
保育防災講座
②保育園の備蓄について

【保育防災スペシャリスト初級】



保育防災スペシャリスト講座
（全６回の講座内容）

①避難訓練の基礎知識

②園に必要な備蓄について（必要な備蓄、あると便利なもの）

③災害時の保護者対応（保護者への連絡方法、お迎え対応）

④訓練計画（年間計画の立て方、実施記録のポイント）

⑤乳幼児への防災教育（子どもたちへの伝え方）

⑥地域との連携（災害時に助けてもらうには）

すべて受講された方には、『保育防災スペシャリスト初級』の認定証を差し上げます。
※受講順序は自由です。（動画での受講も可能です）



本講座の流れ

1.保育園で必要な備蓄を知るために

2.必要な備蓄について

3.乳幼児の非常食について

4.知っておきたい備蓄の知識

5.ベビーウエアリングコンシェルジュ渡邉先生による

災害時の避難方法について



1．保育園で必要な備蓄を
知るために

備蓄品を揃える前に大切なこと



大地震で予想される被害
【ライフライン・インフラ】

• 電力・・・広範囲での停電発生

• 上水道・・・断水が発生

• 下水道・・・トイレの使用不可

• ガス・・・震度5弱程度以上で遮断

• 通信・・・音声通話、パケット通信の利用に支障

SNS（メール）の大幅な遅延

携帯基地局の被害により不通の可能性

• 鉄道・・・運行停止

• 道路・・高速道路、一般道の通行が規制

参考：東京都の新たな被害想定～首都直下地震等による東京の被害想定～令和4年5月25日東京都防災会議

災害によって被害は
異なる。

常に『最悪の事態』
を考えて備えること
が大事



考えてみよう！
8月26日（金）天気（ 晴天 ） 10:10 震度6強の地震が発生！

揺れが収まってから、全員が園庭に避難した。

A.園舎の安全確認をしたのち園内避難 B.建物が危険(津波の恐れあり)避難場所へ移動

A,Bそれぞれのパターンで、今すぐ必要な物を考え、書きましょう
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2．必要な備蓄について
災害時、本当に必要な物を考えよう



