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富岡市における避難所開設・運営の基本方針 

 

避難所は住民の自治による開設・運営を目指します 

 

避難所は「地域コミュニティ」の場となります。発災直後には、住

民自治による迅速な取組が重要となることから、避難所は原則とし

て、住民の自主運営とします。自分たちで運営していく場所として

取り組みましょう。行政は避難所開設などの初動対応や情報統括、

必要なニーズに対する支援（物資調達など）を行ないます。 

 

 

要配慮者にも優しい、男女共同参画の視点にも 

配慮した避難所づくりに取り組みます 

 

避難所で生活する誰もが配慮し合い、みんなの“いのち”を大切に、

関連死を予防します。要配慮者優先の意識を共有し、避難所内のレ

イアウトやトイレの使用を考え、避難所運営を行ないます。また、

女性の声も積極的に取り入れることなど、男女共同参画の視点に配

慮した避難所運営を行ないます。 

 

 

感染症等の対策を徹底します 

 

感染症をふまえた「新しい生活様式」の実践を“避難”にも拡大し

ていく必要があります。３密（密閉・密集・密接）の回避を前提と

した避難について「在宅避難」や「分散避難」などの「避難所避難」

以外の考え方も普及し始めていますが、避難所避難をする方は、躊

躇（ちゅうちょ）なく行なってください。避難所においては感染症

対策を徹底し、感染の予防に努めましょう。 

 

※詳細は、巻末の“避難所における感染症対策”を参照ください。 
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避難所運営に関わる組織の役割 

 

避難所の運営における、行政、施設管理者、地域（市民）の役割は

下表のとおりです。 

 

組織 運営における基本的な役割 

地
域 

行政区 

(自主防災組織) 

・災害発生直後の避難所開設当初において

は、避難所運営担当職員が応急的に避難

所の運営を行ないますが、地域の組織力

を発揮し、避難所運営に協力するととも

に、主体的に避難所運営に関わります。 

・避難生活の中長期化が見込まれる場合

は、円滑な避難所運営を実施するため、

地域が中心となって「避難所運営組織」

を設置し、各種活動を行ないます。 

避難者 

・行政区や自主防災組織、避難所運営担当

職員の指示に従って、必要に応じて協力

します。 

・運営が本格化した際は、避難所運営組織

の一員として、役割を担当します。 

行
政 

市役所職員 

(避難所運営担当職員) 

※次ページ以降、 

 担当職員と称す 

・災害が発生し、指定避難所を開設する場

合、市役所職員のうち、あらかじめ指定

された避難所運営担当職員が配置されま

す。 

・避難所運営組織が設置され、行政区や自

主防災組織などによる自主運営に移行し

た後は、市災害対策本部との連絡調整な

ど、運営を支援します。 

施
設 

施設管理者 

・避難所運営担当職員等と連携して、避難

所の開設及び運営を支援します。 

・主に、施設管理面から避難所の運営を支

援します。（施設内の使用可能スペース

や設備の調整、資材の貸し出しなど） 
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第１章 避難所の開設 

【主な対応項目】 

１. 市災害対策本部から避難所開設の指示 

２. 担当職員による開錠・開門 

３. 施設および室内の安全確認・点検 

４. 被害状況の整理・報告 

５. ライフラインの確保 

６. 避難スペースの確保 

７. 受付の設置 

８. 情報掲示板・情報提供資機材の設置、案内やルール等の掲示 

９. 避難所の開設・報告 

 

１．市災害対策本部から避難所開設の指示 

□市災害対策本部が避難所開設を判断し、担当職員に連絡を行ない

ます。 

【開設基準】 

□市内で震度５強以上を観測したとき（全箇所） 

□避難所を含む地域に対し、警戒レベル４（避難勧告又は避難

指示（緊急））を発令したとき 

□その他、市災害対策本部長から指示があったとき 

 

２．担当職員による開錠・開門 

□避難所開設の連絡を受けた担当職員は、施設管理者及び区長等と

連絡を取りながら、区長や自主防災組織等の協力を得て、施設・

所定の門扉の解錠を行ないます。 

【留意点】 

自動車で移動する場合は、事前に決められた駐車場へ駐車しま

す。また、大規模地震の場合、休日、勤務時間外などでは、施

設管理者、担当職員などが到着できない場合もあります。実際

には地域住民が避難所を開設し、地域住民を誘導するケースも

想定されます。 
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３．施設および室内の安全確認・点検 

□担当職員及び施設管理者は、避難所内外の安全を確認して、避難

所として利用できるか確認します。安全確認が終了する前に避難

してきた人には、安全が確保できる場所で待機してもらいます。 

【チェック項目】 

□施設内外の被害状況 

□施設利用の可否 

□危険物の確認 

□立入禁止場所の設定 

 

□施設内の設備等について安全点検を行ないます。 

【チェック項目】 

□電話、ＦＡＸ等の通信回線の状況 

□ライフライン（電気、ガス、水道等）の状況 

□放送設備等の状況 

□室内の損壊状況 

 

□施設内の安全点検により、必要に応じて以下の措置をとります。 

□ガス、水道等の元栓の閉鎖 

□危険物の除去 

□その他の安全対策及び機能回復措置等の応急措置 

 

