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A Child, Child Care Support Research Center Annual Report 講　演　記　録　　

　みなさんおはようございます。私は浜松から参
りました。浜松を知っている人はいますか。浜松
は、静岡県の西部の名古屋に近い場所になりま
す。広島は久しぶりなんですが、ついこの間鳥取
で地震がありましたね。今日は、防災の豆知識
……といえるかどうか、ちょっと心配です。
　実際「ぴっぴ」（NPO法人はままつ子育てネッ
トワークぴっぴの呼称）っていうのは、防災の事
業ばっかりやっているわけではないのです。皆さ
んが保育を研究するように、子育て支援。支援と
いう言葉を私は好きではないですが、母親の時か
ら始めたので、当事者意識が強いのです。皆さん
LINEとかTWITTERとかされてると思いますが、
それもやりながら、月に14万人が見てくださるよ
うになったWebサイトを運営しています。いろ
んな事業をやっているんですが、防災も、そのう
ちのひとつです。
　私がなぜこの防災事業を始めたかというと、静
岡県というのは、東海地震が来る、来ると言っ
て、もう40年近くになります。来るといって来な
い。その間に、阪神淡路大震災があったり、東北
で東日本大震災があったり。その前は中越です。
最近は熊本。そして今回鳥取で地震がありました

けれども、静岡県は全然来ない。私は転入者で、
子どもが生まれてから静岡県の浜松市に移りまし
た。静岡県は、防災先進県と呼ばれています。皆
さん、ちびまる子ちゃん知っていますか。ちびま
る子ちゃんを見ていると、防災頭巾が出てくるの
ですよね。幼稚園児も、小学生も中学生も、みん
な防災頭巾持っています。職場にもヘルメットが
備わっています。最初に浜松に引っ越してきた
時、乳幼児がいましたが、災害時に子どもをどう
やって守ったらいいのかがわかりませんでした。
防災訓練は地域でやっているけど、乳幼児の親
子、介護をしている家庭、障害のある人は防災訓
練に出られません。だったらどうしたらいいのだ
ろうと考え始めたのがきっかけです。

　きょうは地震についてお話しますが、広島は川
がいっぱいあるので、水害とか、土砂災害が多い
のかなと思います。実際、知っておくことと備え
ておくことについてお話しするんですが、「自分
は関係ないから」とか、「頭の中でイメージがで
きない」と思われる方って多いと思います。私も
家庭を持っていない頃は全然そんな意識はありま
せんでした。

平成28年度　広島文化学園大学子ども・子育て支援研究センター講演会（講演要旨）

子どもを守る防災講座
―乳幼児のいる家庭のための防災豆知識―

特例認定NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ　理事長

講演者：原田　博子（はらだ　ひろこ）

原田　博子氏のプロフィール
2006年の法人化と共に子どもの防災を考える地域のネットワー
ク事業を開始。以来、団体独自で開発した減災BOOKなどの教
材を使用してワークショップや講座を実施。全国より依頼を受
けて行った数は 1万人に及ぶ。2011年の東日本大震災でのヒア
リングを基に災害時にアレルギーのある子どもや乳幼児家庭に
役立つ「つながる支援パック」を開発。2016年の熊本地震の際
には乳幼児家庭に送った経験を持つ。
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　南海トラフについておさらいですが、東海地
震、東南海地震、南海地震の三連動地震を南海ト
ラフと言い、それがやって来ると、何万人もの人
が死ぬという話があります。広島は、瀬戸内に
あって、関係ないと思ってしまう。だけど、実際
に皆さんどうですか。もしかしたらディズニーラ
ンドに行ってたり、USJに行ってたりとか、いろ
んなところにいるかもしれない。
　今日お話しして行くことを、時系列でお話しし
ていきたいと思います。この話は、東日本大震災
を基にしてお話します。大体発生直後と 3日後か
ら一週間後、一か月以上というような分け方でお
話ししていきます。
　発災直後って、電話は不通になるし、皆さん、
昼間だったら家族の安否確認の混乱があります。
「どこいっちゃったの。」でもケータイ通じない。
どうしたらいいのか。生きているのか死んでいる
のかすら分からない。東日本大震災のときは津波
が来たので全くわかりませんでした。情報が混乱
してすごい噂も立ちました。千葉製油所の火災に
ついて、「有害物質が雨などと降るので注意」と
いうチェーンメールなどのような。
　発災 3日後、だんだん水とか食糧の不足になっ
てきます。ミルク。乳幼児のお子さんがいるとお
むつの不足とか。災害弱者の物が不足してきま
す。そして避難所がだんだん開設されます。
　一週間後になると、だんだん緊張感が解れて体
の不調が出てくる。炊き出しが始まる。物資の配
布に伴う混乱。これはすごいことになります。
　一か月後になると、やっと水道のある仮設住宅
という形になっていく感じです。
　さて、皆さんに質問です。避難所はどこか知っ
ていますか。じゃあ避難地を知っている人。避難

