第２編

避難所運営
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第１章
１

避難所をめぐる基本的事項

避難所の目的

この 指針 におけ る「避 難所 」は 、市町 村があ らか じめ 指定し ている 避難 施設 等で、 災害
時 に、 市町 村長が 開設・ 運営 管理 し、被 災者に 安全 と安 心の場 を提供 する こと を目的 とし
ます。
○避難場所
避難場所を「避難地」、「避難所」に区別し、次のような位置づけをしています。
一次避難地

地区ごとに一次的に集合し、状況・安否の確認や集団を形成する場
所とし、二次避難地への中継地点として、集合した人々の安全が確
保できる空地・小公園・公民館等の広場等をいう。

二次避難地

一次避難地から避難所又は広域避難地へ避難する前の中継地点で、
集合した人々の安全が確保されるスペースをもち、また、避難に伴
う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護を行う
ことが可能な公園、緑地及び小中高等学校のグランド等をいう。

広域避難地

必要に応じて、広域的な避難を要する場合の火災等から避難者の生
命を保護し、消防水利、消防資機材置き場等の施設、食糧備蓄施設
等の防災上必要な施設を設け、救護活動等の拠点をいう。

避

地震災害等により、居住場所を確保できなくなった者を収容する場
所であり、かつ、救護等を行うための拠点をいう。

難

所

※自主避難所･･･新潟中越地震では、住民がビニールハウス等へも自主的に避難するな
ど、自主避難所が多くできた。

広域避難所
二次避難地

一次避難地

自自自自 宅宅宅宅 等等等等

自宅等から近い
公民館等

広域防災公園等
（必要に応じて）

避 難 所

小中学校等の
グランド等
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小中学校等の
体育館等

２

避難所の機能

避難 所は 、災害 の直前 、直 後に おいて 、住民 の生 命の 安全を 確保す る避 難施 設とし て、
さらにその後は生活する施設として重要な役割を果たします。また、地域の防災拠点とし
て、情報収集、提供の拠点としての機能も果たします。

・安全の確保
・水、食料、生活物資の提供
・生活場所の提供

安 全
生 活

保 健
医 療
衛 生

避難所
∥
地域の
防災拠点

・健康の確保
・トイレなどの衛生的環境の提供

情報
コミュニティ

・情報の提供、交換、収集
・コミュニティの維持、形成

○安全・生活等
(1)安全の確保
地震発生直後の余震や風水害による家屋の倒壊、河川の決壊のおそれがある場合等、
災害発生の直前又は直後において、安全な施設に、迅速・確実に避難者を受け入れ、
避難者の生命・身体の安全を守る機能であり、第一に優先されるべきものです。
(2)水・食料・生活物資の提供
避難者に対して、飲料水や非常食、食材の供給、被服・寝具の提供等を行う機能で
す。原則として、ライフラインの復旧、流通経路の回復等に伴い必要性が減少します。
(3)生活場所の提供
家屋の損壊やライフラインの途絶等により、自宅での生活が困難になった避難者に
対し、一定期間にわたって、就寝や起居の場を提供する機能です。季節や期間に応じ
て、暑さ・寒さ対策や炊事、洗濯のための設備のほか、プライバシーへの配慮等生活
環境の改善が必要となります。
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○保健、医療、衛生
(4)健康の確保
避難者の傷病を治療する救護機能と健康相談等の保健医療サービスを提供する機能
です。初期の緊急医療、巡回健康相談等が中心ですが、避難の長期化に伴い、心のケ
ア等が重要になります。
(5)トイレなどの衛生的環境の提供
避難者が生活を送る上で必要となるトイレ、風呂・シャワー、ゴミ処理、防疫対策
等、衛生的な生活環境を維持する機能であり、避難者の生活が続く限り継続して必要
となります。

○情報、コミュニティ
(6)情報の提供・交換・収集
避難者に対し、災害情報や安否情報、支援情報等を提供するとともに、避難者同士
が安否の確認や情報交換を行える機能であり、また、避難者の安否確認や被災状況、
要望等に関する情報を収集し、行政等外部へ発信する機能です。時間の経過とともに
必要とされる情報の内容は変化することに留意する必要があります。
(7)コミュニティの維持・形成
避難している近隣の住民同士が、互いに励まし合い、助け合いながら生活すること
ができるよう従前のコミュニティを維持したり、新たに避難者同士のコミュニティを
形成する機能です。この機能は、避難の長期化とともに重要性が高まります。

・前記の機能のうち、(2)水・食料・生活物資の提供、(4)健康の確保、(5)衛生的環
境の提供、(6)情報の提供・交換・収集といった各機能は、避難所に入っている避
難者だけでなく、在宅の被災者についても、必要に応じて公平にサービスが受けら
れるようにすることが必要です。
・災害発生直後の混乱時においては運営管理体制が整わず、避難所の機能を完全に発
揮することが困難な場合が生じることから、時間の経過に応じて優先されるべき機
能について重点化を図ることも重要です。時系列では、初期においては(1)安全の
確保を第一に、(4)緊急医療等による健康の確保、(2)水・食料等の提供及び(6)初
動期の情報の提供・交換等が最優先されるべき機能であり、それに続いて他の機能
が必要となってきます。その後、ライフラインの復旧や避難者の住居の確保等に伴
い、各機能の必要性は減少し、避難所を撤収することとなります。
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・避難所が長期にわたり開設されるときには、避難所での各サービスが単に仮住まい
の場を提供するというだけでなく、生活再建・復興への支援として機能させる必要
があります。
・また、大規模災害時の避難所運営において重要なことは、避難者が単にサービスの
受け手ではなく、災害時要援護者等を支えながら、お互いに助け合い、避難所運営
に参加することによって初めて、避難所の機能を発揮することができます。
・避難所の役割を発揮する上で、被災時の男女ニーズの違い等、双方の視点に十分
配慮するように努めることが必要です。

３

対象とする避難者
災害救助法では、下記の者を避難所の対象としています。

(1)

ア

災害によって
災害 によって現
によって 現 に 被害を
被害 を 受 けた者
けた 者

イ

・住家が被害を受け、居住の場所を失

災害によって
災害 によって現
によって 現 に 被害を
被害 を 受 けるおそ れ

がある者
がある 者

った者

・避難勧告等の対象となる者

・現に被害を受けた者（宿泊者、来訪

・避難勧告等は発せられていないが、

者、通行人等を含む。）

緊急に

避難する必要のある者

・大規模災害の発生直後は、上記の要件を満たしているか否かの客観的判断は難し
く、厳密に区別することは現実的ではないことから、避難が必要な状況であって
受入れを求める者がいれば、対応することを基本とします。
・ただし、１週間後頃までをめどに、住宅内部の被災、ライフラインの停止、精神
的ダメージなど、被災状況等を確認し、個別に対応していきます。避難者が自宅
で生活できない原因がある場合は、市町村災害対策本部等がそれぞれの対策を進
めながら、環境が整った時点で退出を促す必要があります。
(2)避難所を拠点として実施される市町村の救援対策の対象には、次の住民等を含みます。
・避難所に入れない在宅被災者
・ライフラインの停止等により生活できない在宅被災者
・余震・二次災害のおそれや情報不足により不安を覚える住民
・食料の提供等の救援対策を実施するにあたっては、避難所内外にかかわらず、必
要とする被災者に同様に対応します。
・「避難所にいなければ損をする」状況とならないよう、自宅にいても必要な支援
が受けられる体制を整え、それを住民に周知する必要があります。
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(3)被災地外（市町村域又は県外の域）に避難している被災者に対しても、市町村は県及び
受け入れ先自治体と連携して、情報提供等必要な支援を行います。
・被災地外に避難している被災者に対しては、市町村災害対策本部のほか、地域の
避難所等を窓口として、連絡先を届け出ることができるようにします。
(4)帰宅が困難になった者が観光地、駅等に滞留した場合は、市町村においてもこれを緊急
避難的に保護します。
・昼間等に突発的に大規模災害が発生した場合、商業地域や観光・行楽地等では、
通勤・通学者や観光・買い物客等が、交通機関の不通により、帰宅が困難となる
ことが予想されます。
・原則として、これら帰宅困難者への対応は、通勤・通学・来訪等の目的地である
事業者等が責任を持って行うべきであり、市町村は事業所等にその周知を徹底し、
事前対策の実施を促さなければなりません。
・しかし、それでもなお、駅等においては多数の帰宅困難者が滞留するおそれがあ
るため、そのような地区を持つ市町村は、事業所等と連携して、避難所又は一時
的な休息場所を付近に確保し、情報及び飲料水等を提供する必要があります。
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４

大規模災害時の避難所の状況想定
災害時の避難所の状況は、時間経過に伴って大きく変化します。したがって、そのこと

を 踏ま えて 時系列 に沿っ た対 応方 針を検 討する 必要 があ ります 。ここ では 、大 規模地 震発
生 時の 避難 所の状 況を「 山梨 県東 海地震 被害想 定調 査」 災害シ ナリオ を踏 まえ て想定 する
とともに、災害発生の時間帯・季節や、災害の種別による留意点を挙げてあります。
(1)

