... ３

㑊㞴⏕ά⪅ࡢ୰ࠊ
ࣞࣝࢠ࣮ᝈ⪅ࡀ࠸ࡿࡇ
ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࡞࠸㸲
㸦㸣㸧
࠸ࡿࠉ
㸦㸣㸧

未定........................ ３

ᚋᐃࡋ࡚࠸ࡃணᐃ

࠶ࡿ㸯
㸦㸣㸧
࡞࠸㸱
㸦㸣㸧

今後の課題................................... ２

個人で備蓄を............................... ３
期限が短い/種類が多い............ ３

個人差がある............................... ２
未確認なので分からない.......... １

㠀ᖖ⏝ഛ㣗ရྵࡲࢀࡿ
ࣞࣝࢤࣥ
乾パン

小麦・大豆

クラッカー

小麦・大豆

ビスケット

小麦・大豆

スティックパン

小麦

缶入りパン

小麦・大豆

ソフトパン

小麦

カロリーメイト

小麦

カップ麺

小麦・大豆

アルファ米

米

五目・山菜・梅がゆ

米・小麦・大豆
梅がゆは乳糖も

おかゆ

米

乾燥がゆ

米・大豆

おかゆ缶

米・小麦・大豆

水もどし餅

米・小麦・大豆

サイバイバルフーズ

小麦・大豆

粉ミルク

乳



㑊㞴ࡋ࡚ࡽ㸱᪥ࡀ⤒ࡕࡲࡋࡓࠋ
௬タࢺࣞࠊ௬タ㢼࿅ࠊ≀㈨ࡢ㓄⤥ࠊ
࣎ࣛࣥࢸࡢ⅕ࡁฟࡋࡀᰯᗞ୪ࡧࡲࡍࠋ
ࡓࡃࡉࢇࡢேࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡇࡶ㛗࠸⾜ิࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡶࠊࠕ㏆ࡃࡢබᅬ࡛㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠺ࡒࠖ
ࡧࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ิࡣࡲࡍࡲࡍ㛗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ



ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣ⅕ࡁฟࡋࡢิ୪ࡧࡲࡋࡓࠋ
࣓ࢽ࣮ࣗࡣࠕ㇜Ồࠖࠕ࠺ࢇࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ࠺ࡋࡼ࠺ࠋࡣᑠ㯏ࣞࣝࢠ࣮ࡔࡽ
ࠉ࠺ࢇࡣ㣗ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉ㇜Ồࡣఱࡀධࡗ࡚ࡿࢇࡔࢁ࠺ࠋ
ࠉࠊ㣗࡚ࡶኵ࡞࠵ࠋࠖ
ࠕࡣ࠸ࠊ࠺ࡒ㸟ࠖ
࣎ࣛࣥࢸࡉࢇࡀ㇜Ồࡢჾࢆ
ᕪࡋฟࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠶ࡢࠊࠊࡕࡃࢃࡀධࡗ࡚ࡿ
ࠉ㣗ࡽࢀ࡞࠸͐ࠖ
ࠕఱゝࡗ࡚ࢇࡢ㸟ᰤ㣴ࡀ࠶ࡗ࡚
ࠉඖẼ࡞ࡿࢇࡔࡽࠊࢃࡀࡲࡲ
ࠉゝࢃࡎ㣗࡞ࡁࡷࢲ࣓ࠋࡇࢀࡄࡽ࠸ኵࡼࠋࠖ
ࠕࡑ࠺ࡑ࠺ࠊዲࡁ᎘࠸ゝ࠺๓ࡕࡻࡗ࡛ࡶ㣗࡚ࡈࡽࢇࠋ࠾࠸ࡋ࠸ࢃࡼࠥࠋࠖ
ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢேࡓࡕࠋ
ࡑ࠺࠶ࠊࠊࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣ㇜Ồཱྀࢆࡘࡅࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡔࡗ࡚ࠊஂࡋࡪࡾࡢ࠶ࡓࡓ࠸࠾ࡘࡺࠋ࣮ࡗ࡚ࡶ࠾࠸ࡋࡑ࠺࡞ࢇࡔࡶࡢ㸟㸟