所と避難地の違いが分からない人。ですよね。避
難地っていうのは、とっさに逃げる場所と考えて
いてください。だから建物とかでなくて公園と
か、だだっ広い場所。とにかく何かあったときに
逃げる場所。だけど、地震が起きたときに慌てて
建物から飛び出して、物が落ちたとか、瓦が落ち
てきて頭打ったとかあるので注意が必要です。避
難所は、家で生活できない人が行く場所です。で
すから、是が非でも避難所に行かなければならな
いということはありません。まして、避難所に
は、地域の人が全員入れるわけではないです。大
体中学校、小学校っていうところが避難所になる
場合が多くて、情報が行く、いろんな物資が届く
場所でもあります。たぶん中学校以上の学生さん
たちが避難所運営をやった方が絶対にいい。高齢
者の方たち、自治会の方とかいろんな方たちが避
難所運営する場合もあるんですけれども、結構大
変です。絶対若い方の力っていうのは必要になっ
てきます。
　地域の防災訓練に出た事ありますか。少しいま
したね。浜松の場合も防災訓練すごくやるんです
けれども、高校生とか中学生とか行くと、印鑑と
か押してもらって、それが学校の成績になるって
いうことで出る人が多いのです。
　家族で備えておくこととして、大体備蓄は 3日
分と言われています。だけど、南海トラフに関し
て静岡県では 7日分以上と言っています。災害が
海沿いに起きると、東名高速道路、新幹線も鉄道
もだめになる。だから、分断されて支援物資は来
ないだろうって。そもそも 3日分ってどうしてな
のっていう質問がよくあるんですけれども、東日
本大震災の場合、被害が甚大で、 3日間は動けな
かったようです。大災害の場合、 3日間はNPO、
NGO、災害支援やっている人たちも、絶対自分
たちの命の方が大事だから動かないって言いま
す。だから、自力で過ごせる 3日間分の備蓄をし
ましょうというようになっています。
　それから、危険個所のチェックです。これは、
小学校、中学校は結構静岡県ではやっています。
自分の通学路とか、いろいろなところを調べて、
家族がバラバラになったときにどこで落ち合おう
か、ということをしっかり把握しておこうという
ことになっています。皆さん保育関係の学生さん
たちだったら、今後、自分の職場の避難所、避難
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地を知っておくことは必要になってくるし、昼間
（地震が）起きたときにお子さんを迎えにくる親
御さんがなかなか来れない状態になるわけですか
ら、どこで引き渡すのかといったこともしっかり
チェックする、話し合いで決めておくという事も
必要です。東日本大震災の時は、幼稚園バスで帰
してしまい、しかも海沿いを走らせ、裁判になっ
たりしてますよね。小学校も、大川小学校で海沿
いに避難させて子どもたちが死んでしまい、裁判
になりました。保育者、教員もそうですけれど
も、すごく重要なことですね。
　それから、写真を持たせること。認知症の老人
の方にも写真を持たせるといいです。徘徊老人の
方は、どこに行ったか分からないということが
常々ありますけれども、乳幼児もですね防犯上あ
まりよくないのだけれども、実際言葉がしゃべれ
ないと、どこのだれだか分からなくなるというこ
とで、家族写真持たせるといい。家族が「ケータ
イに入っているからいい」っていっても、ケータ
イの電源が切れちゃったらもう見れません。です
から、家族写真を持っておくことが大事という話
です。
　気を付けることとして一番には、私は大丈夫と
いう意識です。こういうお話をさせていただい
て、もう11年。2006年から始まって、インター
ネットで「子どもを守る防災プロジェクト」を掲
載した途端に、そんなこと知らなかった、やって
なかったから話に来て、と言われて。結構西日本
の地域から呼ばれることが多くて、長崎に行った
りとか、徳島に行ったりしました。大抵、意識が
薄い地域っていうのは、「うちは大丈夫だから」っ
て言います。熊本もそうでした。熊本行った時
も、台風は来るので屋根が飛ばないように、瓦で
屋根を重くしている地域が多かった。しかし、地
震が来た時にそれが災いして、家が倒壊してし
まったという悲劇がありました。災害に応じて家
を建てるのはすごく大変なことですけれども、何
が起きるか分からないという事です。
　地震が起きたときに咄嗟にどんな行動がとれま
すか。乳幼児がいる家庭で、親子で家にいる時、
地震起きてしまったらダンゴムシのポーズをとり
ます。こんな感じ。頭と心臓をまず守ることが大
事。丸まって小さくなるっていうことが大事なん
です。くれぐれもお母さん、お父さんが、「○○

