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１ 本マニュアルの目的・構成 

(1)目的 

本マニュアルは、川崎市周辺で大規模な震災等が発生した際に、各避難所が混乱や逡

巡なく避難所の開設及び運営を行うために、日頃から避難所ごとに、避難所開設・運営

訓練を実施することができるよう、習熟度に合わせた訓練の実施方法を、具体的かつ分

かり易く紹介することを目的としています。 

過去の災害事例を振り返ると、発災直後は、行政職員が避難所に駆けつけられない場

合も多く、自主防災組織を中心とした、地域住民による避難所の開設・運営が求められ

ています。 

本マニュアルを効果的に活用し、各避難所運営会議において訓練を年１回以上行うこ

とで、いつ起きてもおかしくない大規模な震災等に備える必要があります。 

 

(2)構成 

本マニュアルは、各避難所の習熟度に合わせた効果的な訓練を実施することができる

よう、次の４部で構成しています。 

①幸区避難所〈開設〉訓練マニュアル 

ア 想定対象 

避難所の自主開設が困難な避難所運営会議 

イ 達成目標 

避難所開設に必要な、「避難所施設の開錠」から「避難者の受入」までの流れ

と、防災資器材の取り扱いについての具体的な手順の習得 

②幸区避難所〈運営〉訓練マニュアル 

ア 想定対象 

避難所の開設方法は習得しているが、運営（班ごとの活動）が困難な避難所

運営会議 

イ 達成目標 

避難所の運営を、班ごとに分かれて行うための具体的な手順の習得 

③幸区避難所〈運営〉訓練マニュアル（上級編） 

ア 想定対象 

避難所の開設から運営までの手順を習得している避難所運営会議 

イ 達成目標 

避難者からの問合せ等の様々な事態を想定した「ロールプレイング型訓練」

を通じた、臨機応変な災害対応力の習得 

④幸区避難所〈運営〉訓練マニュアル（資料編） 

避難所ごとに、訓練に必要な次の図面・資料を収録 

「施設配置図」「校舎内配置図」「体育館レイアウト図」「備蓄倉庫収納物品リスト」 
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２ 避難所運営訓練とは  

(1)避難所運営訓練の目的 

避難所の運営に必要な様々な活動を、班を編成して役割分担をすることで、組織的に

効率良く実施することができます。そのため、避難所運営訓練では、班ごとに求められ

る役割の具体的な実施手順を習得するために行います。 

 

(2)避難所運営会議内の班編成等 

避難所運営会議で必要な班は、次のとおり、概ね６班で構成されます。ただし、地域

特性や予想される避難所の運営状況に応じて、任意に必要な班を設けることは可能です。 

 

≪避難所運営会議内の班編成等≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「総務班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)定例会議の開催（事務局を担当） 

(ｲ)区本部との連絡事項の整理 

(ｳ)避難所運営日誌の作成 

(ｴ)避難所内のレイアウトの設定・見直し 

(ｵ)避難所の総合受付業務（電話、来客、落し物、宅配・郵便、安否確認等の対応） 

(ｶ)ボランティアの受け入れ等 

 

イ 「情報広報班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)避難者の受付、名簿の管理 

(ｲ)避難所外避難者等の把握 

(ｳ)情報の収集、避難者等への提供 

(ｴ)取材対応 

(ｵ)特設公衆電話の設置 

 ○避難所運営会議 

委員長 

総務班 情報広報班 保健救護班 環境衛生班 食料班 

施設管理者 

◎避 難 所 

副委員長（数名） 

市
職
員 

連絡調整 

連携 

区災害対策本部 

後方支援 

施設物資班 
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ウ 「保健救護班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)要配慮者の情報把握 

(ｲ)傷病者、体調不良者の対応（応急手当） 

(ｳ)避難者の健康管理（風邪、食中毒、エコノミークラス症候群等の予防） 

(ｴ)要配慮者支援（情報提供、食料・物資の個別対応） 

(ｵ)二次避難所、医療機関への移送補助 

 

エ 「環境衛生班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)災害用トイレの設置 

(ｲ)トイレ利用、ゴミ処理のルール策定・周知 

(ｳ)飲料水、生活用水の管理 

(ｴ)衛生管理（手洗い、清掃、換気、洗濯等） 

(ｵ)ペット連れ避難者への対応 

(ｶ)避難所衛生状況の把握等 

 