４．被害状況の整理・報告 

□担当職員は、避難所の被害及び周辺の被害状況等を市災害対策本

部（避難所を管轄する班）へ報告します。 

□報告の手段は、加入電話、ＦＡＸ、携帯電話、ＭＣＡ無線、

Ｅ－ｍａｉｌ等、使用可能なものを活用します。 

□上記手段が活用できない場合、直接本部に出向き、報告しま

す。 
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５．ライフラインの確保 

□停電、断水、ガス供給停止、電話の不通などが考えられます。 

大規模災害では、復旧までに数日かかるケースもあります。 

①電気 

□避難所に備え付けの発電機がある場合は利用します。これに

加え、家庭に懐中電灯や電池がある方には、持参をお願いし

ます。 

□損傷した電化製品から発火の可能性があるので、通電時には

注意が必要です。また、多くの人が一斉に大量の電力を使用

すると、ブレーカーが落ちる可能性もあるので、電気使用の

ルールを決めましょう。 

 

②水道 

□備蓄してある非常時の水、非常災害用給水を利用します。飲

料水は１人あたり１日３リットルが目安となります。 

□災害当初から３日程度は、生命維持に必要な水を最優先させ

ましょう。３日から１週間は炊事、洗面など最低限必要な生

活水までの利用とします。１週間後以降、運搬給水など生活

用水の確保がされます。 

 

③ガス 

□カセットコンロ、ガスボンベを利用します。これに加え、家

庭にある方には、持参をお願いします。 

□復旧までに時間がかかる場合には、市災害対策本部にガスコ

ンロ等の支給を要請します。 

 

④電話 

□ＮＴＴの災害時避難所設置用電話を活用します。 
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６．避難スペースの確保 

□施設内をどのように利用するか、担当職員と施設管理者が協議し、

受け入れ場所を決定します。 

□避難者・・・・・・・屋内の居室 

※状況が悪い場合は、廊下も利用します。 

※廊下や体育館などを利用する場合には、一定のまとまりを考

慮して、通路を確保します。 

□要配慮者・・・・・・保健室、和室、空調設備のある部屋 

□避難所管理エリア・・事務室など 

□更衣室・・・・・・・特に女性用を確保 

□物品置場・・・・・・食品、日用品など 

□ゴミ置場・・・・・・直射日光が当たらない屋根のある場所 

 

□施設のうち学校については、予め決められた場所以外は、立ち入

り禁止としてください。 

※良好な生活環境を維持するため、受け入れ場所の収容能力に見合

った人数を事前に検討しておきましょう。 

【避難してきた人の受け入れ場所】 

◆受け入れのポイント 

□なるべく顔見知りが集まれるように、組ごとの配置になるよ

うな工夫が必要です。（基本的には世帯単位で行動） 

□部屋ごとに責任者、連絡者を決めましょう。 

□配慮が必要な人を優先的に受入れる場所を検討します。 

□体調不良者には、別室を準備することが望ましいです。 

 

◆共用空間 

□玄関、廊下、階段、トイレなどは、避難者が共有するスペー

スとなります。 

□原則として共用空間は、避難スペースとして占有しないよう

にします。 

 

（次ページへ続く） 
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◆立ち入り禁止場所 

□薬品等、危険物がある部屋 

□予め決められた場所以外（学校施設） 

□立ち入り禁止場所とわかるように、立入禁止の表示をすると

ともに規制テープ等を活用し、囲いをしましょう。 

 

【レイアウトの留意点】 

◆通路の確保 

□体育館のような広い空間では、滞在スペースを設定する前

に、通路を確保します。 

◆プライベート空間の確保 

□体育館等の滞在スペースには、世帯単位で間仕切りを立て

て、プライベート空間の確保に配慮します。 

◆更衣室、授乳室 

□更衣室は男女を分けるなど、専用の部屋を確保する必要があ

ります。部屋の確保が困難な場合には、間仕切りでスペース

を設けます。 

 

□使用可能な部屋数や感染症対策に基づく避難者間の間隔の確保な

どを考慮し、収容可能人数を適宜調整してください。 

※感染症対策に基づく受け入れ場所及び収容人数の設定の考え方は

巻末にまとめてありますので、適宜参照してください。 

 

７．受付の設置 

□感染症蔓延化の状況に関わらず、受付時には避難者の健康状態を

確認し、健康状態に応じた避難スペースへの案内を行ないます。 

□可能であれば、受付の密集を避けるべく、受付から少し離れた場

所で各種用紙に記入できるように、記入用のテーブルやクリップ

ボードなどを設置します。 

※感染症対策に基づく受付の設定の考え方は巻末にまとめてありま

すので、適宜参照してください。
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次章へ 

□受付で必要な用紙や筆記用具を準備します。 

【受付で準備する物品】 

□筆記用具 

□避難者名簿（体調チェック表も兼ねる） 

 

８．情報掲示板・情報提供資機材の設置、案内やルール等の掲示 

□災害時の状況などを担当職員や避難者が共有できるよう、災害時

の情報を貼り出すための情報掲示板や、テレビまたはラジオなど

を設置します。 

□利用可能場所や立入禁止の案内などを設置します。 

□避難所のルール等を周知するために、避難者の目につく避難所の

出入口や滞在スペース等にポスターを掲示します。 

 