ちゃん、こっちきて」と呼び寄せるのではなくて、
あなたが行くんです。呼び寄せている間に物が落
ちてきて、けがをしないためにも、お母さん、お
父さんが率先して自分の子どものところに行っ
て、守りましょう。保育士さんもそうですけれど
も、乳幼児さんに、ダンゴムシのポーズを教えて
おくというのは大事だと思います。
　それから、95％以上の確率で地震が来ると言わ
れていた東北では、防災訓練すごくやっていたと
ころは助かった。だから、海沿いの地域の人たち
はよく知っていて、保育士さんたちも、お昼寝中
に子どもを起こすのってすごく大変なことですよ
ね。なかなかボーっとして起きない。子どもたち
にも何回か防災訓練させることが大事だという話
を聞きました。逃げるに当たっては、近道をす
る、山の手に逃げるということで、畑を突っ切る
場合は、地主さんと話をしておいて、「ここもし
かしたら逃げ道で使うかもしれません」と、ちゃ
んと約束事を作っていたという話もありました。
　家の中にいて地震が起きた場合、とにかく、戸
が軋むっていうか、開かなくなっちゃう可能性も
あるので、まずドアを開けましょうっていう事で
すね。入り口、出口が一つしかないところは、確
保する。それから、寝ているところに物を置かな
い。何か倒れてきたときに下敷きになります。お
風呂に入っているときは、お風呂の蓋で身を守
る。家事をしているとき、天ぷらとかやかんを火
にかけていたというときに、消そうとしないこ
と。まずは逃げる。そして、揺れがおさまってか
ら消す。あるいは、最新のレンジはすぐ消えるよ
うになっている物もあります。ですから、下手に
近づかない。机の下に潜ることは学校教育でよく
言われていますが、NHKのアナウンサーから聞
きましたが、マグニチュード 9くらいになると、
潜ってても、机が飛んでしまうのだそうです。だ
から、机の脚を持てと言われました。阪神大震災
の時、三宮に住んでいた友人は、早朝、トイレか
らでてきたところに地震が起きて立っていられな
かったそうです。テレビも水平に飛んだと言いま
す。
　外にいる場合もありますね。エレベータなどに
閉じ込められないこと。とにかくどこの階でもい
いから全部のボタンを押して、止まったところで
降りるという事です。それから、水辺には近づか
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ない。今朝NHKでやってましたけど、この間の
福島の地震、22日にありましたけれども、あのと
きも、仙台は1.4ｍ津波が来て、川を遡上したと
ころが映ってました。それをボーっと犬を散歩さ
せながら見ていた人がいました。逃げることをし
ていませんでした。大体、東北の人は、「震度 5
以下はもう地震じゃないよ」っていうんですね。
気を付けましょう。
　通勤路・通学路、歩いている時も気を付けま
しょう。ブロック塀とか、瓦屋根に気を付けま
しょう。熊本でも見ましたけれども、電信柱の電
線が全部垂れ下がっているんですね。それに触る
と感電死します。子どもは好奇心が有りますから
気を付けないと。それから、自販機の近くには行
かない。200㎏から300㎏あります。だから、圧死
してしまいます。気を付けなければならない。
　そして、災害発生後になります。今、どうです
か。公衆電話ってなくなっちゃいましたよね。
ケータイがほとんどなので、公衆電話見たことな
いっていう人も増えていると思います。でも、災
害が起きると、「171」、伝言板ダイヤルというの
で、避難所には電話が設置されます。小銭が必要
になるので持っておくと便利。それと、毎月 1日
と15日に試験稼働するんです。練習しておくとい
う事が大事かなと思います。皆さんもどうかなと
思いますが、今はトイレも全自動式なので、トイ
レを流さない子どもが増えてきています。洋式が
当たり前と思っているけれども、災害の時の仮設
トイレはほとんどが和式です。
　また、家庭で「家具の固定をしましょう」とよ
く言われます。こんなふうに倒れてしまう。（写
真）家具の固定も、見ていただくとわかるんです
が、ツッパリ棒を付けるんですが、あれが、天井
の桟敷にきちっと固定されていないと、天井を突
き抜けてしまって、全然意味なかったということ
があったそうです。天井と箪笥の間に物をいっぱ
い詰めて動かないようにするのが結構いいみたい
です。でも実際寝ている場所に物を置かなことが
一番ですね。阪神淡路大震災の時は、箪笥などに
挟まれ動けなくなって、火事で焼死してしまった
という人がかなりいました。
　（スライド）これは、東日本大震災の時の目安
ですが、上下水道 4週間。トイレは使えなくなり
ます。電力 1～ 2週間。固定電話の場合は 4週