想定を踏まえて
防災リュックに入れるものを考えよう

重さは10キロ程度まで※できるだけコンパクトで多機能なものを！



避難場所では何が必要？

避難場所は、園内、近くの学校や公民館など、園によって異なります。

保護者の迎えが来るのがいつになるのかもわかりません。

東日本大震災では、大きな被害のあった東北地方だけではなく、関東
地方で多くの帰宅困難者が出て、迎えが翌日まで来ないという事態に
なりました。

大きな災害に備え、3日分の備蓄をしておくようにしましょう。

（一般家庭では現在7日分の備蓄をすることが推奨されています）



【東日本大震災保育者たちの経験談】

• 避難場所には備蓄品がなく、湯呑み茶碗1杯の水を子どもたちが順番に飲ん
でしのいだ。

• ビスケットを備蓄していたが、朝昼晩同じものが出て悲しくなった。

• 真っ暗闇の中の簡易トイレは子どもが嫌がり、おもらしをする子もいた。

• 避難場所を転々としなければならず、そのたびに移動先を紙に書いて貼っ
た。

• 電気が使えず、暖を取るのに毛布や布団、旧式のストーブが役立った。

• 真っ暗で不安になる子どもたちに、天井に懐中電灯を照らし、影絵で遊ん
で不安を解消した。

参考文献/東北の保育者たちに学び、備える～巨大地震が来る前にできること～野津牧編著（ひとなる書房）



災害時役に立った物ベスト10

1. 懐中電灯

2. 食料品

3. ラップ

4. ビニール袋

5. 小型ラジオ

6. トイレットペーパー

7. 電池

8. ウエットティッシュ

9. 手袋・軍手

10. 小銭

1. ラジオ（手回し含む）

2. ろうそく

3. ストーブ

4. 懐中電灯

5. カセットコンロ

6. 缶詰

7. ラップ

8. 水

9. 電池

10. 冷凍食品

出典/「阪神・淡路大震災から10年こうべからのメッセージ」コープこうべ,「わが家の震災体験エピソード」みやぎ生協

【阪神・淡路大震災】 【東日本大震災】



あると便利な備蓄品

1. ヘッドライト

2. 乾電池

3. ラップ

4. ウエットティッシュ

5. 紙（大き目）、ペン

6. ゴミ袋

• 暗闇では安全のため両手を空けられるよう、懐中電灯よりも

ヘッドライトが良い

• 乾電池の備蓄はできるだけ多く（必要な乾電池を用意する。

単2を使用するランタンなのに単3電池しか備蓄がない、とい

うことも…）

• 紙で作った皿にラップを被せて使用したり、怪我の手当、紐

代わりにも使える

• 貴重な水を使わないためにも、体を拭いたり歯みがきなどで

使用する

• 玄関に、避難先を記入するのに使用したり、壁に貼って情報

を書き込んでいくのに使用する

• ポンチョとして使用し雨風をしのいだり、簡易トイレの作成、

段ボールにセットすればバケツ代わりにもなる



丸1日、何もない場所で過ごすとした
ら、我慢できますか？

•水 （ ）

•食事 （ ）

•トイレ（ ）

•風呂 （ ）

•着替え（ ）

☆一番必要と思うことから順位を付けてみましょう

トイレの回数：１日５回（平均）

×３日分＝１５回分

１５回×職員の数（ 名）

＝ 回分必要

職員20名なら、300回分！

もしも他にも避難してきたら…



簡易トイレの色々
【手作り簡易トイレ】

《必要なもの》

・ゴミ袋 ・紙おむつ

・バケツ又はゴミ箱

1. ゴミ箱にゴミ袋を被せる

2. 紙おむつを切って広げ、

ゴミ袋の底に敷く

3. 用を足し、ゴミ袋を縛っ

て捨てる

凝固剤タイプ 凝固シート



必要な水の量

最低限大人一人に必要な水の量 子ども一人に必要な水の量

リットル（1日平均） リットル（1日平均）

（災害時、大人一人に必要な水の量は、1日3ℓと言われています。
実際には保育園でその量を備蓄することは難しいため、最低限
必要な量を考えて用意する）

大人一人3日分の量

× 名 +

子ども一人3日分の量

× 名ℓ

＝

ℓ

職員の数 在園児の数

ℓ

自園に必要な水の量

ミネラルが多く含まれている水が
おすすめ

500㎖のペットボトル810本必要



3．乳幼児の非常食について
大人と違う子どもの事情



乳幼児の非常食で大切なこと

• 子どもたちが食べられるものを

• アレルギーに十分注意して

• 味だけでなく、硬さにも留意する

• 乳児には、ミルクと離乳食を用意する

子どもたちと非常食の試食会を行う（おやつの時間などに）

食べ物にこだわりがある子に食べられるものも用意する

・防災訓練などで子どもたちと試食をする

・アレルギー児専用の非常食をセットしておく

・乾パンなどは乳幼児には硬くて食べられない

（意外と非常用ビスケットも硬い）



備蓄「3日分」ってどのくらい？（こども一人分）

最低限必要なもの

レトルト食品
×２～３パック

水（500ml）×約９本
（大人は1日3リットル）
夏はさらに必要

お米（アルファ米）
×２～３パック

缶詰 ４～５缶

補助食品

乾燥わかめ
のり、ふりかけ
みそ汁、スープ等

お菓子
ﾁｮｺﾚｰﾄ あめ ようかん ラムネ

乾パン ※１～2歳児には硬いので

クラッカーやビスケットなどのほう
が良い

野菜ジュースや粉ミルク
など

あくまでも目安です。状況によって異なります



乳幼児の非常食として適しているもの

【レトルト離乳食】
箱入りの物はかさばるが、スプーンが
付いていてそのまま提供できる

【野菜ジュース、ジュレ】
甘さでお腹が満たされる。
水を飲まない子の水分補給にも

【液体ミルク】
常温でも提供できるため
すぐに飲ませることができる

賞味期限は1年くらいのものが多い。賞味期限が近くなったら、実際に食べさせてみて、
子どもたちが食べるものを次の備蓄として買い足すようにすると良い。



4．知っておきたい備蓄の知識
避難生活を安全に過ごすには



夏の災害、停電時にはどう過ごす？

真夏に災害が発生した場合、『暑さ対策』が必要です。

1. 発電機を使用

2. 乾電池式のファン、サーキュレーター

3. 冷却パック

4. 保冷剤

5. 水



発電機のメリットデメリット

発電機には、ガソリン式とカセットボンベ式のものがあります。

【ガソリン式のメリット】
• 連続運転時間が長い
（例:容量2ℓで3.2時間/900VA)

【デメリット】
• 管理が大変
• ガソリンの使用期限は約6ヵ月
• 使用方法が難しく、使える人が限られる

【カセットボンベ式のメリット】
• カセットボンベは手に入りやすい
• 使用期限が長い（約7年）

【デメリット】
• 連続運転時間が短い
（例:カセットボンベ2本で1.1時間）
• カセットボンベを備蓄する場所
が必要…72時間で144本



災害時に活用できる布マスク応急手当法

①止血用ガーゼとして

②打撲時の冷却用保護ガーゼとして

③包帯代わりに

【布マスクを使用するメリット】

• 衛生的（綿１００％）

• 耳にかけるゴム部分が紐代わりになる

• 自分自身に使用する際に便利

• 手当以外にも使用できる



備蓄の保管場所は大丈夫？

備蓄の保管はどこにしているでしょうか？

園内もしくは園庭にある備蓄倉庫に全てまとめて置いていませんか？

その場所が災害時に絶対安全とは限りません。

備えていたのに備蓄品すべてが燃えてしまった、浸水した等にならないよう、

備蓄品の場所は数か所に分散させましょう。（全職員が把握することも大事）

たとえば…
1. 職員室内の戸棚
2. 調理室
3. 備蓄倉庫（園庭）
4. 各階の保育室の押し入れ
5. 園バス又は職員の車内

自園の保管場所を記入しましょう



参考
《各クラスの非常持ち出し袋の中身》

～乳児～

• 乳児用お菓子（赤ちゃんせんべい等）

• 紙おむつ

• おしりふき

• おんぶ紐

～幼児～

• お菓子（ラムネ、せんべい等）

• 着替え（パンツ、ズボン）

• ロープ（散歩綱代わりに）

• ホイッスル
• 懐中電灯
• 携帯ラジオ
• 軍手
• 救急セット
• ウエットティッシュ
• ビニール袋、ゴミ袋
• 筆記用具
• ガムテープ
• エマージェンシーシート
• タオル
• 飲料水
• 携帯充電器（電池式）



非常用持ち出し袋チェック表

✓ 数量 ✓ 数量

児童名簿 ウエットティッシュ

ホイッスル タオル（コンパクトタオル）

懐中電灯

携帯充電器

飲料水（500ｍｌ）

携帯ラジオ

軍手

救急セット

エマージェンシーシート

ビニール袋（ゴミ袋）

クラス名： （ 歳児 名）

確認日： 年 月 日

※毎月確認する。懐中電灯、ラジオは動作確認も。食品は賞味期限を確認。季節に応じて入れ替える
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