時系列（「山梨県東海地震被害想定調査」災害シナリオより）
時

期

災害発生直後
（～３日程度）

避難所の状況想定
・自宅建物の被害、ライフライン被害及び余震への不安等により、避
難所等への避難者が発生する。発災１日後の避難者数は約10万9千人
となる。市町村によっては避難所に収容しきれない可能性がある。
・新潟県中越地震でも見られたように、指定された避難所以外にもテ
ントや自家用車で避難生活する人が発生する可能性がある。これら
の人々に対するケアも必要となる。
・耐震化されていない指定避難所に被害が発生する可能性がある。
・避難所生活から来る疲労、睡眠不足、ストレス等による体力の低下、
罹病･病状の悪化等が発生する可能性がある。また､阪神・淡路大震
災や新潟県中越地震でも問題となったような震災関連死が発生する
可能性がある。特に、高齢者等の災害時要援護者への対応が重要で
ある。
・帰宅行動、救援活動等による移動需要の増大、公共交通機関の停止、
地震による不通区間の発生、信号機･道路情報盤の故障や放置車両の
発生、県外等への移動などへの自家用車を利用した避難者の発生な
どが重なり、交通渋滞が起こり、交通が混乱する可能性がある。
・多くの避難者数が発生し、食料・飲料水・生活必需品等の緊急物資
需要が発生する。住居制約者数（発災１日後）＝食料需要者数と考
えた場合、1人1日3食を前提に考えると、３日間の食料提供をするた
めには県全体で10万9,200人×3日×3食＝約98万食が必要となる。
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・多くの避難所数が発生し断水の発生等により、仮設トイレの需要が
増大する。全県的には備蓄仮設トイレで賄うことは可能であるが、
道路障害や渋滞等により仮設トイレが行き渡るには時間を要する可
能性がある。阪神・淡路大震災の神戸市では全避難所に行き渡った
のは２週間後であった。
・仮設トイレが供給されても、高齢者や障害者には利用しにくいもの
があり支障をきたす可能性がある。
・水洗トイレに慣れた住民には仮設トイレについての不満等が発生す
る可能性がある。
・水洗化率の高い市町村を中心にバキュームカーの広域応援が必要と
なる。
・多くの避難者数の発生、地震後の混乱による回収困難等による処理
能力の不足などにより、回収･処分困難な生活ごみが大量に発生する。
・分別されないごみが多数発生する可能性がある。
・阪神・淡路大震災の事例を基にすると、生ごみを中心とした家庭ご
みは震災後も震災前とほぼ同じ排出量であるが、家具等の粗大ごみ
は震災直後には数倍排出される。
３日
～１ヶ月程度

・ライフラインの復旧や余震の減少等に伴い、徐々に避難者数は減少
するが、まだ多くの人が避難を継続すると想定される。
発災１週間後：6万人

発災１ヶ月後：1万7千人

・生活環境の急激な変化、疲労・ストレス等により、高齢者を中心に
病気にかかったり、病状を悪化させたりする人が発生する可能性が
ある。特に、冬場には避難所においてインフルエンザなどが蔓延す
る危険性もある。
・プライバシーの確保が困難となり、生活に支障をきたすとともに、
精神的ダメージを受ける人が多数可能性がある。
・水やトイレの使用等の制約が大きいため、特に高齢者や障害者等の
生活や健康に支障をきたす可能性がある。新潟県中越地震ではトイ
レに行きづらいことから水を飲まず、車中泊の影響もあり、エコノ
ミークラス症候群を発症するケースが多かった。
・避難者のモノ・情報に関するニーズは時間とともに変化する。地震
直後の量の問題から、時間とともに質の問題に移り、情報で言えば、
地震直後には地震情報や安否情報、各種復旧情報が求められるが、
時間が経過すると住宅再建や求人情報などにニーズが変化していく。
・高齢者や障害者などの災害時要援護者それぞれに合わせた対応が必
要となる。車椅子被災者のような肢体不自由者の場合には移動が困
難であるため、居住空間・トイレ、入浴施設などのバリアフリー化
が必要となる。視覚障害者は視覚からの情報収集が、聴覚障害者は
聴覚からの情報収集が困難であるため、情報提供には複数の手段を
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用意する必要がある。他、災害時要援護者は環境の変化への対応が
困難であり、社会福祉施設への二次避難など関係機関との連携が必
要となる。
・ペットに関する問題が発生する可能性がある。
・避難所間での格差が発生する可能性がある。
・避難所となっている学校では授業再開が遅れる可能性がある。
・市町村間でのボランティアの過不足や効果的な活用ができないなど
の問題が生じうる。
・避難者のモノに関するニーズは時間とともに変化する。地震直後の
量の問題から、時間とともに質の問題に移り、モノで言えば時間の
経過とともに温かい食事などが求められるようになる。
・トイレに関する問題が発生する。新潟県中越地震における「避難所
におけるトイレの問題」（新潟県11月６日発表）によれば、「数不
足」、「洋式トイレがない」、「臭い、汚れ等」、「水が出にくい」「汲
み取りの問題」などが順に問題としてあげられている。
・上下水道施設の復旧の長期化、交通渋滞･道路復旧の長期化により、
バキュームカーによる収集処理作業が難航し、仮設トイレ等のし尿
処理に支障が発生する可能性がある。
・避難所内の既設トイレの修復が長期化する場合が考えられる。
・避難所における衛生環境が悪化するおそれがある(特に夏季)。
１ヶ月～半年
程度

・被災者の居住地は避難所から徐々に応急仮設住宅等へ移行するが、
一部避難所での避難生活が継続されるとともに、公的住宅への一時
入居も行われると想定される。

(2)

発生時間帯・季節が異なる地震災害における留意事項

災害発生の時間帯によって、以下のような事象・課題等が考えられるため、これらに
意する必要があります。
条
日中

件

留

意

事

項

・学校では、教職員等は児童生徒の安全確保・安否確認に追われ、避難者が
使用できる避難スペースも不足する。
・家族が離散した状態で、安否や避難先の確認に支障が生じる。（電話需要
が増大する。）
・都心部、観光地等では、帰宅困難者の滞留が発生する。
・大規模火災が多発し、使用できない避難所が増えたり、他の地域に避難す
るために地域コミュニティが分散する。
・市町村庁舎から遠い避難所へは、交通渋滞等のため、市町村避難所担当職
員がなかなか到達できない。
・住宅地等では、男手が不足するほか、災害時要援護者となる高齢者や子供
が多い。
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留

・事業所・商店・交通機関等において、大規模な事故・火災等が多発し、混
乱・パニックが生じるおそれがある。
・居場所が特定できないため、救出救助、行方不明者の捜索、安否・身元の
確認などに時間を要する。
夕方・夜

・停電・暗闇の中で避難や対策を開始しなければならないため、実施に困難
が伴い、被害が拡大しやすい。
・火気の使用率が高く、火災が多発しやすい。
・避難途中や避難所内の事故も多発しやすい。
・その他、深夜までの発災では、日中と同様に、家族離散、事故等に伴う混
乱が生じやすい。
・勤務時間外に発生した場合は、市町村避難所担当職員や施設管理者が避難
所に到着するのに時間を要する。

冬季

・寒さとの戦いとなり、被災者が健康を害しやすい。
・火気の使用率が高く、火災が多発しやすい。強風時には大規模な延焼とな
りやすい。

夏季

・暑さとの戦いとなり、避難所内の衛生対策、保健対策が早期に必要となる。
（食品、飲料水、生ゴミ、入浴、洗濯等）
・家庭や商店内の在庫食材や、救援食料が傷みやすく、食料の確保が困難と
なる。
・雨が降りやすい時期では、屋外の利用（テント、グラウンド利用等）が困
難になる。
・降雨による二次災害の危険性が大きくなる。
季節の変化に伴い、それまでとは異なった内策が求められます。

《※季節を考慮した対策》
○冷暖房設備の整備
避 難所 内の空 気調整 に配 慮し た対応 ができ るよ う空 調設備 や冷暖 房機 器の 整備を 検討
します。
○生鮮食料品等の備蓄に向けた設備の整備
夏期高温期の食品衛生を確保するため、冷蔵設備、機器の整備を検討します。
○簡易入浴施設の確保
避難者の衛生・健康保持をするため、簡易入浴施設の整備を検討します。
(3)

他の災害の場合における留意事項

地震以外の災害においては、以下の点に留意する必要があります。風水害・雪害の場
合は、災害の発生が概ね事前に予測できるため、避難誘導、勧告等の対策を万全に行
必要があります。
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う

災害の種類

留

意

事

項

風水害

・広範囲にわたって浸水被害等が発生し、地域全体の避難所
が使用できなくなるおそれがある。
・浸水等により、避難所及び周辺の衛生状態が著しく悪化す
るおそれがある。
・土石竹木、大量のゴミ等が堆積する。
・浸水等により、地階や低層階に保管されている備蓄物資等
が使用できなくなるおそれがある。

雪害

・山間部等において、避難所が孤立するおそれがある。

危険物事故等

・広範囲に避難勧告・指示が発令され、多数の避難者が他の
地域への避難を余儀なくされるおそれがある。

５

関係機関の役割

(1)県
被災者支援対策を実施する市町村を、総合的・広域的観点から支援します。
(2)市町村
避難所を開設・運営管理し、避難者を支援するほか、避難所を拠点とする被災者支援