間、ケータイの場合は 2週間使えなくなる。ガス
も 6週間使えなくなるのが目安です。熊本の場合
は早かったのです。
　（写真）東日本大震災の時は、避難所になった
体育館に、千人ほどが押しかけてきたので、座っ
ているだけでもきつかったと聞きました。身動き
できるスペースなんて全くない状況。避難所開設
というのは、実際に災害が起きたときに、ここの
建物は耐震大丈夫だよというのが分かってから入
れてもらえるので、それまでは外で待たされるこ
とになります。すぐに入れるわけではありませ
ん。でも、人の心理からすると、どこへでも押し
かけます。避難所指定があるにも関わらず、役所
とかいろんな施設に人が押しかけてしまいます。
たぶん大学もそうですが、建物が大丈夫だった
ら、そこに押しかけるのが人の心理です。これを
見て分かるように、プライバシーは全くないです
よね。（写真）これは熊本の上益城郡嘉島町の避
難所の写真なんですけれども、ダンボールで一区
切りずつ、一家族が生活しているんです。列に
なっているのは、町ごとです。コミュニティを壊
さないような配慮です。入り口に近いほど介護度
の高い人などを配置して、見守れるようにそれぞ
れが生活しています。
　地震や災害が起きたときに一番大事なことは、
地域とのつながりです。学生さんとか若い人たち
は、特に地域とのつながりなんてないし。アパー
トに住んでいても誰が住んでいるとか、隣に住ん
でいる人さえ知らない。そういう地域もあるわけ
です。となると、災害が起きて、自分が動けなく
なった時に、助けを求めようとしても、だれが住
んでいるか分からないと、見過ごされる可能性が
あるのです。だから、自分の存在をアピールして
おかなければならない。特に、地域に住んでいる
と、認知症の人とか、障害のある人を、日本人は
隠しますね。そういう人たちほど、災害弱者に
なるわけで、助けなければならないのだけれど
も、存在を知らされていないから見過ごされてし
まう。仙台でのヒアリングで障害を持つお子さん
のいるお母さが、地域に、こういう子がいるんで
すとアピールしていくことが大事なのだと話して
おられました。自閉症とか、発達障害のお子さん
は、避難所では生活できません。それで、車中泊
して、エコノミー症候群で亡くなったという話も
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あるのです。熊本地震の時はもう東日本大震災の
後だったので、学習効果はあって、着替えをする
空間があったんですね、プライバシーを保つ空間
は一応ありました。（写真）避難所の各家庭はこ
れ畳二畳分、福島から届いて。 5月に私も行った
んですけれども、結構暑く、体育館で生活するの
は大変そうでした。夏場は暑さ中で生活して行か
なければなりません。だからこそ、避難所生活は
しない方がいい。皆さんのおうちの耐震をしっか
りしましょう。避難所に居れば支援物資はもらえ
ると思っている方がいるかもしれないけど、実際
はすごく過酷なものです。
　避難所生活は、絶対に心地よいわけないじゃな
いですか。暑いし寒いしお風呂も入れない。だか
ら赤ちゃんだって泣くのは当たり前、夜泣きもし
ます。余震が来る中で、「子どもの泣き声がうる
さい！」と言われるとお母さん困っちゃいます。
自分だって泣きたいくらいなのに、赤ちゃんに泣
かれて、周りにすごく気をつかって、結局、東日
本大震災の時は 3月。まだ雪が降って寒いのに、
外に泣き止まない子を連れて行ってあやしていた
と言います。だから生活できなくて、遠くの親戚
を頼って、避難所を出てしまった家庭もありま
す。避難所に残っているのは、最終的には高齢者
ばかりです。
　家が倒れたという事は、ほこりが出るという事
です。避難所生活で、土足で上がらないこと。ほ
こりをかぶってしまうので、衛生面ではよくあり
ません。そこに布団を敷いて生活しているわけで
すから、大変です。体育館で寝た事ありますか？
おととし、体育館で、避難所生活体験のための防
災キャンプをやったのですけど、体育館って床が
響くんですよね、寝ていると。だから、ちょっと
歩くだけでも、気になって、寝てられない。そう
いうところで生活するのは高齢者も苦しいです。
だから最近は段ボールベッドを災害支援で持って
きて、その上で寝る。そうすると、ちょっとは快
適になるのです。
　また、ほこりが多いのは、アレルギーの人たち
にとっては厳しい状況で、発症してしまうんで
す。お風呂に入れないとか、赤ちゃんだとおむつ
替えができなくてお尻があれちゃうとかが起きま
す。アレルギーも、食物アレルギーと、アトピー
性皮膚炎と、喘息のように大体大きく分けると 3