ࠕࡓࢁ࠺㸟ࡓࡕࡷࡔࡵࡗࡗ㸟㸟ࠖ

ࠕ࠶࡞ࡓࡣ༸ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡢࡼࠋ
ࠉࡕࡃࢃࡣ༸ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢࠋ
ࠉࡑࢀࠊࡕࡃࢃࢆ㣗࡞ࡃ࡚ࡶࠊ
ࠉỒ⁐ࡅ㎸ࢇ࡛ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡽࠊ
ࠉ㣗ࡓࡽࢲ࣓࡞ࡢࡼࠋࠖ
ࠊἽࡁࡑ࠺࡞ࡓࢁ࠺ࡃࢇ
ඃࡋࡃㄒࡾࡅࡲࡋࡓࠋ


ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡢᐙ᪘ࡣࠊ࠶ࡸࡕࡷࢇࡢᐙ᪘୍⥴

ኪࠊᑡࡋ㟁Ẽࡀᬯࡃ࡞ࡗ࡚ࠊᐷࡿ

య⫱㤋࡛㑊㞴⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㛫࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ኤ᪉ࠊ࠶ࡸࡕࡷࢇࡀࢺ࣎ࢺ࣎Ṍ࠸࡚᮶ࡲࡋࡓࠋ

ࠕ࢜ࢠ࣮ࣕࢵࠊ࢜ࢠ࣮ࣕࢵࠖ

ࠕ࠺ࡋࡓࡢ㸽ࠖ

ࠕࣥࢦࢦࢦ͐ࣥࢦࢦࢦ͐ࣇ࢞ࢵࠖ

ࠕ࠶ࡢࡡࠋ࠾㢼࿅ධࢁ࠺ࡋࡓࡽࡡࠊ

ࠕࣄࢱࣄࢱࣄࢱ͐ࠊࣂࢱࣥࢵࠖ

ࠉ࠾ࡌࡉࢇࠗẼࡀ࠺ࡘࡿࡽධࡿ࡞࠘

ࠕࣄࢯࣄࢯࣄࢯࣄࢯ͐

ࠉࡗ࡚ゝࢃࢀࡓࡢ͐ࠖ

ࠉࢡࢫࢡࢫࢡࢫ͐ࣄࢯࣄࢯࣄࢯࠖ

࠶ࡸࡕࡷࢇࡣࠊࡗ࡚ࡶᝒࡋࡑ࠺ࠋ

య⫱㤋ࡣኪ୰ࡌࡹ࠺ࠊ࠸ࢁࢇ࡞

ࠕ࠼࠼࣮㸟࠺ࡘࡽ࡞࠸ࡢ㸟ࠖ

Ẽ㓄ࡸ≀㡢ࡀࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࠊࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣࣉࣥࣉࣥࠋ
࠶ࡸࡕࡷࢇࡢ⫙ࡣ┿ࡗ㉥࡞ࡗ࡚ࡑࡇࡽࡌࡹ࠺
ࢢࢪࣗࢢࢪࣗࠋ⾑ࡀࡌࢇ࡛࠸ࡿࡢࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶᥙࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠾㢼࿅ධࢀ࡞࠸ࡇ࡛ࠊࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡀ
ᝏࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀ͐
ࠕࢦ࣍ࢵࢦ࣍ࢵࢦ࣍ࢵ㸟㸟ࠖ
࠶ࡸࡕࡷࢇࡢࡍࡄ㞄࡛
࠾ࡌࡉࢇࡀ⺅ྲྀࡾ⥺㤶ࢆ
ࡘࡅࡓࡢ࡛ࠊ
တࡀṆࡲࡾࡲࡏࢇࠋ

㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏⚄ᡞᕷℿ༊භ⏥ᑠᏛᰯ࡛ࡢ㑊㞴⪅ᩘࡢኚ
１月
２月
４月