対

策を行います。
(3)避難所の施設管理者
施設が被害を受けた場合の早期復旧と、市町村が行う避難所の開設・運営管理、避難

者

等が行う避難所の自主的運営への協力を行います。
(4)避難者
避難所の自主的運営が円滑に行われるよう、ルールを守り、お互いに助け合いながら

避

難所の運営に協力・参加します。
(5)避難所運営組織
市町村避難所担当職員、施設管理者、自主防災組織等地域住民の代表者により構成し、
平常時及び災害時において避難所運営に関する様々な活動を行います。
(6)自主防災組織
情報の伝達、避難誘導、救出救護など避難に係る初動時に、主体的に活動します。そ
ための事前の活動も行います。また、避難所運営組織に参加します。
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の

第２章
１

事前対策の指針

避難所の指定方針

耐震

耐火

バリア
フリー

公民館等の集会施設、学校、福祉センター、スポー
ツセンター、図書館等の公共施設

(1)指定する施設は、原則として、耐震、耐火構造を備えたものとします。
・他の避難所に比べて環境の良い施設は、福祉避難所等の配慮を必要とする方々用に
確保することも考えられます。
・災害時には、救護所、救援物資の集配拠点、遺体安置所、応援部隊の駐屯場所など、
避難所以外にも確保すべき施設が多数必要となるので、それらについても事前指定
しておき、当該施設は避難所にならないことを住民に周知する必要があります。
・避難所となる予定の施設が災害時に被災し、利用できなくなると、予定外の施設に
避難所を開設し、大勢の避難者が再避難を余儀なくされることがあります。そのた
め、建築基準法の旧耐震基準で設計された施設等については、耐震診断を行い必要
であれば耐震改修、建て替えを計画的に行うよう努めます。
《事前対策》
→

総合的な災害時の公共施設等利用計画
・救護所や救援物資の集配拠点など、特に災害発生直後から必要となる施
設については、あらかじめ予備も含めて候補施設を定めておきます。

(2)市町村は、被害想定調査によって得られた最大規模の避難者数の収容を目標とします。
・収容可能人数の算出にあたっては、避難者１人あたりの必要面積は６㎡を目標とし
ます。
・被害想定による避難者数は、地域防災計画等を検討する際の基礎となるものであり、
想定災害に対する市町村全体あるいは各避難所の収容能力を客観的に判断する材料と
なります。
・避難所に指定している施設の収容能力の合計が、被害想定の避難者数と比較して大
幅に不足する場合は、そのことを前提として対策を検討する必要があります。
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《事前対策》
→

相互応援協定等に基づく市町村域外の避難所確保計画
・他市町村域で避難所を確保する場合の、市町村職員の派遣・連絡方法、費用
の負担等について、相互応援協定等に基づいて具体的に定めておきます。

→

避難者の移送計画
・収容能力が市町村域内で大幅に不足することが予想される場合は、避難者の
移送が必要となることから、相互応援協定に基づく移送計画を具体的に検討
しておく必要があります。

→

被害想定による住居制約者数は別添資料を参考にしてください。

(3)一施設の収容者数は、概ね数百人程度までとすることが望ましいと考えられます。
・避難者が多数（数千人以上）になると、避難所の環境が著しく悪化し、また、組織
的な運営が難しくなります。
・災害時に避難者が集中した場合は、災害対策本部が避難所の追加指定、避難者の振
り分け、移送を行う必要が生じるため、各避難所の適正な収容人数を把握しておく
必要があります。
(4)計画上の避難圏域は、日常の徒歩での生活圏に配慮し、小学校区が基本となりますが、
地形によっては、集落等の単位を基本とすることも考えられます。
・被災者が、複数の最寄りの避難所から、災害の状況に応じて避難先を選択できるよ
うにすることが求められます。
・各避難所の避難圏域を特定（町丁目を指定するなど）することは、コミュニティ
単位の避難所運営に有効と考えられますが、排他的な運営を招くおそれがあります。
また、不自然な避難所の設定（例えば、小学校が校区の中心から外れている、高齢
者では行きにくい坂の上に避難所があるなど。）は、住民による自発的な避難場所
の発生に結びつくことになりかねませんので、民間施設や隣接市町村域の施設など
も含めて、各地域の実情に応じて柔軟に避難所指定を行う必要があります。
・土砂災害等が予想される地区等については、より安全な場所の避難所を指定するこ
とが必要です。
(5) 各地域で想定される様々な災害に対して、安全が確保される施設を指定します。
・あらゆる災害に対して安全を確保できることが、避難所指定の基本です。そのため、
避難所に指定する施設は、耐震・耐火性能を備え、地形・地盤条件等が良い立地で
あることが求められます。
・しかし、避難所が必ずしも好条件の場所で確保できるとは限らず、むしろ災害危険
性の高い地域での避難所ニーズが高いため、浸水のおそれのある地域では上層階に
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備蓄物資の保管場所や避難スペースを確保するなど、各地域の実情に応じた、避難
所機能を確保する必要があります。

２

避難所の防災拠点化
小中学校等の避難所が、住民にとって地域防災のシンボルになっていることも考慮し、

生 活に 支障 を生じ ている すべ ての 被災者 にサー ビス を提 供する 機能を もっ た「 地域の 防災
拠点」として、避難所を位置付けることを検討します。
・避難所が果たす機能のうち、トイレや風呂といった衛生的な環境の提供、水・食料
や生活物資の提供、情報の提供・交換・収集、健康の確保といった各機能は、在宅
被災者についても、必要に応じて公平にサービスが受けられるようにする配慮が必
要です。
・この場合、全避難所を地域の防災拠点とする考え方や、小中学校等の主要な避難所
だけを地域の防災拠点に充てる考え方、在宅被災者へのサービス提供は避難所以外
の施設で実施する考え方などが挙げられます。また、市町村域内において、各地区
の実情に応じて様々なタイプを組み合わせることも考えられます。
・また、大規模災害時には、避難所以外にも民間施設等が避難所として追加指定され
ることが予想され、この場合、個々の施設では避難所としての十分なサービスを提
供できないことも考えられます。そのため、小中学校等の「地域の防災拠点」が中
心となって、地域ぐるみの避難所運営を行うことが求められます。

《「地域の防災拠点」における活動（例）》
項

目

活

動

内

容

水・食料・生活物資 ・在宅被災者の水・食料・生活物資の需要把握、配布（特に災害
の提供
時要援護者への配慮）
健康の確保

・巡回健康相談、医療救護班の活動、健康対策物資の配布等保健
救護活動の実施

衛生的環境の提供

・地域の清掃、ゴミ出し、トイレ使用等のルール作り

情報の提供・交換・ ・地域の被災状況の収集、安否確認
収集
・災害時要援護者を初めとする在宅被災者の状況、支援ニーズ等
の把握
・広報刊行物等の配布、掲示板等による情報伝達
・各種の生活相談等の実施、手続き等の受付
その他の対策

・行方不明者の捜索、救助活動
・地域の防火・防犯、女性や子どもの安全・安心のための見回り
実施等
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３

福祉避難所の設置・活用の促進

(1)県、市町村は福祉避難所に関する理解を促進します。
・「福祉避難所」は、障害者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児等、避難所での生活
において特別な配慮（身体的ケアやコミュニケーション支援等）を必要とする方々
を収容し保護する避難所のことです。
・災害救助法が適用された場合、市町村が福祉避難所を設置した場合は、次のような
費用について国庫負担を受けることができます。
□概ね１０人の要援護者に１人の生活相談職員（要援護者に対して生活支援・心の
ケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者）
□要援護者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器等
の器物
□日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材
《事前対策》
→・市町村の福祉担当者、防災担当者、介護保険制度関係者等の福祉サービス提供者、
障 害者 団体等 の福祉 関係 者、 避難所 の施設 管理 者等 に対し 、福祉 避難 所（ 福祉避 難
室 ）に ついて の制度 の理 解と 周知を 深めま す。 （パ ンフレ ット等 の作 成、 研修、 訓
練等）
(2)市町村は福祉避難所の指定を促進します。
・福祉避難所には、その目的から、バリアフリーに対応しているほか、冷暖房完備の
落ち着いた環境を確保できる施設を充てることが望ましいと考えられます。
（一般的には、老人福祉センター等の福祉施設、公的な宿泊施設、民間の旅館・ホテ
ル等を検討します。）
・災害発生後に、一般の避難所の中から適当な施設を福祉避難所に充てることは困難
であるため、事前に指定をして住民に周知するとともに、災害時には一般の避難者
の入所を制限することも必要です。
・施設の確保だけでなく、介助員等のマンパワー、設備・器具等の確保についても事
前に準備する必要があります。
・なお、専門的なケアを要する障害者、高齢者、傷病者等については、各専門施設へ
の緊急一時入所等の対応を行う必要があります。
《事前対策》
→

福祉避難所の指定
・独立 した適 当な 施設 がない 場合は 、避 難所 の適当 な部屋 （福 祉避 難室） を充
てることも考えられます。

→

福祉避難所のマンパワー、設備・器具等の確保計画の検討
・福祉避難所での介助員等を、関係団体等の協力も得て確保する必要がありま
45

す。また、設備・器具等についても、指定施設に整備するとともに、不足に
備えて調達・確保するための計画を検討する必要があります。
→

緊急一時入所等の実施計画の策定
・障害や傷病により多様な専門施設への緊急一時入所を行う必要が生じること
が考えられるため、連絡調整の窓口、要請系統等も定めておきます。