種類あるわけです。アレルギーの理解はなかなか
できていません。学校給食で、チーズでしたっ
け？亡くなった子がいましたよね。みんなと一緒
の物が食べたくて、ちょっとだったら大丈夫かと
思って食べたらアナフィラキシーショックを起こ
して死んでしまった。東日本大震災の時はパンと
かおにぎりとか、本当に冷たいものしか来なかっ
たと言います。送られてきたものが病気で食べら
れないのに、わがままと捉えられて、大変な目に
あった高校生がいました。アレルギーの理解とい
うのは、しっかり持っておかないと、大変なこと
になります。
　（スライド）この後、PTSDが起きる人がいま
す。だんだん時間が過ぎるとともに、ストレスに
よって普段の生活ができないわけですから、心身
にダメージが起きてきます。特にお母さんたちは
子どもがうるさいって言われると気が気じゃな
い。つい涙が出てしまう。ストレスですね。ま
た、子どもにも起きるわけです。子どもたちが、
この部屋にいたら地震が起きた。だからこの部屋
に入ると地震が起きるのではないかと心配で部屋
に入れなくなったというのもPTSDです。熊本の
地震は 2回も起きてますよね。 1回目は免れたか
ら大丈夫だったけど、安心して車を屋内の駐車場
に入れたら家が潰れて車も家も壊れてしまった家
庭もあります。 2回目の地震の時の方が大きかっ
たものだから、結構ストレスになって、車中泊が
多かったと聞きました。避難所も人がたくさん押
しかけて入れなかったということもあったのです
が、家の中にいるとまた揺れるのではないかと怖
い。大人でも入れませんでした。PTSDは、すぐ
に起きるとは限らない。 2年、 3年経ってからと
か、今になってから起きるっていうのもあるんだ
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そうです。東日本大震災で、津波が起きた後、子
どもたちがやったのは、津波ごっこと死体ごっこ
でした。たくさんの死体を見てしまった。それ
と、自分の親が、兄弟が、手をつないで走ってい
たのに、津波にさらわれて死んでしまったってい
う恐怖体験がそういうことをさせていたのです
ね。目の前で人が亡くなる恐怖体験っていうの
は、かなり後をひきます。だから、津波ごっこと
か死体ごっこっていうのをやって克服しようとし
ているのです。徐々に回復して行く一つの心理的
な過程なんだそうで、大人は容認してあげなさい
と言われていました。また、子どもが小さい時に
戻ったように、赤ちゃん返りをして、親の手を煩
わせ、おねしょをする。そういうことがたくさん
起きました。精神的なダメージです。