９．避難所の開設・報告 

□担当職員及び施設管理者は、施設の点検、避難スペースの確保が

完了した後に、避難所を開設します。 

【留意点】 

一見して建物が倒壊しかかっている等、応急危険度判定を実施

しなくても危険であると判断できる場合や、施設の点検結果を

基に屋内の状況が避難所として利用しがたいと判断した場合に

は、担当職員は避難所を開設せずに、区長や自主防災組織等の

協力を得て、立ち入り禁止の表示をし、避難者を受け入れ可能

な近隣の避難所へ誘導します。また、市災害対策本部に対し、

避難所を開設できない旨を報告します。 

 

□担当職員は、開設後ただちに、避難所を開設した旨を電話やＦＡ

Ｘ等で市災害対策本部へ報告します。また、この時点で把握でき

ている情報を併せて報告します。 

 



第１章：避難所開設→第２章：避難者の受け入れ→第３章：避難所運営→第４章：避難所閉鎖 

 
 

9 

第２章 避難者の受け入れ 

【主な対応項目】 

１. 避難者の受付・誘導、避難者名簿への記入 

２. 各滞在スペースの占有状況の整理 

３. 避難者数等の整理および報告 

 

１．避難者の受付・誘導、避難者名簿への記入 

（避難者の受付） 

□避難者の健康状態を受付で確認します。 

□受付待ちの渋滞が生じた場合は、滞在場所にて落ち着いた後に名

簿の記入を行なうなど、柔軟に対応してください。 

（避難者の誘導） 

□健康状態や症状をふまえて、必要な場合は、体調不良者や要配慮

者用の滞在スペースに案内します。 

□その他、健康状態に問題がないことが確認された場合は、一般の

滞在スペースに案内します。 

（避難者名簿への記入） 

□避難者については、「避難者名簿」にまとめます。
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次章へ 

２．各滞在スペースの占有状況の整理 

□随時、一般の滞在スペース、体調不良者や要配慮者用の滞在スペ

ース等の避難者による占有状況を把握します。 

□占有状況に余裕がなくなってきた場合、施設内の別部屋をあてが

うことが可能であれば、施設内でのスペースの拡張を図ります。 

□施設内でもあてがうことが難しい場合には、別施設での割り振り

を検討し、確保でき次第案内します。 

□別施設でもあてがうことが難しい場合には、災害発生の可能性が

ない駐車スペースであることを前提に、自動車で避難した避難者

に対して、駐車スペースへの移動を案内し、車中泊を促します。 

□避難所満員時の入所希望への対応として、「他の場所も探すので

待ってほしい」旨を伝えたうえで、市災害対策本部へ避難所の追

加を要請してください。 

 

３．避難者数等の整理および報告 

□避難所の避難者数等を、定期的に市災害対策本部に報告します。 
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第３章 避難所の運営 

【主な対応項目】 

１. 避難所運営組織の設置 

２. 避難所運営本部の役割 

３. 各班の役割 

４. 担当職員の役割 

５. 避難所運営に関する各種配慮事項 

 

１．避難所運営組織の設置 

（避難所運営組織の設置） 

□避難所を利用する人が自主的に運営できるよう、避難者の要望や

意見の調整、避難所のルールづくり等の意思決定機関として、避

難所運営組織を設置します。 

（運営主体） 

□避難所の運営は、原則として区長や自主防災組織を中心に行ない

ます。 

（構成） 

□避難所運営組織は、区長や自主防災組織、避難者を中心に構成し

ます。加えて、意思決定機関として避難所運営本部を立ち上げま

す。本部の構成員には女性の参画に配慮するなど、避難所運営に

多様な立場の人々の意見が反映されるように努めます。 

□なお、避難所運営は地域による自主運営が基本となることから、

担当職員や施設管理者は、自主的な運営をサポートすることとし

ます。 

□避難所運営本部の役員を決定した際は、「避難所運営本部名簿」

を作成し、地域で管理することとします。 
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運営支援
・市役所職員
・施設管理者

・避難スペースの配置
・危険箇所への対応
・防犯、治安対策
・郵便物・宅配便等の取次ぎ

・トイレ、ごみ、生活用水等の
　衛生管理
・生活環境の衛生管理
・医療、介護への対応

施設管理班

保健・衛生班

1組 2組 3組 4組

総務班

情報班

食糧・物資班

・運営本部会議等の事務局
・名簿管理
・各種問合せへの対応
・市災害対策本部等への連絡、調整

・避難所外情報収集
・避難所外向け情報発信

・食糧や物資の調達、受け入れ
・食糧や物資の管理、配給
・炊き出し対応

副本部長

各組長 各班長

避難所運営本部

本部長

２．避難所運営本部の役割 

（運営全般の調整） 

□避難所運営に関する意思決定機関として、避難所生活の運営を全

般的に取り仕切ります。総括的な窓口となって、運営に関する調

整、避難者への情報提供、関係機関との連絡や調整を行ないます。 

（活動班の設置） 

□避難所の運営に必要な業務を行なうため、ニーズに応じた活動班

（下図を参考）を設定し、地域から班員を選出します。また、各

活動班では、それぞれ班長を選出します。避難所運営組織は平時

から体制について検討しておき、避難訓練などを通じてその役割

を確認しておくことで、いざという時でも確実に行動できる組織

となります。地区ごとに検討を進めてください。 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

図 避難所運営本部 活動班の設置イメージ 

（避難所運営本部会議の開催） 

□定期的に避難所運営本部会議を開催し、避難所のルールや問題点

などについて話し合います。話し合われた内容は各地域で情報を

共有し、円滑な運営ができるように努めます。  
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３．各班の役割 