４

避難所としての施設利用

(1)避難所として利用する施設の施設管理者と、避難所として開放する範囲について、あ

ら

かじめ協議し、災害時における施設利用計画を策定します。
・開放範囲については、小中学校の教室等を避難所に充てることは好ましいことでは
ありませんが、大規模災害時には利用せざる得ないことも考えられます。その場合
に、秩序を持って避難誘導と避難所の活用ができるよう、第二次、第三次の開放範
囲・用途をあらかじめ定めておきます。
・また、学校の多目的室などの既に冷暖房設備が整った部屋や小部屋、仕切られた小
規模スペースについては、災害時要援護者の避難場所に充てることが望ましいと考
えられます。
(2)避難所を運営するために、就寝場所のほか、避難所運営・救援活動・避難生活等のた

め

に必要なスペースを避難所内外で順次確保します。
・避難所を運営するために、次表のようなスペースを確保する必要がありますが、小
規模施設にあっては、必ずしもこれらすべてのスペースを確保する必要はなく、最
寄りの避難所との間で補完することも考えられます。

・ また
また、
、 災害時要援護者 や 女性、
安心に
に 配慮
配慮した
女性 、 子 どもの 安全 ・ 安心
した 空間 づくりは 、 優先
して考えなければなりません。
《避難所に設けるべきスペース》
各項 内の スペー スは、 おお むね 優先順 位に従 って 記載 してい ます。 下記 「◎ 」は当 初か
ら設けること、「室」は独立させることが望ましいものです。
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区

分

① ◎避難者の受付所
避
難 ◎事務室
所
運
営
用
◎広報場所

設

置

場

所

等

・避難スペースの玄関近くに設けます。
・避難スペースの玄関近くに、受付とともに設けます。
・部屋が確保できない場合は、長机等で囲って事務スペースを
設け、重要物等は別室（施設管理者の部屋、職員室等）で保
管します。
・避難スペースの玄関近くに、受付とともに設けます。
・避難者や在宅被災者に市町村災害対策本部等からの情報を伝
えるための「広報掲示板」と避難所運営用の「伝言板」を区
別して設置します。

会議場所

・事務室や休憩所等において、避難所運営組織等のミーティン
グが行える場所を確保します。（専用スペースとする必要は
ありません。）

仮眠所
(避難所運営者用)

・事務室や仮設テント等において、スタッフ用の仮眠所を確保
します。

② ◎救護室
救
援
活
動 物資等の保管室
用

・すべての避難所に行政の救護所が設置されるとは限りません
が、施設の医務室を利用するなどして、応急の医療活動がで
きる空間を作ります。
・救援物資などを収納・管理する場所です。食料は、常温で保
存できるものを除き、冷蔵庫が整備されるまで保存はしませ
ん。

物資等の配布場所

・物資や食料を配布する場所を設けます。天候に左右されない
よう、屋根のある広い場所を確保するか、又は屋外にテント
を張ることが考えられます。

特設公衆電話の設
置場所

・当初は、屋根のある屋外など、在宅被災者も利用できる場所
に設置します。
・日が経過するにつれ、避難所内の就寝場所に声が聞こえない
ところに設けます。

相談所

・できるだけ早く、個人のプライバシーが守られて相談できる
場所を確保します。
・特に仮設住宅、住宅の復興など住居に関する相談のための窓
口と対応する職員を確保します。

③ ◎更衣室
避 （兼授乳場所）
難
生 休憩所
活
用
調理場
(電気調理器具用)

・少なくとも女子更衣室は、授乳場所も兼ねますので、速やか
に個室を確保します。（又は仕切りを設けます。）
・共用の多目的スペースとして設けます。当初は部屋でなくて
も、イスなどを置いたコーナーを作ることでもよいでしょう。
会議場所、娯楽場所などとしても活用します。
・電力が復旧してから、電気湯沸しポット、オーブントースタ
ー等を設置するコーナーを設けます。（電気容量に注意が必
要です。）
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遊戯場、勉強場所
④ 仮設トイレ
屋
外

５

・昼間は子供たちの遊び場として、夜間は中高生の勉強の場と
して使用します。就寝場所からは少し離れた場所にします。
・原則として、屋外で、就寝場所に臭いが届かない所、し尿収
集車の進入しやすい所、就寝場所から壁伝いで行ける（高齢
者や障害者が行きやすい）場所にします。
・女性や子どもの安全・安心に配慮した場所や通路を確保しま
す。

ゴミ集積場

・原則として、屋外で、就寝場所に臭いが届かない所、ゴミ収
集車が進入しやすい所に、分別収集に対応できるスペースを
確保します。

喫煙場所

・原則として、屋外に設けます。

物資等の荷下ろし
場・配布場所

・トラックが進入しやすい所に場所を確保します。
・屋内に、広い物資等の保管・配布場所が確保できないときは、
屋外に仮設テント等を設けます。

炊事・炊き出し場

・衛生状態が安定してから、避難者が自ら炊事、炊き出しがで
きる仮設設備等を屋外に設置します。

仮設入浴場、
洗濯・物干場

・原則として、屋外で、トラックが進入しやすく、ボイラー等
の使用や排水の確保ができる場所にします。
・女性が安心して使用できるスペースの確保に留意します。

駐輪・駐車場

・原則として、自動車・自転車の乗り入れは認めませんが、住
まいを失い、置き場を失った場合は、他の用途に支障がない
場合に限定して一時的に許可します。

避難所における備蓄等

(1) 原則として、各避難所に最低限の水・食料・生活物資を備蓄することが望ましいと考え
られます。
・災害発生後直ちに必要となる物資等については、備蓄しておくことが必要ですが、
備蓄物資を有効に活用するためには、あらかじめ避難所に保管しておくことが望ま
しいと考えられます。
・物資等を特定の施設に集中備蓄する場合は、災害発生後直ちに必要な避難所に届け
られるよう、仕分け、配送の計画を別途定めておく必要があります。
《事前対策》
→ 水・食料・生活物資等の計画的備蓄

住民の
住民の家庭内備蓄の
家庭内備蓄の推奨が
推奨が重要
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(2) 各避難所に避難所運営用の事務用品等を保管することが望ましいと考えられます。
《避難所運営事務用品等の例》
事務用品

ボールペン、カッター、カッター台、セロテープ、ガムテープ、マジッ
ク、クリップ、画びょう、コピー用紙、模造紙、電卓 等

清掃用品

ほうき、ちりとり、モップ、ゴミ袋、石けん、洗剤、ゴム手袋、軍手等

その他

自転車、トランシーバー、懐中電灯、台車、テント、消火器

《事前対策》

→

等

避難所運営事務用品等の保管

(3) 避難所の運営管理や被災者個々の情報収集・伝達手段の確保等のため、各避難所に、
ラジオ、テレビ、電話、ファクシミリ、パソコン等の通信手段を設置する方法をあらか
め定めておくことが望ましいと考えられます。
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じ

６

避難所の運営管理体制の整備（組織体制～マニュアル作成～訓練）
災害発生直後の混乱状態の中で避難所を円滑に開設・運営管理するために、市町村は

次

の体制の整備を事前に行い、備えておくことが大切です。

主体的に
・マニュアル作成
・訓練の実施
をリード

・自主防災組織
・消防団
・避難所施設管理者
・避難所担当職員
・ボランティア代表など

（
在宅の被災者等も含む）

職務として位置づけ
∥
積極的な関わり

避 難 者

避難所担当職員

避難所運営組織

防災拠点としての避難所の運営

(1) 市町村は、避難所ごとに派遣する避難所担当職員をあらかじめ２名以上、定めておき
ま す。 マニ ュアル 作成、 訓練 等の 平常時 の活動 も避 難所 担当職 員の職 務と して 位置づ けま
す。
・災害時に市町村は、原則として開設する各避難所にあらかじめ定めておいた避難所
担当職員を派遣します。
・派遣された避難所担当職員は、学校の教職員や施設管理者等の協力を得つつ、混乱
した避難所の運営をリードすることが要求される場合もあります。そのため、担当
職員は、その役割の意義を十分に認識し、日頃から関係者と連絡を取り合い、施設
の設備等を確認するといった備えをしておくことが求められます。このような観点
からも、あらかじめ派遣する担当職員を定めておくことの意義は大きいものと考え
られます。
・災害時に必ずしも予定した避難所担当職員を派遣できるとは限らないため、最低２
名を定めておくほか、施設の規模によってはさらに人数を割り当てます。
・災害発生後は、さらに応援、交代要員を確保する必要があり、そのための応援体制、
他市町村や県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ計画を定めておく必要
があります。
《事前対策》
→

避難所担当職員派遣計画の策定
・職員の勤務地・居住地等を考慮して、災害発生時に避難所に派遣する避難所
担当職員、派遣する基準等を具体化します。
・すべての避難所に担当職員を派遣することが困難な場合は、拠点となる避難
所に集中して担当職員を派遣し、当該拠点で複数の避難所に関する対応を図
る 方法 も考 えら れま す。ま た、そ の後 の応 援職員 等の確 保に つい ても定 めて
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おきます。
・配置 する職 員に つい ては、 男女の ニー ズの 違いへ の理解 を深 め、 的確に 対応
ができるように準備を進めておく必要があります。
(2) 市町村は、大規模災害にあっては、避難所の開設期間が７日以上に及ぶことも想定し
て避難所の運営管理、連絡調整に携わる体制を整備します。
・大規模災害時の市町村災害対策本部においては、多大な災害関連業務があり、避難
所の運営管理体制の充実に向けた体制が早期に取れないことも予想されます。その
ため、他市町村や県に応援職員の派遣を要請し、避難所運営補助業務又は通常業務
の支援を受けるための計画を定めておく必要があります。（各業務の手順のマニュ
アル化等）
・しかし、最も重要なことは、避難者や地域の自主防災組織等による主体的な運営体
制をいち早く整えることであり、事前に住民による避難所運営組織の育成を図る必
要があります。
《事前対策》
→