　災害が起きると一番困るのが、物資の不足で
す。特に行政がなんとかしてくれると思っている
なら全く無駄です。静岡県でも、行政が備蓄して
いる物って、だいたい一日分くらいですかね。後
はほとんど自助です。特に、乳幼児用品とか、女
の人だと生理用品とか、絶対不足します。以前の
災害では、一人一枚の生理ナプキンが配られただ
けということもありました。ましてや備蓄には、
赤ちゃんのミルクはあるけれども、哺乳瓶は入れ
てありません。なんでって聞いたら、哺乳瓶のゴ
ム製の乳首が劣化してしまうから入れておけな
いっていう話です。だから、不測の事態が起きる
のは当たり前。災害弱者の人たちは特に自分で必
要な物は持っておくことです。特にアレルギーと
か、薬を飲まなければならない人はそうですね。
　洗濯ができない。東日本大震災のとき、洗濯ボ
ランティアというのがありました。人に下着を
洗ってもらうっていうのはすごい苦痛ですね。名
前を書いた袋に入れたものを、洗濯してくれるっ
ていうボランティアができました。
　それから入浴ができない。お風呂入れないと、
アトピー性皮膚炎とか、アレルギーのひどい人は
本当にカサカサの皮膚になってしまいます。自衛
隊が来てくれればお風呂を用意してくれて助かる
のですが、入れない地域もありました。
　それから、感染症ですね。ノロウイルスが起き
ると、瞬く間に感染して大変なことになります。
列をなして、仮設トイレに並びます。罹ってし

まったらもう最悪です。衛生面は気を付けなけれ
ばならない。そういうことも、頭の中にちょっと
入れておいてもらうと、随分違います。保育園で
も幼稚園でもそうですけど、通常感染したら通園
禁止ですね。だけど、それができない状況なわけ
ですから、特にお年寄りが罹ると死んでしまいま
す。
　あと様々な問題は、今日は女性が多いので、お
話しますけれども、性犯罪が起こるのだそうで
す。家が崩れて、半壊したところに引っ張り込ま
れたとか、トイレに行って、引きずり込まれたと
か。女の人、子どもは一人で歩かせないという事
です。特に、避難所のトイレは真っ暗です。東日
本大震災後のヒアリングで、行政の人はありませ
んと言われたのですが、新聞社の女性記者さんと
お話しする機会があった時、性犯罪はあったと言
われていました。
　防犯。熊本地震の時にも結構、ボランティアが
入りました。いろんな地域の人が外からいっぱい
来ます。そうすると、そういった人に紛れて半壊
の家に泥棒が入ることがあるのです。それもあっ
て車中泊になるんです。避難所に行って生活する
のもいいんだけれども、自分の家が心配、何か盗
られるんではないかという事で、自分の敷地内に
車をとめて生活していたというのはそういう理由
もあるのです。

　次に、私たち、こんな活動をしていますという
事例発表させていただきます。（写真）熊本地震
の時に支援をしました。災害弱者の人は、とにか
く避難所に物をもらいに行く事がなかなかできな
い。赤ちゃんがいるおうちは赤ちゃんを置いてい
くわけにはいかないし、物をもらうために長い列
にもなります。障害のある人も介護している人も
そうです。だからと言って、家に何か持ってきて
くれるという事はないので避難所に取りに行かな
ければなりません。
　私たちは、子どもに限ってなんですけれども、
「つながる支援バック」という名前をつけて乳幼
児用とアレルギー用の支援物資を送りました。
バックに必要な物を詰め込んで、一セットにして
物を送りました。今日、実際に持って来ればよ
かったんですけど、乳幼児用品としてはミルクと
か離乳食、おしり拭きなど10種類。けれど、紙お