（総務班） 

□避難所運営本部内の事務や連絡・調整を行なうとともに、本部会

議においては、会議の進行や記録などを行ないます。 

□受付で避難者に記入した「避難者名簿」の管理を行ないます。 

□外部からの安否等の問い合わせや報道機関等からの取材への対応

を行ないます。 

□避難者や避難所スタッフからの意見や要望を受け、各種調整を行

ないます。 

□市災害対策本部（避難所においては担当職員）、施設管理者、関

係機関への連絡や要請を行ないます。 

 

（情報班） 

□避難所外の復旧情報や生活情報などの情報収集を行ないます。 

□避難所内の情報や要望について、要配慮者や車中泊を含む避難所

以外の被災者にも配慮した形で情報提供・発信を行ないます。 

□地域の情報拠点としての役割を果たします。 

 

（食糧・物資班） 

□食糧・物資の調達、受け入れ、管理、配給を行ないます。 

□炊き出しを行ないます。 

□車中泊を含む避難所以外の被災者への配給方法の掲示と配給を行

ないます。 
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（施設管理班） 

□危険箇所の確認や対応（修理・修繕や立ち入りの制限等）を行な

います。 

□トイレやごみ集積場等の衛生管理を行ないます。 

□定期的な清掃や換気の実施・呼びかけを行ないます。 

□防犯や治安の観点から、避難所の定期巡回を行ないます。 

□車中泊を含む避難所以外の避難者への対応を行ないます。 

□避難者宛の郵便物や宅配便の取り次ぎを行ないます。 

 

（保健・衛生班） 

□食品の衛生管理やトイレ、ごみ、生活用水の管理を行ないます。 

□そのほか、風呂や洗濯場・物干し場の管理などを行ないます。 

□避難者やスタッフの健康管理や医療・介護活動を行ないます。 

□車中泊を含む避難所以外の被災者への健康管理を行ないます。 
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４．担当職員の役割 

（担当職員の役割分担） 

□担当職員の避難所での役割は下表を参考に決めてください。 

役職 役割 

総括 

(管理者) 

・避難所開設・運営における総括・管理 

・市災害対策本部との連絡・調整 

受付係 
・記入用紙の配付・回収 

・避難者名簿の作成、更新 

誘導係 
・滞在スペースへの誘導 

・各スペースの管理 

物資係 
・災害用備蓄品や支援物資の管理 

・物資の配付 

 

（市災害対策本部への報告） 

□必要な支援を受けるために、担当職員は市災害対策本部に以下の

内容を定期的に報告します。 

【報告内容】 

□避難所周辺の被害情報の報告 

□避難者数の報告 

□地域住民の安否確認 

□各種、物資の支援要請 

【報告の目安】 

□避難所開設報告後、１時間以内に報告。その後は、１時間お

きに定時報告を行ないます。 

※ただし、極端な状況の変化があった場合（避難者が大幅に増

えた、避難者が全員帰宅した等）は、目安に関わらず報告し

ます。 
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（各種情報の提供） 

□情報掲示板に、最新情報や正しい情報を漏れなく掲載します。 

□項目は行政情報、生活情報、安否情報等に分けて見やすくするよ

うに配慮します。次ページの例も参考にしてください 

【項目例】 

□市災害対策本部からの情報 

□避難所からの連絡、情報 

・生活情報 

（食料物資の配給、風呂の提供、巡回診療、健康相談など） 

・ライフライン情報 

・交通情報（交通規制等） 

・施設関連情報（生活ルール、避難所施設に関する情報など） 

□避難者同士の情報交換 

□安否確認に関する情報 

【留意事項】 

□災害直後は情報が錯綜し、避難者は大変不安な状況にありま

す。情報をたくさん集めて、分かりやすく、何時、誰が発信

したものかを明らかにして掲示するように努めましょう。大

きな災害が発生した際は、根拠のないデマや噂が広がりやす

い状況です。十分注意し、不明点等は市災害対策本部、関係

機関に逐一確認をするようにしてください。 

□災害伝言ダイヤル１７１を活用すれば伝言の録音、録音され

た伝言の確認が出来ます。１７１に電話をかけて、ガイダン

スに従って操作するだけなので、積極的に活用しましょう。 
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（食糧・救援物資の確保、管理） 

□災害用備蓄品は、物資の配送が届くまでの間、急場をしのぐもの

となります。担当職員は、避難所の災害用備蓄品を確認します。 

□また、食糧と飲料水については数量を確認し、必要に応じて、適

切かつスムーズに配布できるよう準備します。 

□備蓄品が不足している場合には、市災害対策本部に物資を要請し

ます。 

【物資の要請と受け入れ】 

①避難者数を把握したうえで、市災害対策本部に必要数を要請 

②食糧・物資の受入れ 

・荷物の積み下ろし（直射日光の当たらない場所へ） 

・食糧、救援物資の種類と在庫数を把握 

・消費期限を確認（古くなった食品類は処分） 

・保管は低温かつ清潔な場所を確保します。 

【物資の分類方法】 

□全員に平等に配布するもの（衣類、毛布など） 

□必要な人が取りに来るもの（おむつ、生理用品など） 

□全員が共同で使用するもの 

（トイレットペーパー、ティッシュ） 

【留意事項】 

□食糧、物資の配布基準、優先順位を明確にします。すべての

要望が満たされるとは限りません。平等・公平を考慮しなが

らも臨機応変に対応します。 

□特定の人のみが必要な物品は、不公平感がでないように事務

室などで管理・配布します。 

□医薬品を配布する時は、配布日時、数量を記録しておきま

す。一度にまとめて配布しないようにしてください。 

□避難者からのニーズの把握、アレルギー、糖尿病、腎臓病な

ど食事制限のある方などへの対応に注意します。 
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（物資の配布） 