地域の避難所運営組織等の組織化、マニュアルの作成
・災害時には自主防災組織・避難者も加わり、適切な避難所運営を行うこと
ができるよう、担当職員、役員や住民が避難所の開設・運営の手順、ルール
等を、日頃のマニュアル作成や訓練等を通じて理解していることが求められ
ます。

(3) 避難所担当職員は、日頃から自主防災組織等地域住民や施設管理者の協力を得て、避
難所運営組織を編成し、避難所ごとに「避難所運営マニュアル」を作成するなどして、
災害時の円滑な避難所運営を目指した取組を進めます。
・災害時に避難所運営の業務全般を行政や施設管理者が担うことには限界があり、ま
た、避難者の自立の面からも望ましいことではありません。そのため、自主防災組
織等地域住民や施設管理者とともに、連携を密にした取組を図ることが大切です。
・マニュアルの作成にあたり、担当職員は避難所の運営管理を担当する係と協議し、
市町村災害対策本部と避難所の間で効率的に情報を共有するために必要な帳票、協
定等に基づく様式、連絡・要請・調達先等のリストも整備、保存しておきます。
《事前対策》
→

・自主防災組織等地域住民への避難所運営組織の編成（第３編参照）
・必要な様式例（資料編に例を添付）
避難所開設報告、派遣職員リスト、避難所リスト、避難者台帳、避難者リスト、
在宅被災者リスト、物資等要請書、物資台帳、ボランティア受付簿 など
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(4) 避難所担当職員は、避難所運営組織として地域ぐるみでの避難所の開設・運営訓練を
企画します。

・まず、避難所ごとに、市町村避難所担当職員、自主防災組織等地域住民、学校等の
施設管理者で協議する機会を持ち、相互の役割の認識を高めることが必要です。
・事前に施設側と協議を行うことは、担当者同士が顔や名前を覚え、災害時に協力し
て対策に当たる上で、基本的な信頼関係を築く基礎となる点でも重要です。
・協議や訓練により確認した内容は、避難所のマニュアルに反映させます。
・学校等と地域が連携した訓練を実施することで、幅広い住民層が参加することが期
待されます。
・具体的に状況を想定し、避難所開設、運営の手順を訓練することが必要です。
□各施設の実情を考慮しつつ、門や体育館等の解錠の方法、避難者の誘導範囲、
避難所としての開放範囲等
□学校の場合は授業中、登下校中、夜間等
□それ以外の施設は、施設利用時間内外等
・訓練は必ずしもスムーズに行わなければならないものではなく、むしろ訓練で直
面した課題の解決に向けて、引き続き協議・訓練を重ねていくことを重視すべきも
のと考えます。

まずは顔合わせから

７

避難所の周知

(1) 地図、パンフレット、看板、訓練等を通じて、避難方法、避難経路、避難所の所在等
を地域住民に周知します。
・避難方法、避難所の所在、避難所の役割やルールといった避難所に関する内容は、
防災ハンドブック等に掲載し住民に配布するほか、公共施設等の目に付きやすい所
にそういった内容を掲示することにより、広く周知を図ります。
・避難所の場所を周知するため、避難誘導看板や避難所看板を設置したり、広報掲示
板等に最寄り避難所名を明記するなど、可能な限り避難所の表示を地域に多く設け
ることが有効です。

(2) 避難所の運営ルールやマニュアル作成等に際して、広報誌、インターネット等を活用
して幅広く意見を募って反映させ、その内容を周知徹底します。

・避難所のマニュアル等の策定過程に住民が関わることは、住民自らが避難所運営に
ついて考える機会を持ち、関心を高めることとなり、地域住民の様々な能力を活用
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・生活者の視点に立ったニーズが把握できるよう、女性の意見を積極的に聞くことが
大切です。
・住民参画の方法は、会議等の場だけでなく、インターネットや意見箱など様々な手
段を用意しておくことが望ましいと考えられます。
・また、マニュアルの策定後も、訓練等を通じて定期的に検証し、必要に応じて随時
見直していく必要があります。

８

ボランティアの受入れ体制の整備
市町村は、市町村社会福祉協議会等と連携して、災害時に全国から集まるボランティア

の受入れ体制の確立を図ります。
・市町村社会福祉協議会、地域のボランティア団体等と平常時から連絡を取り合うと
ともに、災害時の連携のあり方を検討しておくことが大切です。

受入体制
（例）

Ａ避難所運営組織

市町村災害対策本部

協力

市町村ボランティア本部

Ｂ避難所運営組織

ニーズ提示
ニーズ
派遣要請

ニーズ
派遣要請

Ｃ避難所運営組織

協力

ボランティア

県ボランティア本部
（市町村のニーズ把握）

市町村の
紹介

市町村ボランティア本部にて、ボランティア
保健加入後、避難所、福祉施設、民家など
で実施
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第３章
１

応急対策の指針

避難所の開設方針

(1)原則として、市町村長が避難所開設の要否を判断します。ただし、状況に応じて迅速に
対 応す るた め、勤 務時間 内外 等に 応じ、 最も早 く対 応で きる者 （施設 管理 者、 自主防 災組
織代表者等）が応急的に避難所を開設します。
ア

災害発生のおそれがあるとき（風水害等で避難勧告・指示があるとき）
・ 災害 が発生 したと きに 安全 が確保 できる 避難 所を 選定し 、避難 誘導 する ととも に、
避難所担当職員を避難所に派遣して開設します。

イ

勤務時間内に突発的な災害が発生したとき
・ 施設 管理者 等に応 急的 に開 設を要 請する とと もに 、直ち に避難 所担 当職 員を派 遣し
ます。

ウ

勤務時間外に突発的な災害が発生したとき
・避難所担当職員を避難所に赴かせ、施設管理者と協議して避難所を開設します。
・ 避難 所担当 職員が 到着 しな い場合 、施設 管理 者又 は自主 防災組 織代 表者 等が、 応急
的に避難所を開設します。

(2)避難者の安全を確保するため、原則として以下の状況を確認した上で、避難所を開設

し

ます。（震災時）
ア

避難所の施設の被害
・ 施設 の安全 性を応 急的 に判 断する ととも に、 でき るだけ 早く応 急危 険度 判定士 によ
る応急危険度判定を行います。

イ

避難所周辺の二次災害のおそれ
・火災、土砂災害等の危険性がないことを確認します。

(3)避難所の開設期間は、一般的には災害救助法に定める日数（７日間）が基本となり、 で
き るだ け短 期間と するこ とが 前提 ですが 、大規 模災 害に あって は被害 の状 況や 住宅の

修

理 状況 及び 仮設住 宅の建 設状 況等 も勘案 しなけ れば なら ないこ とから 、開 設期 間の延

長

にも柔軟に対応できるようにしておくことが必要です。
・７日間を超えて開設期間を延長する場合は、県に協議する必要があります。（県は
厚生労働大臣と協議して同意を得ます。）
・避難所の開設期間は、被災家屋の修繕や応急仮設住宅の供与などの住まいの確保及
びライフライン復旧の進み具合と大きく関連するので、これらの対策を早急に進め
ます。
・被災者が自宅などの避難所以外の場所にいても安心して生活できるよう支援するこ
とも重要です。（心のケア、 生活再建のための相談・支援施策等）
(4)避難所の開設期間が長期化する場合は、統廃合により避難所の集約を進めます。この場
合 、民 間施 設、臨 時指定 施設 の廃 止を優 先する とと もに 、可能 な限り 学校 以外 の公共 施設
に集約することを原則とします。
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２

避難所の開設
開設フロー
(1)施設の解錠・開門

(2)避難所の開設準備
□開設方針の確認
□関係者へ協力要請
□施設の安全確認
□避難者の安全確保
□機材・物資の確認
□避難所利用範囲等の確認
□避難所運営用設備等の確認
□受付設置
□避難所看板設置

(3)避難者の受入
□受付
□避難所内の割当
□ルール等の周知

(4)市町村本部へ報告
（第一報）

(5)地域住民への周知、広報

(1)

施設の解錠・開門

避難所の開設は市町村長がその要否を判断し、原則として、避難所担当職員が、施設管
理者の協力を得て行いますが、避難所担当職員、施設管理者が共に不在で、かつ緊急の場
合には、運営委員会が管理する鍵で解錠・開門し、避難所に集まった避難所運営組織のメ
ンバーを中心に避難所の開設準備にとりかかります。
(2)

避難所の開設準備
住民が自主的に避難するのは、施設敷地内（例：校庭）にとどめ、建物内への立ち入り

については、市町村職員及び施設管理者の到着を待ちます。
ア

開設方針の確認
市町村災害対策本部から開設指示が出ているかといった開設方針の確認をします。
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イ

開設準備への協力要請
避難 所運営 組織が 立ち 上が る初期 段階に おい ては 、避難 者に対 して 、当 面の運 営協
力を 呼びか けます 。当 初は 避難者 を組織 化し てい くこと は困難 です が、 避難者 から
有志の協力者を募り、業務を手分けしてもらいます。