― 59 ―

講　演　記　録　　

むつは入っていないんですね。サイズがみんな違
うので。それからビニール袋。これは、寒さをし
のいだり、ごみを入れたりトイレの中敷きにも使
える事ですかね。それから、ドライシャンプー。
お風呂入れないから。それからラップです。食器
の上から重ねて使えば洗わなくて済む。哺乳瓶も
入れてありますけれども、うちは母乳だからいら
ないよっていう人がよくいます。それはそれでい
いんです。いる人にあげればいいんですが、出な
くなっちゃう人も結構います。ショックで。大き
な地震で、母乳がピタッと止まってしまったって
いうお母さんが結構いました。だから、哺乳瓶は
入れました。哺乳瓶のゴム製の乳首がいやだって
いう赤ちゃんがいるんですが、そのために、紙
コップはそれで飲ませるために使います。スプー
ンも入れてあります。
　アレルギー用の場合は何が違うかというと、ワ
セリンです。浜松医科大学にアレルギー認定専門
医の先生がおられ、その先生に監修してもらって
決めたものです。脱脂綿やおしりふきでもアル
コールが入っているものはだめなんです。アル
コールフリーの脱脂綿とか。ワセリンはカサカサ
になるところに塗ります。また、アレルギー用の
ミルクと離乳食もあります。（スライド）こうい
うマークを作りました。うちのスタッフがデザイ
ンしました。「子どもがいます」と「アレルギー
があります」マークを、マタニティマークと同じ
ように広めていきたいと思っていて、災害の時に
これを示すことによって、自分たちのところには
子どもがいるのです、困ったときにはサポートし
てねっていう印です。

　最後に皆さんへのうちからの提言としては、生

き延びること。隣近所が頼りになります。遠くの
親戚より、近くの他人なんです。食料買い出しの
ために、スーパーに、 5、 6時間並ばなければな
らなかったときは、子どもを連れていくことがで
きません。近所でお互いに助け合って、同じ子ど
もがいる家庭で「買い出しは私が行くから子ども
をお願い」というような役割分担をすることがで
きたという例もあります。そして、 2番目に自分
の命は自分で守ること。群馬大学の片田先生は、
釜石の奇跡で、東日本大震災の時に有名になりま
した。先生がいつも仰るのは、「自分は大丈夫」
という油断。災害マップなんかで見て、赤い地域
の人たちはすごく気を使って災害に備えるけれど
も、そうでない地域の人は自分は大丈夫だと油断
して逃げ遅れて犠牲になって死んでしまったって
いう話がありました。だからこそ、絶対という事
はないという話をされています。確かに、岩手県
にはギネスに載るような防潮堤があったんですけ
れども、それが一瞬にして崩れてしまった。一回
見に行ったらいいと思いますが、見事に崩れてま
した。静岡県の浜松市も、工務店さんが何百億と
寄付してくれて、防潮堤を今作っています。津波
が来るって言っているのに、防潮堤ができるから
大丈夫だよって区長は言うんですけれども、絶
対っていう事はありえないんです。だから、起き
ると未曽有の災害っていいますが、未曽有じゃな
くて、実際に起きる可能性はあるということで
す。
（写真）熊本の地震があった後、私は災害ボラン
ティアで 5日間熊本に行きました。家を建て直
すっていう事はすごいお金もかかるし、片付けも
大変だしという事で、半年経ってもこの風景は全
然変わらない状況になっているという事が後で分
かりました。方向によって家は崩れちゃうんで
す。大丈夫だったおうちもあるんですけど、ほと
んどがだめになっている。断層の上にあったと
ころはだめですね。このちょっと離れた地域だ
と、普通に大丈夫なのに、そこの境目は酷いです
ね。他の家は大丈夫だったのに何でうちだけ崩れ
ちゃったんだろうって泣けちゃう人もいっぱいい
るわけです。赤紙はられちゃうと、うちに住めな
くなってしまいます。（写真）これは、トイレで
す。災害が起きると、どこでもそうですが、トイ
レが問題となるのです。ポータブルトイレとか自
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分で持っておきましょうってよく聞きません？避
難所生活をすると、トイレにすごく困るんです。
だから高齢者とか女の人って、トイレに行かな
いように水分を控えて、それで腎臓を悪くした
り、介護度が高くなってしまう。こっちから向
かって右側は洋式トイレなんですが、あとは全部
和式なんです。和式の段差は60㎝くらいです。今
は、座ってできるように洋式用補助便座がありま
す。この話をしたらそんなの被災地で用意してく
れるとは限りませんと言われてしまいました。ま
だ、トイレあるだけましだって、東日本大震災の
時は、穴掘って用を足したという人もいました。
（写真）こういう仮設トイレも、流れないので糞
尿が、どんどんたまれば、ドアにバッテンが貼ら
れて使えなくなります。そうなると、入れないト
イレがいっぱい出てくる。洋式トイレも、きれい
に使う人ばかりじゃないから、汚くなって座れな
いという場合もいっぱいあります。女の人の専用
のトイレを作ってくださいという要望が出てきま
す。本当にトイレが一番困るし、普通、下水道が
止まっちゃうと、流しちゃいけないことしってま
すよね。水が入っているからまだ大丈夫って下水
に流さないようにしないと、詰まっちゃいます。
台湾で、トイレットペーパー流しちゃいけないの
と同じです。
　ボランティアの人たちは、全国から集まってき
ます。倒壊した家の片づけとか、避難所で生活し
ている人たちにエコノミー症候群にならないよう
に、体操を教えたり。避難所生活していると動か
なくなる人が多くなるので、介護度が上がりま
す。それからあったかいものが食べられないの
で、静岡県のボランティアは静岡茶を急須に入れ
て提供し、足湯をしました。お風呂に入れないの
で、足だけ浸かってマッサージしてあげるので
す。高齢者がほとんどですが、子育て中のお母さ
んもストレスが溜まっているので、こういうボラ
ンティアをすると、だんだん愚痴やつぶやきが出
てきます。それがすごく大事なことで、そこで
困っていることがわかったり、ストレスが発散さ
れたりする事になります。
　ここまでお話をしてきたんですが、あと、 5分
ちょっとあります。なので、お終いにしたいと
思いますが、最後に、広島だと、河川が多いの
で、水害の話もしておきたいと思います。水害と