４月半ば
５月



全体で32万人が避難
最大3,000人

生徒27名が近隣の小学校へ疎開授業に通う
800人

700人弱
600人

６月

７月末

９月

12月29日

※ビデオ「すきなんやこの町が」より抜粋

400人
371人

神戸市内の避難所283ケ所

避難生活者17,000人（8,000世帯）

数世帯

0人 避難者退去

ࡓࡃࡉࢇࡢேࡀᐷ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㌟ືࡁࡶࢀࡲࡏࢇࠋ
ࠕ↛╀ࢀ࡞࠸͐ࠖ
ࡓࢁ࠺ࡃࢇࡣ࠾ẕࡉࢇࡢᡭࢆࢠࣗࢵᥱࡗ࡚ࠊ
↓⌮ࡸࡾ┠ࢆࡘࡪࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢇ࡞⏕άࡀࠊ㸯᭶ࡶ⥆ࡁࡲࡋࡓࠋ



ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊ
ࡸࡉࡋ࠸㑊㞴ᡤ࡙ࡃࡾ

㣗⦅

誰もが大変な避難生活。アレルギーっ子にはさらに過酷な状況が。今や国民の

３人に１人はアレルギーを持っていると言われる時代。もう人ごとではない大き

な課題なのです。まずは日常からそれぞれができることに取り組んでみましょう。

ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊࡢ࠾ẕࡉࢇࡢᏳࡸᛮ࠸
・炊き出しの原材料が分からないので、食べられるかどうか確認できない。
・自治体の備蓄品は食べられない物ばかり。
・自分だけ食べられないことが子どものストレスを増長させる。
・食物アレルギーは結構誤解されていて、なかなか理解してもらいにくい。世の中にはいろんな人がいて、
食べ物に反応する子どもがいたって何もおかしくない。たまたま食べられないものがあるけど、それ
以外のことは何でも一緒にできるので、特別扱いはしないでほしい。

ࡳࢇ࡞ࡀ㣗ࡽࢀࡿ
⅕ࡁฟࡋࢆࡵࡊࡑ࠺㸟

⅕ࡁฟࡋࡀ㣗ࡽࢀ࡞࠸㸟㸽
避難所では、発災後３日〜１週間くらいから、ボランティ
アなどによる炊き出しが提供されます。ところが、多くの
炊き出しはメニューの提示のみで、どんな調味料（原材料）

ࣞࣝࢠ࣮ࢆ㉳ࡇࡉࡏ࡞࠸ㄪ⌮ࡢᇶᮏ

や食材が使われているのか分かりません。被災地では医療

࣭᪂㩭࡞㣗ᮦࢆ⣲ᮦࡽㄪ⌮ࡍࡿ

機関にすぐに診てもらうのが難しいこともあるので、アレ

࣭ࡼࡃຍ⇕ࡍࡿ

ルゲンの混入の恐れがある場合は「食べない」ことが基本
になりますが、そうなってくると非常に食事が限定されて
しまいます。
食物アレルギーの日常の食生活の注意点を知ることで、
アレルギーっ子にも食べられる工夫をしてみましょう。

ࠕᑡࡋࡄࡽ࠸ኵ㸟ࠖࡀࡗ࡚ࡶࢥ࣡㸟
食物アレルギーは、私たちが思っている以上に命に関わ
る深刻な事態を引き起こします。日常生活の中でも、以下
のような事例がありました。
㸯