□担当職員は、避難所に備蓄してある災害時用食糧を賞味期限、食

事のバランスを考慮しながら世帯ごとに公平に配布します。 

□その後の食糧については、市災害対策本部と協議のうえ、決定し

ていきます。 

□物資の荷おろし、搬入、配布、炊き出し等は、施設管理者や区

長、自主防災組織等が協力して行ないます。 
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５．避難所運営に関する配慮事項 

（ゴミ対策） 

□ごみ収集車が出入り可能で、滞在スペース、調理場など衛生に注

意を払わなくてはいけない部屋から離れた場所を設定する必要が

あります。 

□分別収集に努め、集積場を清潔に保つことやカラス、小動物等に

荒らされないようにすることも重要です。 

（トイレ対策） 

□トイレの問題は、避難所運営の大きな問題の一つです。逐一状況

を確認し、適切な対応（下記の例を参考に）を行なってください。 

□トイレの清掃はこまめに実施し、手洗用の消毒液の設置をはじめ、

消毒剤、殺虫剤の散布等を心掛けてください。 

【適切な対応例】 

①水が出て、配管など問題なし 

→使用続行 

②水が出ず、配管は使用可能 

→トイレを一時使用禁止（トイレに張り紙を掲示） 

→トイレ用の水を確保できた場合、利用再開 

③トイレ使用不可 

→簡易トイレの作成、仮設トイレの調達 

【簡易トイレ作成方法】 

①汚水マンホールの蓋を開けて、足場を作り、周囲を囲みま

す。 

②空き地に穴を掘り、ビニールシート、一斗缶などを埋め込

み、便器代わりにします。周りに囲いをします。 

【注意事項】 

□多くの避難者が集まった場合には、トイレが詰まることが予

想されます。水に溶けないペーパーを流さないことの周知、

ペーパーをゴミ袋に入れるなどの対応も必要です。 
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（プライバシー対策） 

①災害直後 

□避難スペースの不足が著しいですが、以下のような部屋を確保

する必要があります。 

□女性の更衣室 

□介護を必要とする人の部屋 

□授乳のための部屋 

□乳幼児のための部屋 

②災害発生から数日後 

□その後の避難所では個人、家族間でのプライバシー確保が必要

となりますので、段ボール、ブルーシート、毛布、卓球台、布

などを仕切りとして活用してください。 

 

（健康管理） 

①暑さ対策 

□扇風機、冷房機を必要に応じて用意 

□食品管理のための冷蔵庫の手配 

□脱水症状対策としてスポーツドリンクなどの摂取の呼び掛け 

②寒さ対策 

□冷たい床には段ボールを敷くなどの工夫 

□手袋、帽子など寒さをしのぐものを用意 

③エコノミークラス症候群（ラジオ体操の実施、こまめな運動） 

④風邪、肺炎、各種感染症の発生（他の避難者とは別部屋で療養） 

⑤不眠、精神的ストレス（ＰＴＳＤ） 

⑥持病の悪化 

□緊急な場合には、医療機関への搬送 

□持病等については、早めに専門家に診察してもらうよう手配 

⑦食中毒の対策（残飯の処分を徹底） 

【避難者への周知事項】 

□水分をとる。運動をする。休息をとる。 

□体調不良者は別の部屋に移ってもらう。体調不良の場合には

早めに相談する。 
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（要配慮者への配慮） 

□避難所においては、要配慮者（傷病者、高齢者、障害者、乳幼

児、妊婦等、避難所の生活に特別な配慮を必要とする方）に対

し、より生活しやすい環境を優先的に提供する必要があるため、

専用スペースの確保やニーズに応じた配慮を行ないます。 

□外見だけでは要配慮者であることが分かりにくい方もいますの

で、その場合は、目印を設けるなどの工夫をします。（目印と

なる物を渡す場合は、必ず本人の意思を確認し、同意を得た人

のみ渡してください。） 

□要配慮者の把握は、ご家族からの聞き取り、目視等により行な

い、対応の際は、ご本人やご家族の意向を十分に確認する必要

があります。 

□担当職員は必要に応じて、専門要員を市災害対策本部に派遣要

請します。 

 

（防犯対策） 

□貴重品等は自己管理を原則とする 

□制服警官の定期的な巡回を依頼する 

□弱者（特に子ども、女性）へ配慮した防犯体制の構築を図る 

 

（外部からの問い合わせへの対応） 

□指定避難所となっているため、電話が事務室（職員室）にかか

ってしまうことが想定されます。 

□相手先の名前と連絡先を聞き、避難者からかけるようにしても

らってください。 

□必要に応じて、外部からの問い合わせ対応にあたる担当者を配

置してください。 

※混乱の中、避難者を探すのは難しいです。また、一度電話での

問い合わせに答え始めると、事務室（職員室）の電話が常時通

話中になってしまうため、留意してください。 
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（個別の要望への対応） 