地震っていうのは全然違うんですね。津波が来な
いから大丈夫っていう人たちの住まいでは、建物
が倒壊したら、たぶん火事が起きます。関東大震
災の時は火事で、火炎施風が起こり亡くなったっ
ていう人もいます。阪神淡路大震災の時は、神戸
の友人から長田地区というところで、建物が倒壊
して、箪笥の下敷きになってしまい、そこへ火が
来て焼け死んでしまった人がいたと聞きました。
火事が起きるときって、意外にも地震が起きたと
きにアイロンかけしていたとか、何か火を使って
いたとかで停電し、電気が元に戻ったときにその
ままにしておいて火事になったとのこともあるん
です。だから、ブレーカーを落として、外出しま
しょうとよく言われます。
　だいたい水は30～50㎝で足をとられます。だか
ら歩いていられなくなってしまう。水害の時は、
建物の高い所、 2階 3階に逃げましょうと言われ
るはずです。下手に外に出て、足をとられて、マ
ンホールの中に引きずり込まれる事もあるわけで
す。
　これから先どんなことが起きるかは本当に分か
らないので、ぜひ知っておいて欲しいと思いま
す。災害時には、知恵を働かせること。絶対に全
てのものがあるわけではないです。けがをしない
ことです。お医者さんは、ひどいけがをした人た
ちにとられてしまいます。ちょっとした切り傷等
でお医者さんにかかろうと思っても、診てくれま
せん。東日本大震災の時はお医者さん自身が亡く
なったこともありました。だから、自分の身は自
分で守るっていうこと。それから、よく言う自
助、共助、公助。公助はあまりあてになりませ
ん。行政の人たちにやってもらおうって思わな
い。
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　沢山のことを言いましたが、ポイントは絶対に
災害を防ぐことはできないので、今は減災という
言葉が使われています。少しでも災害を減らすこ
と。発災したら直後に何をするとか、発災後には
どういうことになっていくのかある程度知識を

もっていれば、余裕が少しは持てます。
　子育ても同じです。私のお話はこれで終わろう
と思います。分からないことがあったら質問して
ください。何でも結構です。ありがとうございま
した。


