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神奈川県栄養士会における災害時の
食生活支援について

神奈川県栄養士会の取り組み



災害時の食支援

生きることは食べること

栄養の偏りは疾病を招く

衛生状態の維持・感染症防止

長期化への対応

多職種チームの連携が重要

平時の準備（自助・共助）



公益社団法人神奈川県栄養士会 災害支援組織図

神奈川県

災害支援事業本部
総務部、人材部
情報部、物資部

栄養ケア・ステーション
（災害支援チーム）

神栄ＤＡＴ

日本栄養士会
ＪＤＡ－ＤＡＴ

神奈川県栄養士会

京浜地区栄養士会
東京、千葉、埼玉

職域事業部会
神栄ＤＡＴ

県民活動事業部会

神栄ＤＡＴ

賛助会員
物資、搬送等

の協力

協定

3つの政令市
今後の希望



JDA-DATと書かれた
赤いジャンパーが目印です

JDA-DATリーダー（全国９０６名）

公益社団法人日本栄養士会の研修終了者

広域災害時の国内派遣

神奈川県リーダー数（５０＋α）

JDA-DATスタッフ（全国３６２８名）

都道府県栄養士会の研修修了者

県内災害時の支援スタッフ養成講座主催

神奈川県スタッフ数（１２９＋α）

公益社団法人日本栄養士会 (dietitian.or.jp)

https://www.dietitian.or.jp/jdadat/


(1) 神栄DATの組織化

県栄養士会会長は、直属の組織として、県栄養
士会災害支援事業を行うため危機管理対策支援事
業の委員会を組織し、その実働部隊として県栄養
士会Disaster Assistance Team（以下「神栄DAT」と
いう。）を組織する。メンバーは、公益社団法日
本栄養士会が育成するJDA-DATリーダーと公益社団
法人神奈川県栄養士会が育成する神栄DATスタッフ
で構成する。規約として、運営委員会規約・運営
要綱・細則を設ける。神栄DATは、県民活動事業部
会単位で組織する。
(2) 日本栄養士会との連携
神栄DATは、公益社団法人日本栄養士会と連携し

リーダーを育成する。災害発生時の国全体の対策
は、日栄DATを通じ指示を確認する。

1-1、災害発生前の体制



1-2、災害発生前の体制

(3)近隣県での協力体制の構築
神栄DATは、京浜地区１都３県（東京・神奈川・千

葉・埼玉）や近隣県の栄養士会と密に連携を取り、広域
な災害に備え協力体制を整える。
(4) 神奈川県関係部署との連携
神栄DATは、神奈川県の関係部署（健康増進課・健康

危機管理課等）と連携し、災害に備える。
(5) 物資援助の協力
神栄DATは、県栄養士会の賛助会員（給食材料生産・

販売事業者）と連携し、災害時要援護者等への食料品の
確保を進める。
(6) 県民への非常食準備の意識付けの強化
神栄DATは、県栄養士会ホームページや防災関連一般

公開講座・パンフレット配布等で個人のニーズに合わせ
た非常食の提案を行い、意識付けの強化を図る。



2、発災後の対応

(1) 神栄DATの招集

会長は、神栄DATメンバーの安否を確認し、
支援体制を整える。日栄DAT・近隣栄養士会
DATの支援状況も確認する。

(2) 神奈川県災害対策本部との連携

会長は、神奈川県栄養士会災害支援チーム本
部を設置し、神奈川県災害対策本部並びに日本
栄養士会災害支援対策本部の指示を受け、神奈
川県地域防災計画に基づく災害時要援護者等へ
の食料品の供給に関する協力、傷病者・高齢
者・障がい者施設等への物および人的支援、避
難所における健康相談に関する協力を開始する。



3-1、復旧・復興期の行動計画

(1) 炊き出し支援

神栄DATは、神奈川県対策本部の指示を受け、避
難所等の炊き出しチームと協力し、災害時要援護
者への支援活動を行う。

(2) 援助物資の仕分け支援

神栄DATは、避難所等に集められた援助物資を用
途別に仕分けし、特に食支援に関する援助物資の
賞味期限・特殊用途食品等を確認し、適材適所に
物資が使用できるよう支援する。

特殊栄養食品ステーションの準備



3-2、復旧・復興期の行動計画

(3) 特殊食品のピンポイント支援

神栄DATは、被災地の避難所等において、特別用
途食品（病者用治療食品・妊産婦、授乳婦用粉乳・
えん下困難者用食品等）等を必要とする災害時要援
護者を調査抽出し、災害対策本部を通し、ピンポイ
ントで必要物資の支援を行う。

(4) 避難所等での栄養食事指導支援

神栄DATは、公益社団法人日本栄養士会の作成し
た“災害時の栄養・食生活支援マニュアル”（平成
24年2月作成）を使用し、被災地における健康管理
の栄養食事指導を支援する。