オ 「食料班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)救援物資（食料、飲料水等）の受入、台帳管理、配給の実施 

(ｲ)救援物資（食料、飲料水等）の調達 

(ｳ)炊き出しの実施 

 

カ 「施設物資班」の主な役割（下線部は訓練項目） 

(ｱ)施設の安全点検、修繕依頼 

(ｲ)避難所運営で使用するスペースの確保、表示 

(ｳ)備蓄物資の管理、運用 

(ｴ)救援物資（食料、飲料水等以外）の受入、台帳管理、配給の実施 

(ｵ)救援物資（食料、飲料水等以外）の調達 

(ｶ)防犯・防火対策 

※下線部を引いていない役割については、「『川崎市避難所運営マニュアル～地震災害対策
編（標準例）～』『避難所運営会議及び各運営班の業務』」を御確認ください。 

３ 訓練を実施するにあたっての確認事項 

(1)各班における班長及び副班長の選出 

各班について、あらかじめ、班長、副班長、班員を決めておき、活動が円滑に行える

ようにします。ただし、発災時は、班長、副班長、班員が予定通りに参集できるとは限

らないので、避難所運営訓練では、全ての班をローテーションしながら体験できるプロ

グラムとし、他班の活動内容についてもしっかりと理解することが望まれます。 

 

(2)班員のローテーションの検討 

避難期間が長期化する場合は、班員の健康状態を損なわないよう、適度な休憩時間を

確保するなどの、活動のローテーションを決めます。 
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４ 避難所運営訓練のタイムスケジュール標準例 

※上記の「標準例」では、「訓練班」ごとに担当者を配置することを想定しています。運
営サイドの人員は最低３名で訓練を実施することができます。 

  

時間 
訓練

項目 
１班 ２班 ３班 

9:00～9:20 

 

（20 分） 

訓練 

説明 

①運営会議委員長挨拶、訓練の進行方法や注意事項の説明 

②避難所内外の状況想定と避難所運営段階での活動の要点の確認 

③避難所「開設」段階までの状況確認 

④避難所運営における各班の役割確認 

9:20～11:20 

 

（各 40 分×3

＝120 分） 

各班 

訓練 

≪総務班訓練≫ 

①参集者に応じた班

の編成 

②定例会議の開催 

③避難所状況の 

把握、報告等 

④安否確認等の対応 

⑤ボランティアの対応 

 

≪情報広報班訓練≫ 

⑥避難者の受付等 

⑦ペット連れ避難者

の受付対応 

⑧要配慮者の受付 

対応 

⑨掲示物スペース・

情報提供方法の 

確認 

⑩マスコミ取材の 

対応 

≪保健救護班訓練≫ 

①要配慮者の情報 

把握 

②傷病者の対処方法 

③避難者の健康管理 

 

≪食料班等訓練≫ 

④救援物資の調達・

受け取り 

⑤救援物資の保管 

⑥救援物資の配給 

≪施設物資班訓練≫ 

①備蓄物資の確認 

②投光器・発電機の

駆動 

 

≪環境衛生班訓練≫ 

③災害用トイレの 

組立 

④ペットの受入等 

⑤避難所衛生状況の

把握等 

≪保健救護班訓練≫ 

≪食料班等訓練≫ 

≪施設物資班訓練≫ 

≪環境衛生班訓練≫ 

≪総務班訓練≫ 

≪情報広報班訓練≫ 

≪施設物資班訓練≫ 

≪環境衛生班訓練≫ 

≪総務班訓練≫ 

≪情報広報班訓練≫ 

≪保健救護班訓練≫ 

≪食料班等訓練≫ 

11:20～11:30 

（10 分） 

訓練

まとめ 

①参加者からの感想、質問、意見等 

②アンケートの記入・回収 
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５ 避難所「開設」段階までのおさらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大地震の発生 

①避難所施設の開錠 

⑤避難所施設の安全点検 

⑥避難所施設の使用可否の判断 

⑦避難者の受入準備 

 ⑦-1 避難スペース区画分け 

 ⑦-2 避難所ルール掲示 

 ⑦-3 避難者受付場所の設置 

⑧避難者の受付 

⑨避難者を施設内へ誘導 

避
難
所
開
設
訓
練
の
内
容 

班ごとの活動による 
避難所「運営」段階へ 

避難所施設の開錠 

避難所施設の安全点検 

避難スペース区画分け 

避難所ルール掲示 

④避難所開設に必要な資器材の運び出し 

避難者の受付 

②避難所に参集した人員の役割分担 

③避難者に対する校庭等での待機指示 
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６ 総務班行動訓練 