１歳８カ月の卵アレルギーの赤ちゃんが、４歳の

お兄ちゃんの卵焼きの食べ残しを少し口に入れてしまった。
直後に唇から顔中が真っ赤に腫れ、呼吸困難を引き起こし
たので、すぐに救急車を呼んだ。
㸰

朝食で父親がカフェオレをかき混ぜたスプーンを

生や生に近い状態はアレルギーを引き
起こしやすい。卵のように加熱すると
アレルゲンが減るものもある。
࣭࡛ࡁࡿࡔࡅὒ㣗ࡢ⊩❧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠉ㣗ࢆయࡍࡿ
࣭࡞ࡿࡃ↓ῧຍࡢࡶࡢࢆ㑅ࡪ
食品添加物によってもアレルギー反応が
出る場合がある。
࣭Ꮫㄪᩱࢆࢃࡎࠊࡘ࠾࡞࡛ࡋࡗ
ࡾฟỒࢆࡿ
࣭㠀ᖖ㔜࠸≧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㣗ᮦ㸦ࡑࡤ࣭
ࣆ࣮ࢼࢵࢶ࣭࢟࢘࡞㸧ࡣࠊ᭱ึࡽ
ࢃ࡞࠸
࣭Ἔ⬡ࢆᑡ࡞ࡃࠊ㔝⳯㢮ࢆከࡃࡋࡓㄪ⌮
ࡍࡿ
࣭ྠࡌ㣗ᮦࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㔞ࢃ࡞࠸

食卓に置きっぱなしにして出勤。乳アレルギーの４歳の息
子がそのスプーンをなめた直後、急にぐったりして大量に
嘔吐し、全身にじんましんが出た。
私たちにとって「ちょっとしたこと」が、命に関わりま
す。「食べられない」ことを簡単に親の神経質や甘やかし、
本人のわがままや好き嫌いと判断せず、このような事情が
あることを周囲がちゃんと理解しておくことが大切です。


⡿࣭ჯ࣭㓺Ἔࡘ࠸࡚
味噌、醤油などの発酵食品は、大豆そのもの
や豆腐などの加工食品にくらべ、アレルゲン性
はかなり低くなります。またお米のアレルギー
はありますが、食べてアナフィラキシーショッ
クを起こす例は報告されていません。

ࣞࣝࢤࣥࢆΰධࡉࡏ࡞࠸ㄪ⌮
࣭㘠ࡸࣇࣛࣃࣥࡢ࠸ᅇࡋࢆࡋ࡞࠸
洗ったとしても残っている可能性がある。
࣭ᑠ㯏⢊ࠊ∵ஙࡢ㣕ᩓࠊ㣕ࡧᩓࡾࡸ⾰᭹ࠊ
ࠉᡭࢆࡋࡓΰධὀព
࣭࠼≀࡞ࡣࣞࣝࢤࣥᢤࡁࡢ≀ࢆ
ࠉඛసࡗ࡚ࡽ
和えてしまった後でアレルゲンとなる
食材を抜いても、アレルゲンは残る。
࣭࠶ࡽࡌࡵㄪ⌮ྎ࡞ࢆศࡅ࡚࠾ࡃ
࣭㣗ჾ࡞ࡢⰍࢆศࡅ࡚࠾ࡃ
࣭」ᩘே࡛☜ㄆࢆࡍࡿ
࣭ㄪ⌮㛫ࢆࡎࡽࡍࠊㄪ⌮ᡭ㡰ࢆỴࡵ࡚࠾ࡃ
࣭㣗ᮦࢆⴠࡋࡓࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡞࠸
小さな子は落ちているものを触ったり
食べたりすることもあるため。
皮膚についたらとにかくすぐに洗い流す。