ウ

施設の安全確認
建物が危険でないか点検を行います。

エ

避難所運営用設備等の確認
電話 、パソ コンと いっ た設 備の使 用可否 を確 認し ます。 特に市 町村 災害 対策本 部と
避難所の間の情報伝達手段・ルートを確認します。

オ

避難者の安全確保
施設の安全が確認されるまで、グラウンド等での待機を呼びかけます。

カ

機材・物資の確認
備蓄倉庫等にある機材・物資の状況等を確認します。

キ

避難所利用範囲等の確認
避難所として利用できる範囲を確認します。

ク

利用室内の整理・清掃
破損物等の片付けを行います。

ケ

受付設置

コ

避難所看板設置

(3)

避難者の受入れ、名簿登録

施設の安全が確認され、避難所の開設準備が整い次第、避難者を施設内へ誘導します。
その 際、 受付で 避難者 名簿 に氏 名・住 所等を 記入 して もらい ます。 しか し、 多人数 が集
中し た場 合は、 記入は 事後 とな ること もやむ を得 ませ んが、 できる だけ 早い 段階で 基礎
的な内容だけでも記入してもらいます。
(4)

市町村災害対策本部への報告(第１報）

避難所を開設したら、速やかに市町村災害対策本部に開設報告をします。
(5)

地域住民への周知、広報

避難所が設置されたことを地域の住民に周知、広報します。
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３

避難所の運営・管理

(1)原則として避難所を開設するときは直ちに各施設に避難所担当職員を２名以上派遣し、
各避難所の運営管理に当たらせます。
・その後は、施設管理者と協力して、被災者で組織された避難所運営組織の庶務にあ
たります。
・当面は24時間対応が必要な場合も考えられることから、市町村は必ず避難所担当
・避難所に派遣する職員を確保できない場合は、学校の教職員など施設管理者等の協
力を得て初動対応を図ります。

(2)避難所運営組織の各班が連携しながら、主に次のような対応をします。
《避難所運営組織の主な役割》
開設時

～３日

～１週間

～２週間

～３ヶ月

①避難者の安全・安心 ・避難所の開設事務
の確保
・避難所・周辺の被
害状況把握
・呼びかけ（安心し
て指示に従って欲
しい旨）

・市町村災害対策本部からの情報提供
（被害状況、対策方針、実施状況、ライ
フライン復旧等の見込み等）
・衛生環境の維持（関係機関と連携して）
・健康対策（関係機関と連携して）

②災害時要援護者を優 ・災害時要援護者へ
優先的に避難場所
先しつつ、公平な対
応
割当て

・災害時要援護者へ ・避難所内外へ公平
の優先的な物資等
な物資等の提供
の提供
・災害時要援護者の
福祉避難所への移
送

③避難者の情報管理･
連絡調整･避難所運
営

・避難者の個人情報 ・周辺避難所との物 ・避難スペース統廃
管理
資等の過不足調整
合に関する調整
⇒避難者名簿の作成 ・ボランティア受入 ・ボランティア受入
れ等に関する調整
れ等に関する調整
・在宅被災者の個人
情報管理
・避難者に組織化の ・避難者間トラブル
働きかけ
等への対応
・避難者ニーズの把
握と伝達
・市町村災害対策本
部、施設管理者、
他機関等との調整
・マスコミ対応
(以上、以降も継続)

・避難所運営組織にメンバーは、男女のニーズの違いを的確に理解し、とりまとめて
行くことが重要となりますので、積極的に女性の参画を進めましょう。
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(3)様々な人的・物的資源が集中する被災地において、各関係機関が積極的に情報共有を
図 り、 効率 的・ 効果 的な 支援 活動 を実 施す るた め、 市町 村は 、避 難支 援関 係者 連絡 会議
（仮称）を開催します。
・市町村は、各避難所からの情報を適正に収集し、救援物資やボランティア対応にお
いて、避難所間の格差が生じないように支援体制を整備します。
・避難対策関係者連絡会議の構成員は、市町村、ボランティア、医師会、看護協会、
障害者団体等が考えられます。

４

避難者・避難所の情報管理

(1)災害発生直後は、必要最小限の情報項目に限定して、迅速な避難者・避難所の情報管理
を行います。

・大規模災害時には、避難所における情報の収集・連絡の手段が限定されるほか、要
員が少ないことから、特に災害発生直後は必要最小限の情報に限定して、収集・伝達
・集約を行います。

(2)災害発生後の時間経過に伴って、必要とする情報が変化するため、タイムリーな災害情
報伝達に留意します。（「山梨県東海地震被害想定調査」より）

《時系列の必要情報の例》
時系列
災害発生直後

避難所に伝達する情報
・地震情報（余震の情報、余震発生確率等の解説）
・周辺地域
・安否確認
・ライフライン復旧情報
・交通機関の運行・復旧情報
・医療機関や救護所の開設情報
・行政による災害対策状況に関する情報
・コンビニ・銀行ATMなど営業店舗に関する情報
・食料・飲料水・生活必需品の調達場所に関する情報
・ボランティア情報
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暫時後

・ライフライン復旧情報
・交通機関の運行・復旧情報
・住宅再建に関する情報（罹災証明の発行、被災住宅の応急修理、
建替・補修に係る融資制度、応急仮設住宅入居、賃貸住宅・公
営住宅入居等）
・求人情報
・ボランティア情報
・各種窓口情報

(3) 市町村災害対策本部と避難所の間の情報伝達手段・ルートを確認します。
・一般電話、携帯電話等は、災害発生直後は有効に機能しない場合があることを念頭
に置く必要があります。
・無線機器等が使える場合は、これを活用しますが、使えない場合は、バイク・自転
車を活用して伝令を走らせます。（各地域の拠点だけでも無線機器等を確保してお
き、情報の中継点とすることも考えられます。）
・必要な場合は、避難所運営管理用の臨時電話、ファクシミリ等の設置を検討します。
(4)情報の整理、更新を常に行います。
・避難者・避難所のデータは、救援対策や生活再建のための支援対策等の基礎データ
として活用されます。そのため、常に最新データに更新し、具体的な対策を実施す
る際に利用できる状態に整理する仕組みが必要です。
・災害発生直後は、どの避難所に何人の避難者がおり、何食の食事が必要かという情
報が優先され、それから時間が経過するにつれて避難者個人の情報が重要になって
きます。大量のデータを処理するためには、このように情報項目に優先順位を付け、
段階ごとに必要最小限のデータを迅速に報告する仕組みが必要です。
・避難所にパソコンを配備すれば、かなりの部分をシステム化することが可能です。
（事前に共通フォーマットを作成しておくことが望ましいと考えられます。）
(5) 避難者個々の情報収集・伝達手段を確保します。
・災害発生直後は停電することもあり、電話やマスコミ等からの情報収集の手段を失
う場合があります。
・テレビ、ラジオ、パソコン（インターネット接続）等を設置し、住民の情報収集等
に利用してもらいます。
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(6) 避難者の動向、避難者数の推移を予測しながら対策に当たります。
・収集した避難者・避難所の情報に基づいて、市町村災害対策本部では、その後の避
難者の動向、避難者数の推移を予測して、対策を実施することが求められます。
・大規模災害時では、避難所に寝泊まりする避難者は２・３日目頃にピークに達する
こと（余震に対する不安、二次災害に関する避難勧告などによります。）もあり、
災害発生から３日頃までの対策が重要となります。
・交通が遮断された被災地中心部では、食料等を求める在宅の被災者はその後も増え、
１週間目頃に避難所に頼る者の数がピークとなることが予想されます。（交通途絶、
ライフライン等による地域での食料等の確保状況などによって異なります。）

５

災害時要援護者の保護

避難 者の 中で、 公平性 を重 んじ るばか りに、 かえ って 災害時 要援護 者へ は不 平等に なる
ことがありますので、対応には十分に配慮します。
(1)災害医療におけるトリアージの発想を参考にしつつ、障害の種類・程度、介助者の有無
な ど、 自立 した生 活を送 るた めに 欠けて いる要 素を 考慮 し、優 先順位 をつ けて 対応す るこ
とが必要です。

福祉施設への
福祉施設への一時入居
への一時入居
災害時
要援護者

避難所

福祉避難所・
福祉避難所・福祉避難室
避難所において
特別な配慮
避難所において特別
において特別な

優先順位をつけて
優先順位をつけて
振り分ける
（トリアージの
トリアージの発想）
発想）

障害の
障害の種類・
種類・程度、
程度、介助者
の有無など、自立した生活を送
有無
るために欠けている要素を考慮

(2)マンパワー等の確保
・トイレへの移動や水・食料等を受け取る際などに、手助けを必要とする方々のため
にマンパワーが必要な場合は、ボランティアの協力を得て対応します。
・災害時要援護者の支援に必要な福祉用具等の確保を図ります。
・日本語を理解できない外国人、聴覚障害者等とのコミュニケーションに配慮し、関
係団体の協力を得て、外国語や手話の通訳者を確保します。災害発生直後は、各地
域で語学や手話の能力を持つ人の協力を求めることが有効です。
・外国人の多い地域では、外国語の問診票を用意することは初期の医療活動に役立ち
ます。
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(3)わかりやすい情報伝達