支援内容については、随時神奈川県栄養士会災害支
援チーム本部に報告・相談を行う。

特殊栄養食品ステーションの運用



指定地方公共機関の指定

平成30年4月3日

災害対策基本法の規定する指定地方公共機関

の指定を受ける

防災に関する計画を作成

防災のための措置を実施する



各施設での平時からの対策を考える



ハザードマップの確認

大災害を想定した新しいハザードマップ

自施設の立地条件

自施設の厨房の場所・構造

自施設の耐震性

予想される被害

栄養科で災害マニュアルがありますか？

想定に入れた



ライフラインの確認

 電気：自家発電で使用可能な器具は

自家発電の燃料備蓄は何日分

小型発電機やリチウムバッテリーの有無

（ガソリン・カセットボンベ）

 ガス：都市ガスかプロパンか

 蒸気：ボイラーの熱源は電気・ガス・灯油

 水道：貯水タンクの量と場所・井戸水

 下水処理：公共下水・自家浄化槽



備蓄食料の確認

何日分か

いつ使用するか

何を使用するか

どのように提供するか

ごみ・残飯の処理は

食器の洗浄は



近隣の協力体制の確認

系列の近隣施設はあるか？

大震災の場合は近隣も被災している可能性

耐震構造の建物は大丈夫か

免震構造の建物は？

委託の場合は被害のない系列委託施設の協力

日頃の施設間の交流→協力体制作りやすい



食事提供のめどが立った

 調理機器の状況

使用可能か、衛生状態は

 調理作業員の確保：有事に集合手段検討

 配下膳方法は：温冷は水かぶったらアウト

 食数確認は：PCと電源確保

 食器洗浄方法の確認：洗浄機の可否

 ごみ処理：生ごみの衛生的な処理



患者の栄養状態の確認

 提供量の確保・確認

 喫食量の確認

 喫食状況の確認

 検査ができない場合：臨床審査を重視

 栄養素の偏りの確認



栄養量の確認

提供できる栄養量

必要栄養量：ストレス・運動量

不足する栄養は

そこから考えられる問題

過剰な栄養は

そこから考えられる問題



合併症予防のための栄養

 おにぎり・菓子パン過多の支援物資

脚気・ＤＭ

 提供栄養量減少による低栄養

PEM・褥瘡・感染症

 その他様配慮者の対応

腎臓病・肝臓病・高血圧・COPDなどの病態

乳幼児・咀嚼嚥下不良・障害者



管内の被害状況を想定してみましょう



地震による津波は

神奈川県では津波の影響が危惧されているの

は東京湾と相模湾沿岸部に限定される

津波による広域災害の際、沿岸地区の大規模

病院や老人等の施設に被害が発生する

本研修に参加している地域の施設には、沿岸

地域にある病院や施設から要支援避難者が多

く移送されてくることが想定？

津波ハザードマップ - 神奈川県ホームペー
ジ (pref.kanagawa.jp)

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/cnt/f10985/tunamihazardmap.html






地震の揺れに対しては

想定される震源域で揺れは大きく異なる

関東大震災を起こした震源域での揺れは？

神奈川県西部地震の揺れは？

国府津松田断層地震の被害は？

南海トラフを震源とした地震は神奈川での揺
れは大きくないか？傾斜地は地滑り注意

三浦半島の西側の津波は別

東京湾直下を震源とした地震は、横浜が被害
大きい？・・ビルの落下物、交通インフラ

地震ハザードは各市町村HP参照

地震マップ→各市町村HP

地震被害想定調査 - 神奈川県ホームページ
(pref.kanagawa.jp)

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/cnt/f5151/p15579.html






県内の主な活断層の分布状況

(1)伊勢原断層
(2)秦野断層
(3)渋沢断層
(4)衣笠・北武断層帯
(5)武山断層帯〕
(6)南下浦断層
(7)引橋断層〕
(8)小向断層
(9)生沢断層
(10)平山-松田北断層帯
(11)塩沢断層帯
(12)国府津-松田断層帯
(13)神縄断層）

国府津-松田断層帯はプレ
ート境界からの分岐断層
と評価されるようになっ
た。また、神縄断層は約
50万年前に活動を停止し
ていることから、活断層
としては扱わない。

※「神奈川県内の主な活断層 新編日本の活断層（活断層研究会編）」及び地震調査研究推進本部の資料等により作成。



南関東地震の震度分布予想



神奈川県西部地震の震度分布予想



国府津松田断層地震の震度分布予想



南海トラフを震源とした地震想定



南海トラフを震源とした地震想定



地震以外の神奈川県における災害予想

台風・ゲリラ豪雨による

河川の氾濫

土石流

地すべり

土砂崩れ

ダムの決壊

内水氾濫

洪水マップ 内水氾濫マップ

土砂災害マップ

河川の氾濫による洪水浸水想定区域図 - 神
奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

土砂災害ハザードマップ - 神奈川県ホーム
ページ (pref.kanagawa.jp)

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/p1039490.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/hazard-map/index.html