ࡇࢇ࡞㣗ᮦὀព㸟
ࠉ㣗ࠉᮦ

ྵࡲࢀࡿࣞࣝࢤࣥ

ハム

乳・卵・小麦・大豆

ソーセージ

乳・卵・小麦・大豆

ベーコン

乳・卵・小麦・大豆

ハンバーグ

卵・小麦

ちくわ

卵

かまぼこ

卵

はんぺん

卵

ドレッシング

乳・卵・小麦

カレールー

乳・小麦

シチュールー

乳・小麦

唐揚げ粉

卵・小麦

マーガリン

乳

ᐇ㊶
ࡉࡗࡑࡃ
㸟
ࡋࡲࡋࡓ

2009年 兵庫県作用町
炊き出しイベントにて

中華スープの素 卵・小麦・大豆
コンソメスープ 乳・卵・小麦・大豆
焼き肉のたれ

小麦

マカロニ

小麦

天ぷら

卵・小麦

麺類

小麦

肉団子

卵・小麦

クレープ

そば・小麦


ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊ
ࡸࡉࡋ࠸㑊㞴ᡤ࡙ࡃࡾ

⎔ቃ⦅
ࢺࣆ࣮ࡗᏊࡢ࠾ẕࡉࢇࡢᏳ
・ホコリの多いところでは、アトピー性皮膚炎が悪化したり、ぜん息発作が出る。
・お風呂に入れないので、症状が悪化するのでは？
・医師なども少ない中、症状が悪化した時に自分で対処できるか？
・かかりつけではない病院にはカルテがない。適切な処置がしてもらえるだろうか？
・発作が起きた時、災害時でもすぐに医療機関に見てもらえるだろうか？

୍ぢศࡾࡃ࠸≧ࠥ┠㓄ࡾࡸ㓄៖ࢆࠥ
避難所生活は、アトピーやぜん息を悪化させる要因

アトピーはうつらない病気ですが、入浴時などに理

ばかりです。症状を悪化させないためには、体を清潔

解の無い人から「うつるから入るな！」と誤解され、

に保つことやホコリなどを出さないことが必要です。

悲しい思いをした人もいました。

しかし、過去の被災地では、着替えるところや、ゆっ

また、皮膚炎以外の「ぜん息」や「化学物質過敏症」

くり体を拭いたり、薬を塗ったりするスペースを確保

など、外見からは一見分かりにくい症状のある子ども

するのがとても難しく、症状の悪化につながりました。

もいるため、目配りや配慮が必要となります。

ࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖ࡢᝏᅉᏊ



ࢺࣆ࣮ࡗᏊࡢࡓࡵࡢᨵၿ

ࠕಶᐊࠖ࠸࠺⪃࠼᪉

レルギーを持つ家族同士で一緒に過ごせる部屋があっ
たら、お互いの状況が理解できるから、安心できるん

災害時は、みんなが一度に大変な状況に置かれます。

だけど…」という声も上がっています。

アレルギーっ子は、一人ひとり症状の出る要因や対処

「隔離」ではなく、命に関わる危険を回避し、安心

方法が違うので、災害時には周囲が対応しきれない場

や安全を第一に考えた「個別スペースを確保する」と

合があります。アレルギーっ子を持つ親からは、「ア

いう考え方があってもよいのではないでしょうか。

㑊㞴ᡤ࡛ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ࢩࣙࢵࢡ

ᑐ⟇

࡞ࡗࡓᏊࡀ࠸ࡓࡽ

・近くに親や、アレルギーのことが分かる人がいるか
大声で呼びかける（意外と医者は知らないことも。

アナフィラキシーショックは、死に至る非常に
危険なアレルギー反応のため、迅速な対応が必要
になります。おかしいと思ったらすぐに医療機関
に移送しましょう。

親が一番）もしくはそういった指示カードを持っ
ていないか調べる
・アレルギーの原因となるものを食べる、触るなどし
ている場合は、すぐに洗い流す
・仰向けにして足を高くする

≧
全身じんましん・咳、ぜいぜい、ひゅーひゅー・
呼吸困難・冷や汗・嘔吐・脈が弱くて速い・顔面
蒼白・ぐったりする・意識障害

・薬を持っていれば塗る、服用させる
・医療機関へ直ちに移送する
・本人がエピペンを持っていたら、すぐにエピペン
注射の介助をする

※エピベン：アナフィラキシーショックの症状がみられた時に、一刻も早く注射することで生命の危険を回避するための薬剤。強いアレルギー

のある体重15kg以上の人が処方をうけることができ、緊急時に本人（または保護者）が自分で注射する。注射後はすぐに病院に搬送すること。



ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊࡀ
ࡀࢇࡤࡿ㜵⅏
࿘ᅖࡢேࡓࡕ▱ࡽࡏ࡚ࠊ
⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠾࠺
どんなアレルギーがあるのか、
どんな配慮をしてほしいのか
などは、言わない限り、ほと
んどの人は気づきませんし、
理解できません。積極的に地
域の方や、自治会長や防災委員、

ᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥⌧ᅾ

⥭ᛴ㸦⅏ᐖ㸧ࡢ࠾ࡡࡀ࠸
⚾ࡣࣞࣝࢠ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⚾ࡀಽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᩆᛴ
㌴ࢆࢇ࡛ࠊ㝔⮳ᛴ㐠ࢇ
࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡍࡄㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⏕ᖺ᭶᪥ࠉࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉ᪥

⚾ࡣࠉ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮

⚾ࡣࠊ༸㺃ங㺃ᑠ㯏㺃ࡑࡤ㺃ⴠⰼ⏕

ᖺ㱋ࠉࠉࠉࠉṓ

ႍᜥࠉࢺࣆ࣮ᛶ⓶⅖

࢟࢘ࣇ࣮ࣝࢶ㺃ࡾࢇࡈ㺃࢜ࣞࣥࢪ

ᛶูࠉࠉࠉ⏨࣭ዪ

ࡑࡢࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࡛ࡍࠋ

ఫᡤ

≧ࡣࠉႍᜥࠉࡌࢇࡲࡋࢇ

࠶ࢃࡧ㺃ࡉࡅ㺃ࡉࡤ∵⫗㺃㭜⫗

ࠉྤࠉୗ⑩ࠉ྾ᅔ㞴
㟁ヰ␒ྕ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡀฟࡲࡍࠋ

Ặྡ

ಖㆤ⪅Ặྡ

⾑ᾮᆺ

ಖㆤ⪅Ặྡ

⚾ࡣࠊࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࡛
ࠉࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ࢩࣙࢵࢡࢆ
ࠉ㉳ࡇࡋࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡩࡾࡀ࡞

⥭ᛴ㐃⤡ඛ
ྡࠉ๓

ࡾࡘࡅ་㝔

⥆➼ 㐃⤡ඛ㸦7(/➼㸧

࣓ࣔ

㐃⤡ඛ㸰

᭹⏝⸆

ྡ⛠
㟁ヰ␒ྕ
㐃⤡ඛ㸱
ྡ⛠

囲の助けが得られるように、

を携帯しましょう。

ࣞࣝࢠ࣮ࢆ㉳ࡇࡋࡲࡍࠋ

㟁ヰ␒ྕ
㟁ヰ␒ྕ

一人になってしまった時に周

「じしんだゾウさんてぬぐい」

ࡸࡲ࠸ࡶ㺃ࢮࣛࢳࣥ

ྡ⛠

ఫᡤ

また、親とはぐれて子ども

「緊急時のお願いカード」や、

ᐙ᪘ࡢ㞟ྜሙᡤ㑊㞴ඛ

㇜⫗㺃ࡃࡿࡳ㺃㇋㺃ࡲࡘࡓࡅ

㐃⤡ඛ㸯

㝔ྡ

民生委員などに伝えましょう。

ࡶࡶ㺃࠼ࡧ㺃࠸㺃㺃࠸ࡃࡽ

㟁ヰ␒ྕ

⥭ᛴ㸦⅏ᐖ㸧ࡢ࠾㢪࠸࣮࢝ࢻ：水に強い紙質で折り畳んで携帯できる。１枚25円。
制作・販売：特定非営利活動法人 アレルギー支援ネットワーク

TEL 052-485-5208 ホームページ http://www.alle-net.com/

⮬ศࡢᆅᇦࡢ㜵⅏యไࢆ
ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠾ࡇ࠺
・災害用備蓄品の種類や、食
物アレルギーに対応できる
食糧、ミルクなどがあるか？
・アレルギーの相談窓口はど
こか？
などを、あらかじめインタ
ーネットなどで確認してお
きましょう。