□個別の要望には対応しきれないので、組長、班長などの代表者

を通じて避難所運営本部に伝達してください。 

□日常生活のルールや役割分担等は、避難所運営本部が中心とな

って作成し、避難生活の経過に合わせて見直してください。 

□女性や高齢者等の参画を促してください。 

 

（在宅・車中避難者への物資提供） 

□避難所外の被災者にも公平に配給することを原則とします。 

□ライフラインが止まり、商店なども休業している状況では、在

宅避難者の生活も困窮しています。ただし、ライフラインの復

旧状況を考慮しながら配給の打ち切り時期を検討し、予告して

ください。 

□物資等の配布をおこなう場合、避難所が混雑しないように、例

えば、避難所周辺の地域内に物資配布場所を確保して配布する

などの工夫を行なってください。 
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次章へ 

（停電が続く中での照明の確保） 

□一時的な代替手段として、たき火や車のライトなどを活用して

ください。 

□近所に自家発電機と投光器がないか、探してもらってください。 

 

（児童・生徒等の待機スペースの確保及び保護） 

□大規模地震災害等では、保護者が帰宅困難者となる可能性があ

り、児童・生徒の引渡しに時間がかかることが予想されます。 

□学校の施設管理者は、一般の避難者とは別に、児童・生徒等が

待機するスペースを確保します。 

□保護者の安否が不明で連絡が取れない場合、親類等への引渡し

や施設等への入所が行なわれるまでの間、一般の避難者スペー

スに誘導し、一時的な保護について、区長や近所の人たちに協

力を依頼します。 

 

（避難所でのルールの取り決め） 

□避難所の実情に応じて、下記の例も参考にしながら、避難所で

のルールを設定します。 

□生活時間の設定 ・・・ 食事（朝７時、昼１２時、夕１８時） 

起床（６～７時頃） 

消灯（２１～２２時頃） 

□運営本部会議時間 ・・ 朝食後、夕食後など 

□食事配給 ・・・・・・ 場所、方法について 

□要望受付 ・・・・・・ 場所、方法 

□清掃 ・・・・・・・・ 部屋ごとに実施 

※公共スペースは当番制とするか 

□洗濯 ・・・・・・・・ 洗濯機、物干し場、利用時間 

□ごみ処理 ・・・・・・ 各自の責任でゴミ置場へ 

□たばこ ・・・・・・・ 原則として建物内は禁煙、 

喫煙場所の設置 

□暖房器具管理 ・・・・ 使用箇所、時間、空気の入れ替え 
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第４章 避難所の閉鎖 

【主な対応項目】 

１. 閉鎖の方針の伝達 

２. 避難所の規模縮小・閉鎖の準備 

３. 避難所の閉鎖 

４. 避難者名簿の提出 

５. 使用した施設の清掃・消毒 

 

１．閉鎖の方針の伝達 

□市災害対策本部は、ライフラインの回復や各避難所の状況、その

他市民生活の復興状況などを考慮し、統廃合や閉鎖の方針を決定

し、各避難所運営本部に伝達します。 

 

２．避難所の規模縮小・閉鎖の準備 

□市災害対策本部の方針を受け、各避難所では、閉鎖に向けた準備

を行ないます。避難所運営本部は、施設管理者と協議のうえ、避

難所空間として使用する場所を検討し、段階的に規模を縮小しま

す。 

□特に小中学校などでは、避難所の効果的な規模縮小は早期の授業

再開につながります。避難所空間と学校運営の共存を見据え、縮

小・閉鎖の手順について施設管理者と協議しましょう。 

□避難所の規模縮小・閉鎖の時期が概ね決まった段階で避難者へ周

知し、説明を行ないます。 

 

３．避難所の閉鎖 

□避難所運営本部・担当職員・施設管理者等の立会いのもと、施設

の点検を行ない、避難所が使用前の状態に回復していることを確

認し、避難所を閉鎖します。 

□避難所の閉鎖をもって、避難所運営本部を解散します。 
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以上 

４．避難者名簿の提出 

□避難所を閉鎖する際は、担当職員は受付および運営においてとり

まとめた「避難者名簿」を整理のうえ、市災害対策本部に提出し

ます。 

□市災害対策本部は、提出された書類を保管します。 

 

５．使用した施設の清掃・消毒 

□避難所になった施設の児童・生徒や利用者、職員の感染症からの

安全を守るため、使用した部屋や共用部分は十分な換気、清掃、

消毒を行ないます。 

□消毒作業は、塩素系漂白剤を希釈した消毒液を用い、拭き取りに

より行ないます。 

□必要に応じて専門業者による消毒を手配します。 
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避難所における感染症対策 

 

感染症等に対応した避難所開設・運営にあたって特に念頭に置くべき

ことは、「健常者と体調不良者をゾーニング（隔離）すること」、「滞在

空間における空調および衛生環境を保つこと」です。 

感染症等に対応した避難所開設・運営にあたっては、主に以下の４点

を実施します。 

 

①健常者、体調不良者を仕分ける 

 …検温・問診所を設置し、仕分けを徹底します 

②「一般区域」と「専用区域」をゾーニングする 

 …健常者と体調不良者が交錯しないように配慮します 

③ソーシャルディスタンス（各世帯の間隔１～２ｍ）を保つ 

 …密集・密接を避ける対策をとります 

④換気・衛生を保つ 

 …密閉を避ける対策をとります 

 