掲示文書
大きく・太く
漢字にはふりがなを

６

口頭
大きな声で
ゆっくりと

水・食料・生活物資の提供
災

(1)災害発生直後は、住民、市町村の備蓄により対応することを基本としますが、市町村
害対策本部は可能な限り早期に、県、関係機関と協力して、必要な食料・物資等を調

達、

提供します。
・大規模災害にあっては、交通網の寸断等により、災害発生直後に食料・生活物資等
の提供を迅速に行うことができないおそれがあることを住民に理解してもらうとと
もに、住民による備蓄の実施を啓発することも重要です。
・災害時には、交通事情の悪化から、食料・飲料水の輸送に時間を要する場合があり、
衛生面における十分な配慮が必要です。そのため、特に夏季は個人や団体等からの
食品の差し入れ等の救援物資については、慎重に取り扱う必要があります。
(2) 災害発生直後から、災害時要援護者に対応した食料・生活物資等を提供します。
《備蓄すべき物資、災害時要援護者に対応した食料・生活物資の例》
一

般

災害時要援護者対応

食料・水

乾パン、アルファ化米、飲料水

ビスケット、缶詰かゆ、粉ミルク、
離乳食、栄養補助食品等

生活物資

毛布、タオル、トイレットペーパ
ー、ポリ袋、ポリバケツ、懐中電
灯、乾電池、ビニールシート、カ
イロ、清拭剤、マスク等

ほ乳瓶、生理用品、紙おむつ（乳
幼児用、大人用）、電気ポット、
カセットコンロ、ストーブ、車イ
ス等

その他

仮設トイレ

ポータブルトイレ

(3) 水・食料・生活物資は、指定避難所にいる・いないに関わらず、必要とする被災者に区
別なく提供します。
・避難者数と要給食者数を把握する必要があります。
・在宅被災者に対して、避難所において食料等を入手できることを広報車等により周
知する必要があります。
・水・食料・生活物資等の提供サービスは、ライフラインの復旧や地域の流通機能の
回復に伴って終了します。
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(4)可能な限り栄養バランスへの配慮や適温食の提供を行います。
・大規模災害の発生直後は、多数の避難者に対応するため、おにぎり、パンを提供す
ることも考えられますが、可能な限り早期に弁当等に切り替えます。この場合、近
隣の給食工場等は被災している可能性があり、必要な場合は県等にあっせんを要請
します。
・学校の給食設備については、学校給食再開までの間において、学校長、市町村教育
委員会の許可が得られ、衛生環境が確保できる場合に利用することを検討します。

(5)避難が長期間にわたる場合は、避難所における適切な栄養管理について、特に留意する
必要があります。
東日 本大 震災に ともな い、 厚生 労働省 より示 され た、 被災後 （３か 月以 降） の避難 所に
お ける 食事 提供の 評価・ 計画 のた めの栄 養の参 照量 や避 難所の 実情な どを もと に適切 な栄
養管理に努める必要があります

参考
表１

避難所における食事提供の評価・計画のための栄養の参照量

（エネルギー及び主な栄養素について）
目

エネルギー・栄養素 １歳以上、１人１日当たり

的

エネルギー摂取の過不足の回避

エネルギー

1,800～2,200ｋｃａｌ

栄養素の摂取不足の回避

たんぱく質

５５ｇ以上

ビタミンＢ１

０．９㎎以上

ビタミンＢ２

１．０㎎以上

ビタミンＣ

８０㎎以上

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室

表２

平成２３年６月１４日付け事務連絡より

避難所における食事提供の評価・計画のための栄養の参照量

（対象特性に応じて配慮が必要な栄養素について）
目

的

栄養素

配慮事項

栄 養 素 の 摂 カルシウム

骨量が最も蓄積される思春期に十分な摂取量を確保する観点

取不足の回

から、特に6～14歳においては、600㎎/日を目安とし、牛乳・

避

乳製品、豆類、緑黄色野菜、小魚など多様な食品の摂取に留
意すること
ビタミンＡ

欠乏による成長阻害や骨及び神経系の発達抑制を回避する観
点から、成長期の子ども、特に1～5歳においては、300μｇR
E/日 を 下 回 ら な い よ う 主 菜 や 副 菜 (緑 黄 色 野菜 )の 摂 取 に 留 意
すること
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鉄

月経がある場合には、十分な摂取に留意するとともに、特に
貧血の既往があるなど個別の配慮を要する場合は、医師・管
理栄養士等による専門的評価を受けること

生 活 習 慣 病 ナトリウム

高血圧の予防の観点から、成人に於いては、目標量(食塩相当

の一次予防

量として、男性9.0ｇ未満/日、女性7.5ｇ未満/日)を参考に、過

（食塩）

剰摂取を避けること
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室
表３－１

平成２３年６月１４日付け事務連絡より

避難所における食品構成例

穀類

550ｇ

芋類

60ｇ

野菜類 350ｇ

果実類 150ｇ

肉類

55ｇ

豆類

60ｇ

乳類

油脂類

表３－２
食品群

200ｇ

魚介類

80ｇ

10ｇ

食品構成具体例（加熱調理が困難な場合）
一 日 当 た 食品例及び1回当たりの量の目安
りの回数

穀類

3回

●ロールパン2個

●コンビニおにぎり2個

芋・野菜 3回

●さつまいも煮レトルト3枚

類

●野菜ジュース(200ml)1缶

魚 介 ・ 3回

●魚の缶詰1/2缶

肉・卵 ・

●ハム2枚

豆類

●豆缶詰1/2缶

●強化米入りご飯1杯

●干し芋2枚
●トマト1個ときゅうり1本

●魚肉ソーセージ1本
●レトルトパック1/2パック

乳類

1回

●牛乳(200ml)1缶

果実類

1回

●果汁100％ジュース(200ml)1缶

●納豆1パック

●ﾖｰｸﾞﾙﾄ1パック＋ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ1つ
●果物缶詰1カップ程度

●りんご、バナナ、みかんなど1～2個
表３－３
食品群

食品構成具体例（加熱調理が可能な場合）
一 日 当 た 食品例及び1回当たりの量の目安
りの回数

穀類

3回

●ロールパン2個

●コンビニおにぎり2個

芋・野菜 3回

●下記の内1品

類

肉入り野菜たっぷり汁物1杯
根等乾物利用も可1皿）
レトルトシチュー1パック
●野菜煮物1パック(100g)

魚 介 ・ 3回
肉・卵 ・

●魚の缶詰1/2缶

●強化米入りご飯1杯

肉入り野菜煮物（ひじきや切干大

レトルトカレー1パック
牛丼1パック
●生野菜(トマト1個)

●魚肉ソーセージ1本

●(カレー、シチュー、牛丼、芋・野菜の汁物、煮物)に含まれる

豆類
●卵1個
●豆缶詰1/2缶

●レトルトパック1/2パック
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●納豆1パック

乳類

1回

●牛乳(200ml)1缶

●ﾖｰｸﾞﾙﾄ1パック＋ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ1つ

果実類

1回

●果汁100％ジュース(200ml)1缶

●果物缶詰1カップ程度

●りんご、バナナ、みかんなど1～2個
※「一日当たりの回数」を基本に「食品例」の●を選択する。
※水(水分)を積極的に摂取するよう留意する。
（独）国立健康・栄養研究所ホームページより
・ 避難 の長 期化に 伴い、 避難 者の 好みに 応じて 食事 メニ ューを 多様化 する こと も求め られ
ま すが 、行 政が きめ 細か く対 応す るこ とに は限 界が あり ます 。そ こで 、避 難所 にお いて
避 難者 自ら 調理 する こと がで きる よう 、必 要な 炊事 設備 や食 材を 配備 ・提 供す るな どの
対 応も 求め られ ます 。（ ただ し、 避難 所の 衛生 環境 が安 定的 に確 保で きる よう にな った
段階となります。）
・ また 、流 通の回 復状況 に応 じ、 避難者 が自ら の好 みに 応じた 食事を 取る こと ができ るよ
う、近隣の商店情報の提供等を積極的に行うことも必要です。
・ 高齢 者、 病者及 び食品 アレ ルギ ー体質 を有す る者 など 個別対 応が必 要な 者に 係るニ ーズ
の 把握 に努 める と共 に、 栄養 補助 食品 など の活 用を 含め 適切 な支 援を 行う 必要 があ りま
す。
・ 調理 や食 事提供 に必要 な設 備・ 器具、 食材、 配膳 方法 等と合 わせ調 理担 当者 の衛生 管理
に努め、食中毒の防止に努める必要があります。
・ 継続的 に 1回 100食以上 を提供 する 場合は 、健 康増進 法に 基づく 特定 給食施 設に おける 栄
養管理の基準（健康増進法施行規則第9条各号）を参考に適切な栄養管理を実施するよう
務める必要があります。