ࡌࡋࢇࡔࢰ࢘ࡉࢇ࡚ࡠࡄ࠸：イラストで地震が起きたときの対処法を説明。白い空白に
は連絡先や集合場所、アレルギーの対応策などが書き込めるようになっている。
ピンク・ブルーの２色各735円

制作・販売：特定非営利活動法人 レスキューストックヤード

TEL 052-253-7550 ホームページ http://rsy-nagoya.com

ᅔࡗࡓ㢗ࢀࡿඛࢆỴࡵ࡚࠾ࡇ࠺
避難所での長期生活の困難を考えて、親戚・知人・
友人など、事前に疎開先を見つけておきましょう。
また、予定している避難所近くの病院や、アレルギ
ー用ショップの情報をつかんでおきましょう。アレ
ルギーっ子の支援グループや家族会などの緊急連絡
先も把握しておくと安心です。


࠾⸆ᡭᖒࡸ≧ࡢ⤒㐣࡞ࠊ
グ㘓ࢆᣢࡕṌࡇ࠺
日頃使用している薬に余裕を持ちましょう。そし
て使用している薬の名前、使用してはいけない薬の
名前、これまでの症状の経過などの詳細情報を、必
ず記録して携帯しましょう。

㠀ᖖᣢࡕฟࡋ⿄
ࠕ⮬ศࢭࢵࢺࠖࡢ⏝ព
救援物資が届くまでには
３日から１週間はかかります。

సࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸟⮬ศࢭࢵࢺ
⥭ڧᛴ㸦⅏ᐖ㸧࠾㢪࠸࣮࢝ࢻ

ڧ᪂ရࡢ⾰㢮㸦ࣃࣥࢶࠊ⫙╔ࠊࠉ
㠐ୗ࡞㸧

࣮ࢲ࢛ࣝࣇࢻ࣮࢝ڧ
࣮ࢠࣝࣞڧᑐᛂࡢ㠀ᖖ㣗

࠾ڧẼධࡾࡢ࠾ࡶࡕࡷࠊᮏ

用食材を全く備蓄していな

࣮ࢠࣝࣞڧᑐᛂࡢ࠾ⳫᏊ

ࢺ࣮ࢩ࣮ࣝࣈڧ

いところもあるので、最低

ࢡࢫ࣐ڧ

ࣉ࣮ࢸ࣒࢞ڧ

３日間は乗り切れる準備が

ڧΎ₩࡞Ỉ㸦㣧ࡳỈ࣭యࢆᣔࡃỈ㸧

ࡶࡦ࣮ࣝࢽࣅڧ

必要です。

ڧΎ₩࡞ࢱ࢜ࣝ

ࣟࣥࢥࢺࢵࢭ࢝ڧ

࣮ࣝࢥࣝڧᡂศࡢධࡗ࡚࠸࡞࠸

࡞ڧ

地域によってはアレルギー

また、特殊な福祉・医療
器具も手に入りにくいため、
ぜん息などの吸入器が必要
な場合は、停電でも使用で
きる携帯タイプのものを用
意しましょう。

࠾ࡋࡾࡩࡁ࢙࢘ࢵࢺࢸࢵࢩࣗ

╔᭰࠼ࢫ࣮࣌ࢫ
☜ಖ㔜ᐆ

ڧ㜵ࢲࢽࢩ࣮ࢺ㸦ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ㸧

⸆ڧ
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アレルギーっ子を高齢者や障が

堂を用意するなどの配慮ができる

の提供をお願いすることができる

とよいでしょう。

とよいでしょう。

い者、乳幼児などと同じように、
災害時に配慮が必要な「要援護者」

ಶᐊ࠸࠺⪃࠼᪉
┤᥋ぶ⪺ࡃ

19ページで述べたように、落ち

であることを多くの人が理解し、

アレルギーへの理解は、医師・

着いて生活できたり、同じ立場に

当事者や家族の、気兼ねや遠慮を

看護師・保健師・栄養士などの専

いる家族同士で助け合える環境を

少しでも減らせるような雰囲気を

門家の間でも十分に浸透していな

整えるために、一般の避難スペー

作っていきましょう。例えば「避

いのが実態です。状態を一番よく

スとは別に、施設の一部屋を開放

難所通信」や掲示板などに、アレ

理解しているのは、アレルギーっ

する「福祉避難室」や「福祉避難

ルギーのことを書いて伝えること

子を持つ親です。症状や対処方法

所」の確保を検討しましょう。