 

以降に、感染症等に対応した避難所開設・運営の留意点を整理します。 

 

 

目 次 

避難所における感染症対策 ・ 目次 １ 

１ 避難所の開設時の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 避難者の受け入れ時の留意点 ・・・・・・・・・・・・ ８ 

３ 避難所の運営時の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・ ９ 
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１．避難所の開設時の留意点 

① 一般区域と専用区域の設置（ゾーニング） 

□発熱のある人が使用する専用スペース等の空間や動線は「専用区域」

とし、一般避難者の避難スペース等の空間や動線は「一般区域」とし

てゾーニングし、ゾーニングがわかるような案内表示を作成します。 

□専用区域は、必要な防護具を装着した人だけが活動することができ、

一般区域と専用区域は間仕切り等で区切ります。 

□施設が小規模で一般区域と専用区域によるゾーニングが困難な場合

は、健常者用と体調不良者用にそれぞれ別の施設を準備することや、

車中での滞在により区分する等の検討を行ないます。 

 

（次ページへ続く） 
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□「一般区域（滞在スペース）」を設営します。 

・滞在スペースには、あらかじめ幅２ｍの通路を設けます 

・可能な限り、要配慮者専用スペースや、女性専用エリア、避難所運営

組織の運営本部などのスペース確保にも配慮します。 

・間仕切りとなる資材（パーティションなど）がある場合は、併せて設

置します。間仕切りとなる資材を利用した場合、少なくとも座ったと

きに口元よりも高い位置まで高さがあり、プライベートを確保できる

ものであることが望ましいです。ただし、風通しが悪くなるなどして

熱中症の危険性が高くなるおそれがある場合は、間仕切りの使用有無

を検討します。 

・避難所が混雑してきた場合を想定し、新たに滞在スペースとなりうる

部屋を確認しておきます。 
 

 

図 一般区域（滞在スペース）の設営イメージ 

 

 

 

図 

間仕切りとなる資材を 

活用した場合の空間配置例 

（次ページへ続く） 
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□「専用区域（専用スペース）」を設営します。 

・専用スペースは、個室を基本とするが、多数の体調不良者がいる場合

は、仕切り等でスペースを分けるなどの対応を図ります。 

・専用スペースは可能な限り避難者ごとに個室が望ましいですが、やむ

を得ず同じ兆候・症状の人を同室にする場合は、パーティションで区

切るなど工夫します。 

・専用トイレを設置することができない場合は、パーティションやテン

ト等で仕切り、専用スペース内に簡易トイレを設けます。 

 

 
図 専用区域（専用スペース）の設営イメージ 

 

② 受付の設置 （次ページ図参照） 

□避難所の受付においては、事前受付を設置します。 

□事前受付は、マスクを装着、案内を掲示したうえで、検温の実施や避

難所における感染症対策のルールを周知します。 

□受付では、透明なシート等による間仕切りや避難所施設案内図など必

要な物資を準備して避難者受付を設置します。 

□可能であれば、受付の密集を避けるべく、受付から少し離れた場所で

各種用紙に記入できるように、記入用のテーブルやクリップボードな

どを設置します。 

  

簡易トイレ

出入口 出入口
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＜受付のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 受付のイメージ 
 

  

受付

③受付
・列が密にならないように配慮する。
・世帯別避難者カードを配布、記入
してもらう。

健康調査カードの記入・検温の実施
避難所における感染症対策ルールの周知

マスクの配布

①健康調査カードの記入・検温の実施
・避難所における感染症対策ルールを掲示し、避難者に周知する。
・受付に入る前に、避難者に健康調査カードへ記入してもらう。
・健康調査カードにて該当する項目がある場合、または熱の症状
がある場合は、専用スペースに案内する。

④避難者の案内
・避難者(健常者)
を居住スペース
に案内する。

・体調に応じて、
災害時要援護者
の居住スペース
に案内する。

体調不良者は
専用スペースに案内。

②受付 

・列が密にならないように配慮する。 

・避難者名簿の記入 

受付 

 

体調不良者は 

専用スペースに案内 

①検温等の実施 

・避難者にマスクを着用してもらう。マスクのない避難者にはマスクを配布する。 

・検温を行なう。 

・避難所における感染症対策ルールを掲示し、避難者に周知する。 

・熱の症状がある場合は、専用スペースに案内する。 

・検温の実施 

・避難所における感染症対策ルールの周知 

※場合によってはマスクの配布 

 

③案内 

・避難者（健常者）を 

居住スペースに案内 

する。 

・体調に応じて災害時 

要支援者の居住スペ 

ースに案内する。 
 

居住 

スペース 

避難所 

入口 

 

 

受付 

検温 
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③ 誘導案内、規制線等の設置および避難所のルール等の掲示 

□ゾーニングの案内表示、規制線、立入禁止の案内などを設置します。 

□避難者に、感染を広げないための避難所のルール等を周知するため、

避難者の目につく避難所の出入口や滞在スペース等にポスターを掲示

します。 

 

 
図 感染症対策周知のポスターの例（出典：首相官邸ホームページ） 
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④感染症対策資源の確認 