神奈川県内の過去の風水害１

昭和の時代（記録のある23年以降の40年
間）

23年9月、24年8月、27年6月、28年7月

31年10月、33年9月、38年6月、40年9月

41年6月、45年7月、46年8月、47年7月

47年9月、49年7月、51年9月、54年10月

57年8月、57年9月、60年6月、61年3月

以上20回

神奈川県資料から作成



近年の風水害の状況

 平成からは１６年までには数年に１回ほど

 それ以降毎年のように被害がある

 ここ数年は年に数回の被害

R３年から４年は既に県内数か所に豪雨災害が発生

昨年には日本で初めての特別警戒が平塚花水川で発令

 １回の被害が大きくなっている

 豪雨はよりスポット的な被害



おさらい



様々な施設の機能による違いを考える

食事は各自で確保している職場か

 1日1食の通所施設か（学校・保育含む）

 1日3食の入所施設か

利用者は原則自宅へ帰る

（小児の場合迎えが来るまで預かる）

利用者は施設にとどまるか

孤立が予想される施設か



備蓄食料は大丈夫

 1食の施設の備蓄

個人別持ち出し袋の準備は必須か

居残り対応・・食事用意か？広域へ移動か？

 3食の施設の備蓄

調理いらないもの、調理が必要なもの

３日間でよいのか？・・立地等考える

 利用者にあっているか

高齢者・乳児・アレルギー・病態

 フェーズ別に考えているか

状況判断して何を先に使用するか検討

・・設備の使用・支援物資・支援人材



水の確保

 1食の施設の備蓄（病棟ごとに同様に対応）

基本お迎えまでであれば小さいボトル1本

居残ってしまう利用者用に補充用２Ｌボトル

 3食の施設の備蓄のルール決め

個人あてに小さいボトル

個人ボトルは廃棄せず、継続して使用

補充用のボトルから随時補充

 調理用水の確保

 雑排水の確保



熱源の確保

 1食の施設

温める程度を想定した備蓄

 3食の施設

調理用熱源確保を検討

電気かプロパンガスか薪・炭？



ＰＣデータの活用方法検討

バックアップは

サーバーの立地（水・倒壊に対応してい
るか）

クライアントの設置場所

電源

常に最新の食数等は紙に残す



食材の入手ルート

 備蓄食料

 被災直後に使用予定の食材はある

 支援物資か（公的・私的）

 地域の大型量販店の災害備蓄は

 問屋の配送開始はいつか



復旧に向けての対応

 施設を維持するか

復旧段階別に献立・発注検討

栄養管理を並行して行う

ボランティアの有効利用（調理以外）

 施設を放棄するか

利用者の移動先を確保・・栄養情報提供



病院での取り組みの一例

考えられる最悪のシナリオを想定

自院で支援物資が届くまで完結出来る備え

保管場所

水がかぶらない2階などに備蓄

厨房内で一番小部屋で仕切られた場所

栄養科が稼働するまでの間の1食は各病棟

スタッフの分＋α分も確保



曽我病院の備蓄食品一例（講師が在籍の時）

主食だけでも最低16食分

アルファー米：91ケース

アルファー粥：35ケース

米：300kg（本日在庫？kg）

ローリングストック

普段使いの缶詰2種類料理材料分

特殊食品：経口流動・ゼリー食各900食

保存可能なジュース900食

栄養管理ソフトに備蓄量を設定して管理



無駄を出さないアルファ―米の使用

大きな災害のあった日に通常使用

1月17日：阪神淡路大震災

3月11日：東日本大震災

6月12日：宮城沖地震

9月1日：関東大震災

10月23日：中越地震

賞味期限の5年ですべて入れ替え

在庫管理だけではなく、調理訓練も兼ねる



おまけ：コロナ対策

多くの方の食事を扱っている事を認識する

感染しない・させない対策を徹底する

職員をグループ分けして交代制勤務

食堂・休憩室の対策

業務外においても蔓延地域への外出を制限

予防接種の推進

基本はHACCP+ノロ対策+人の接触減小



栄養科でクラスター発生

感染マニュアルに沿って関係部署への報告

部署の消毒

濃厚接触者の割り出し

勤務可能者での運営の可否判断

可：シフト、応援態勢確保、再感染予防

不可：備蓄食で他部署の職員で対応

長期に備え外部弁当等の調達

再開準備



施設内でクラスター発生

感染フロアーと非感染フロアーの区別

配膳ルート・方法の検討

ディスポ食器の対応検討

数名：通常食器で消毒かディスポか

多数：ディスポ検討

下膳ルートの確認

ディスポ食器と残飯ワンウェイで

配膳車・トレイなどの消毒



とある研修会での質問から
給食職員が、まず一番に心得ておくべきこ
とがあれば教えてほしいです。

 施設等の食事を管理している以上、入所者・利用者・

患者など給食を必要としている方々がいることを念頭

に置き、自らの身の安全確保・家族の安全確認が出来

たら施設の給食管理のため職場へ駆けつける責任感の

ある行動が取れる姿勢が大切。

 そのために何を準備しておくかは本日の話の中からヒ

ントになることを見つけ足りないものを準備しておい

て下さい。



ご清聴ありがとうございました

絶対大丈夫ということはない

常に想定外を想定する

様々な情報を自分のものに

いざという時の知識を身に着ける

JDA-DATリーダー研修

JDA-DATスタッフ研修

JIMTEF研修