ができるとよいでしょう。

について分からないことがあれば、
直接親に確認しましょう。また、

᪥㡭ࡽ࿘▱ࡍࡿ

「特定非営利活動法人 法人アレル

日頃から、アレルギーの正しい

ギー支援ネットワーク」などの民

理解や、支援の必要性を周知しま

どを利用し、まずは事前に食物ア

間支援団体の協力を得ることでも、

しょう。このブックレットを活用

レルギーやアトピー性皮膚炎など、

的確な情報把握と早期対応が可能

して、地域の防災訓練や自治会の

配慮が必要な人がどのぐらいいる

となります。そして、災害時に炊

会合、勉強会などで取り入れてみ

のかを把握しましょう。

き出しの申し出があった場合、ア

ましょう。

๓ᢕᥱࡍࡿ
23ページの「避難者カード」な

そして施設に余裕があれば、食

レルギーっ子に配慮したメニュー
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モデル地区の取り組み

ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕࡸࡉࡋ࠸ࡦ࡞ࢇᡤࡈࡣࢇࠖ

開催日：2009年10月24日（土）9：00〜12：00
対象者：愛知県日進市内の乳幼児〜中学生とその家族約30名
協 力：日進市・愛知淑徳大学コミュニティ
・コラボレーションセンター（CCC）
主な活動内容：アレルギーっ子も選べる炊き出しメニュー！

炊き出しに使われている食材や調味料をホワイトボー
ドに示し、事前に説明しました。
また、みんなが食べられる炊き出しメニューとして、
汁だけを一緒に作り、うどん入りとうどん無しの２
種類から選べるようにしました。作る側の負担も減り、
小麦アレルギーの人でも、みんなと一緒に食べられ
る炊き出しメニューが提案できました。

ཧຍ⪅ࡢឤ
・今後に役立つことを学べてよかった。
・普段あまり考えないアレルギーや災害のことに
触れることができて勉強になった。
家族で話すよい機会になった。
愛知淑徳大学学生ボランティアによるイラストでのメニューの説明

㸰

ࣞࣝࢠ࣮ࡗᏊᨭࣉࣛࢢ࣒ࣛ
ࠕ⅏ᐖࡢࡦ࡞ࢇᡤࡘ࠸࡚
ࠉ⪃࠼ࡿຮᙉࠖ

開催日：2009年11月14日（土）9：30〜12：00
対象者：愛知県日進市御岳町内会約50名
主な活動内容：事例検討

「食べられないなら仕方がない」という意見は一
つも出ず、地域で事情を理解し、なんとか対応策を考
えようとする意見が積極的に出されました。
そして、最後に町内会長から「町内独自でアレルギ
ー対応のアルファ米を備蓄したい」というコメントが
ありました。

ཧຍ⪅ࡢឤ
・アレルギー対応の非常食を地域で準備したい
・防災訓練の時にはアレルギーに関する話をして、
広報につとめたい
・地域で備蓄したものの中でアレルギーの出る原因
のものが入っているか事前に確認したい
・アレルギーは多様で、症状が重い場合は素人には
どうすることもできない。だからこそ身内の判断が
重要になると思う。困難な問題が多くてびっくり
した
地域でできるアレルギーっ子への防災対策について、
熱心に意見交換をする町内会の皆さん

・アレルギーの子がいるということを認識して、常に
頭の中にそのことを忘れないようにしたいと思う
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