□下記を参考に、感染症対策資源の保管状況を確認します。必要に応じ

て補給します。 
 

【感染症対策として必要な物資】（例） 

□非接触型体温計（接触型の場合、毎回消毒する） 

□マスク（キッチンペーパーやタオル等の代用品） 

□アルコール消毒液 

□石けん、液体ハンドソープ 

□ビニール手袋、ゴム手袋 

□ペーパータオル 

□手すり、ドアノブ等の共用部分の消毒液 

（アルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム液など） 

□ゴーグルまたはフェイスシールド 

□防護服（用意できない場合はレインコート等の代用品） 

□シューズカバー 

□ビニール袋やゴミ袋 

□養生テープ                    など 

 

【感染症対策として必要な資機材】（例） 

□パーテーション 

□簡易テント 

□区割り用ポール（２ｍ程度） 

□段ボールベッド  

□ポータブルトイレ、簡易トイレ 

□ふた付きのゴミ箱 

□透明シートによる間仕切り（受付用） 

□扇風機（換気用） 

□ブルーシート 

□カラーコーン                   など 
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２．避難者の受け入れ時の留意点 

① 避難者の受付 

□事前受付において、熱や該当する症状がある場合は、体調不良者の専

用スペースに案内します。その他の避難者については、通常の受付に

並んでもらいます。 

□非接触型体温計などを準備し、検温・問診を行ないます。 

□避難所における感染症対策ルールを提示します。 

□マスクを持参していない避難者については、マスクを配布し、装着し

てもらいます。 

□受付待ちの渋滞が生じた場合は、滞在場所にて落ち着いた後に記入を

行ないます。 

 

② 避難者の誘導 

□避難者の健康状態を確認し、体調や症状をふまえて、必要な場合は、

要配慮者の滞在スペースに案内します。その他、健康状態に問題がな

いことが確認された場合は、滞在スペースに案内します。 

□避難者については、「避難者名簿」にまとめます。 

 



 

9 

３．避難所の運営時の留意点 

① 手洗い、マスクの着用、咳エチケットの呼びかけ 

□避難者はマスクを着用してください。 

□マスクのない避難者には、避難所用に準備しているマスクを配布し

ます。 

□手洗いや咳エチケットを呼びかけるポスターを掲示し、こまめな手

洗いを呼びかけます。 

□断水している場合は、避難所用に準備しているアルコール手指消毒

剤を活用します。 

 

② 避難所内の換気の徹底 

□室内の換気は常時もしくは頻繁に行ないます。（１時間に２回程度） 

□エアコンを使用する部屋でも、窓や扉を開けて換気を行ないます。 

□換気扇のある部屋では、換気扇を常時使用します。 

□食事の時間帯はマスクを外すことから、会話をできるだけ控え、換

気を行ないます。 

 

③ 避難所運営に携わる際の対策 

□マスク・手袋を外すときは、外側にウイルスが付着している可能性

を考えて、外した後に手洗いや手指消毒を行なってください。 

□体調不良者等の専用スペースにはむやみに立ち入らないようにし、

専用スペースで活動する従事者も最小限に絞り込んでください。 

□大きなごみ袋や使い捨てできる雨合羽等がある場合は、感染が疑わ

れる避難者を介助する時や、清掃・消毒の際に、簡易な防護衣とし

て活用してください。 

□食料や物資等を配布するときは、避難者が配布場所から各自受け取

るようし、手渡しの配布を最小限にしてください。また、配布場所

が密にならないよう、注意してください。 

□ただし、発熱のある人への食事の受け渡しは、直接行なわず、専用

スペース前などに置いて渡す方法をとってください。 
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④ 避難所内の清掃の徹底 

□滞在スペースや共用部分は、毎日清掃を行なってください。 

□消毒液がない場合、塩素系漂白剤を濃度０．０５％に薄めて、消毒液

を作り（次ページ図参照）、よく手を触れる場所（机、手すり、ドア

の取っ手、蛇口、スイッチなど、トイレ等も含む）を中心に、定期的

に拭き掃除を行なってください。 

□誤飲しないために、容器には「消毒液」等を表示し、作り置きをしな

いようにしてください（希釈した塩素系漂白剤は、時間が経過すると

消毒の効果が弱まります）。 

□塩素系漂白剤や消毒液を取り扱うときは手袋を着用してください。他

の薬剤や洗剤等と混ぜないように取り扱ってください。 

□塩素系漂白剤は金属を腐食させるおそれがあるため、消毒後は必ず水

拭きを行なってください。 

 

⑤ 避難者及び運営スタッフの健康確認の実施 

□避難者及び運営スタッフに健康状態の自己チェックを行なわせてくだ

さい。 

□避難者で発熱や体調不良がある人は、運営スタッフに申し出て、症状

に応じて発熱者等専用スペース等に移すなどの対応を行なってくださ

い。 

□運営スタッフで症状がある場合は、避難所運営組織に速やかに報告し

て、症状が改善するまで業務から離れるように配慮してください。 
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図 消毒液の作り方 

出典）「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」（厚生労働省・経済産業省） 
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⑥ 避難者及び運営スタッフの健康確認の実施 

□体調不良者の感染症等が疑われる場合は、相談窓口に連絡してくださ

い。なお、連絡先は群馬県や富岡市のホームページなどをご確認くだ

さい。 

□医療機関を受診するまでは、体調不良者の専用スペースを分け、個室

や専用トイレ・手洗い場等の確保を検討してください。なお、症状が

重い場合は救急車を要請してください。 

□必要に応じて、同じ滞在スペースに居た避難者の健康観察を行なって

ください。 
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