７

生活場所の提供
避難所生活が３日ないし１週間を経過する頃から、避難所は生活場所としての性格が

強まり始めることから、プライバシーへの配慮等、生活環境を改善し、最低限の居住環境
を維持する必要があります。
特に、災害時要援護者や女性、子どもの安全・安心に配慮した空間づくりは、優先して
考えなかればなりません。
・災害発生直後の避難所は、生命身体の保護が最優先され、少々の不便はやむを得な
いと考えることができますが、３日ないし１週間を経過する頃からは、避難所は生
活場所としての性格が強くなります。そのため、暑さ・寒さ対策や炊事、洗濯等の
設備のほか、プライバシーへの配慮といった生活環境の改善への対策が必要となり
ます。
・遅くとも２週間目頃までには、こうした避難生活の長期化に対応した居住環境を整
備・維持する必要があります。
・「長期化」対応とは言え、災害発生直後から取組を開始しなければ、適切な時期に
対応できません。
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《避難生活長期化への対応例》
・パーティションの設置
・仮設風呂、シャワーの設置 ※給排水に注意
・洗濯施設の設置（洗濯機・乾燥機・物干場の確保） ※給排水に注意
・生活機器等の設置（テレビ、掃除機、冷蔵庫・炊事設備、冷暖房設備等）
・リフレッシュ対策（イベント）
↑※電力容量に注意

８

健康の確保

(1) 市町村は、災害発生後速やかに、避難所に救護所を設置するほか、場合によっては巡
回救護班を派遣します。
・大規模災害の発生直後の避難所には、負傷者や急病人が運び込まれることが予想さ
れます。そうした傷病者に対しては、可能な限り病院等の医療機関が対応すること
が望ましいと考えられますが、救急搬送が困難な場合には、避難所で対応すること
が求められます。
・そのため、応急的には避難者や地域の医療関係者に協力を求めるほか、直ちに救護
計画等に定めた救護所の設置、又は救護班を派遣する必要があります。
・救護班等はその後もしばらく不安定になりがちな避難者の健康を維持する必要から
24時間対応を求められるため、広域の応援体制が確保されるよう、関係部班、県
と調整する必要があります。
・医師や看護師等の存在は、単に健康の確保のみならず、避難者に安心感を与え安定
した避難所運営を行う上でも大きな効果があります。
(2) 初期緊急医療が落ち着きを見せる段階で、速やかに心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
や急性ストレス障害といった心の病気へのケア対策を開始します。
・対策に当たる市町村職員等においても、心身共に過酷な状況にあり、「燃え尽き症
候群」と呼ばれる症状が現れることがあります。そのため、市町村職員等の心のケ
ア対策にも留意する必要があります。

(3) 県と連携して健康相談、栄養相談等の保健医療サービスを提供します。
・避難所の良好な衛生環境を保つと同時に、避難者の健康維持を図る上で、様々な悩
みを抱えた被災者があらゆる面での相談をできる機会を設けたり、健康相談、栄養
相談等の保健医療サービスを行うことは重要な役割を果たします。
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＜エコノミークラス症候群＞
新潟中越地震では、プライバシーの確保ができることから、と少々窮屈でもグラウ
ンドに車を持ち込み、そこで寝泊まりする人たちが多数いました。この場合、エコノ
ミークラス症候群の発症が懸念されます。この病気は長時間、同じ姿勢で座ったまま
でいると、脚の静脈の血が流れにくくなり、膝の裏あたりの静脈に｢血栓｣（血の塊）
ができる事があり、それによって起こります。血栓が肺まで流れると、血管が詰って、
｢胸の痛み｣や「息苦しさ」などを感じます。
○対策･･･体操等による足の運動、水分の補給、ゆったりとした服装

９

衛生的環境の提供

(1) 速やかに、衛生的なトイレ機能を確保します。
・全県的にトイレの水洗化が進んでおり、断水時のトイレ機能の確保はきわめて重要
な課題です。
・まず、既設水洗トイレを可能な限り存命させるため、洗浄用水の確保、紙を流さな
いことや清掃の励行といったルールの徹底を図ります。
・しかし、平常時よりも多人数が使用することから、仮設トイレを早期に設置するこ
とが必要です。（少なくとも１００人あたり１基）
・女性用トイレの十分な確保を図るとともに、設置場所については安全・安心への配
慮が必要です。
・仮設トイレについても使用上の注意を徹底し、清掃・消毒活動等の指導を行いなが
ら、有効に利用する必要があります。
・また、消毒液、トイレットペーパー、清掃用具等についても、併せて確保する必要
があります。
(2) 速やかに、衛生的なゴミ処理体制を整備します。
・災害発生直後の避難所では、断水等の影響により、使い捨ての食器や容器などのゴ
ミが大量に発生します。夏季にこれらを放置すると、衛生上極めて危険となるため、
衛生的に処理する体制を整備する必要があります。
・ゴミの分別収集を呼びかけます。その際、危険物（空になったカセットボンベ等）
の分別については、特に注意を払うよう呼びかけます。
(3) 可能な限り速やかに避難者の入浴環境を確保します。
・ライフライン途絶下において、入浴環境を確保することは、衛生上重要な課題です。
必要に応じて仮設浴場・シャワー施設を避難所等に設置します。
・温泉施設に入浴の提供の依頼等検討します。
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(4) 感染症の予防など衛生面の管理に留意します。
・避難所は、心身のダメージを受けた被災者が、長期間にわたり同一施設内での共同
生活を余儀なくされることから、個人のみならず集団としての健康レベルの低下を
招きやすい状況にあります。感染症が発生したり、流行するおそれがあるため、衛
生面での管理に特に留意する必要があります。

(5) 食品衛生対策に留意します。
・食品の保管、食事の配送、炊き出しを行う場合等においては、食品衛生対策に十分
留意する必要があります。
・そのため、消毒液を配布したり、手洗いを励行するといった指導を徹底するほか、
特に夏季においては、直ちに冷蔵保管庫等を整備するなどの対応を行う必要があり
ます。
(6)ペットのためのスペースを確保します。
・犬猫などのペットを飼う家庭が多く、飼う側は単なるペットではなく一家族として
接している場合が多いため、避難所に屋外などのスペースを確保するなど、飼い主
と避難所生活が送れるような整備が必要です。
・ペットのスペースの清掃等は、飼い主が責任をもって行います。
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10

広報・相談対応

(1) 避難所開設時に、避難誘導、避難所開設に関する広報活動を行います。
・避難所を開設するときは、自主防災組織等と連携して、迅速確実に必要な情報を住
民に伝達します。また、必要に応じて、報道機関の協力を求めることも考えられま
す。
(2) 地域の情報提供の拠点として広報活動、広聴・相談活動を行います。
・災害時には、住民が生活の維持を図る上で、きめ細かい生活・支援等の情報を必要
としますが、交通事情の悪化や情報入手の手段が限定されることから必要な情報が
入手できるよう対応する必要があります。
・そのため、市町村は関係機関とともに、自主防災組織やボランティアの協力を得て、
避難所において次のような広報、広聴・相談活動を行います。
①避難者向け広報掲示板の設置、広報誌の配布
②総合的又は専門的な相談窓口の設置、仮設住宅入居申し込み等の各種手続き・
受付窓口の設置等
③女性や子どもへの暴力を防止し、心身の健康を守るために相談窓口相談窓口を設
置（窓口担当者には、女性も配置）

11

ボランティアの受入れ
市町村災害対策本部は、災害ボランティアの受入窓口をできるだけ早く設け、避難所

に

お ける ボラ ンティ アの需 給調 整を 図れる よう、 ボラ ンテ ィア団 体や市 町村 社会 福祉協

議

会等の活動を支援します。
・活動を支援する方法としては、ボランティアが自由に使用できるスペースを確保す
ることや避難所から求められるボランティアの派遣・あっせんに迅速かつ的確に対
応できるよう情報伝達ルートを確保するといったものが考えられます。
《ボランティアに依頼する内容（例）》
・食料、生活物資等の搬入、保管、仕分け、配布等の支援
・清掃等衛生環境保持の補助
・傷病者の搬送の補助
・老人介護、看護活動等の補助
・障害者に対する手話・筆談等の支援
・日本語のわからない外国人に対する通訳等の支援
・炊き出しへの支援
・避難所運営に対する助言
・その他危険を伴わない作業への協力
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12

避難所の統廃合・撤収

(1) 避難所の統廃合・撤収の方針を前もって周知し、避難者の自立を促します。
・避難所については、「ライフラインの復旧、流通の回復、住まいの確保」ができる
段階で撤収する方針であること及びその撤収の時期（阪神・淡路大震災級の災害で
あれば２～３ヶ月程度、できれば各市町村の被害想定に基づいて事前に復旧目処も
検討しておきます。）をできるだけ早く避難者に示すことで、自立の目標を避難者
に持ってもらうことが大切です。
(2) 避難所内の過密状況が解消された後は、各避難所内の避難スペースの集約、地域ごとの
避難所の統廃合を進めます。
・可能な限り早い段階で、避難者の理解を得て、施設内、避難所間の統廃合を行いま
す。
・その際、学校においては教育再開のために教室の復旧を優先します。
・最終的に集約する施設は、学校以外の施設とします。（市町村立の体育館、文化施
設、コミュニティ施設等）
・統廃合に当たっては、避難所で形成されたコミュニティの維持にも配慮する必要が
あります。
・避難者に移動を要請する場合は、ボランティアの協力を得て荷物の運搬等の支援を
行います。
(3) 避難者の個別の事情に対して相談にのりながら、自立を支援します。
・避難者は、それぞれ個別の事情、悩みを抱えていることから、ひとりずつ親身にな
って相談にのり、また、心のケア対策・リフレッシュ対策等も行いながら、自立を
支援していく必要があります。
・自ら住宅を確保することができない避難者が長期にわたり避難所に滞在することか
ら、住宅確保対策が避難所の撤収に向けて極めて重要となります。
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