 (1)参集者に応じた班編成 

訓練項目 ア 参集者の確認 

イ 参集者の各班への割り振り、「組織図」の作成 

使用資器材等 ア 模造紙（「組織図」作成用） 

イ 付箋紙 

ウ 筆記用具等 

ア 参集者の確認 

避難所運営会議の班編成は、平常時から決めておきますが、各自の被災状況によ

って、必ず全員が参集できるとは限りません。そのため、まずは避難所に運営会議

のメンバーが何人参集できたか確認するとともに、その時点での参集メンバーで、

改めて班編成を行う必要があります。 

 

イ 参集者の各班への割り振り、「組織図」の作成 

参集者の各班への割り振り方法として、まずは参集者に「付箋紙」へ名前を記入

してもらい、その「付箋紙」を模造紙等で作った「組織図」に貼りつけていくこと

で、班編成を行っていくというものがあります。 

「組織図」を掲示しておくことで、誰が何班の業務を担当しているか、一目でわ

かるので、各班への指示・情報伝達や人員の振り分けが検討しやすくなります。 

また、「付箋紙」を使って名前を記入することで、所属班が変更になったときなど

の修正が、「付箋紙」を動かすだけで済むので、容易になります。 

 

≪組織図（例）≫ 

  ●●●学校避難所運営会議組織図 

委 員 長 

 

副委員長 

市職員 

総 務 班 情報広報班 保健救護班 環境衛生班 食 料 班 

施設管理者 

施設物資班 
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≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

  

・避難所運営会議の班編成は、平常時から決めておくものです

が、皆さん一人ひとりの被災状況によって、必ず全員が参集で

きるとは限りません。 

・そのため、まずは避難所に、運営会議のメンバーが何人参集

できたか確認するとともに、その時点での参集メンバーで、改

めて班編成を行う必要があります。 

・その方法として、まずは参集者に「付箋紙」へ名前を記入し

てもらい、その「付箋紙」をこちらの「組織図」に貼りつけて

いくことで、班編成を行っていきます。 

・「組織図」を掲示しておくことで、誰が何班の業務を担当して

いるか、一目でわかるので、各班への指示・情報伝達や人員の

振り分けが検討しやすくなります。 

・また、「付箋紙」を使って名前を記入することで、所属班が変

更になったときなどの修正が、「付箋紙」を動かすだけで済む

ので、容易になります。 

・それでは【●●】さんは、避難所運営会議の委員長役とし

て、参集された方々に、「付箋紙」への名前の記入を呼びかけ

てください。 

 

・委員長の【●●】です。参集された皆さんは、お配りした

「付箋紙」へお名前を記入してください。 

～参加者各自が「付箋紙」へ名前を記入する～ 

 

・それでは、書き終わりました方から、こちらの「組織図」に

「付箋紙」を貼っていってください。今回は訓練ですので、お

好きな班の所に貼り付けていただきますが、本番では、状況に

応じた人員配置を検討していく必要があります。 

・例えば、発災３日目以降に、他都市からの救援物資が避難所

に届けられ始めた場合は、物資の受入・整理・配布等の作業量

が増大しますので、食料班や施設物資班の人数を多めに配置す

る必要があります。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長（●●） 

 

 

 

訓練進行者 

 

【運営のヒント】 

避難所は、複数の自主防災組織等で運営するため、お互いに氏名がわかるように

名札を着用するのが有効です。その際、班ごとに名札ケースのストラップを色分

けするなどで、各自の役割が一目でわかるようになります。 
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(2)定例会議の開催 

訓練項目 ア 会議の招集 

イ 各班からの活動状況報告・会議録の作成 

ウ 会議録を活用した情報共有 

使用資器材等 ア 長机、イス 

イ 筆記用具、コピー用紙等 

ウ 様式６「避難所確認票」 

エ 会議議事録様式 

ア 会議の招集 

総務班は、避難所の運営に関する検討や各班の情報共有のために開催する定例会

議の事務局機能を担います。 

会議開催のタイミングとしては、「施設の安全点検が終わったとき（避難所として

の利用可否の判断）」「避難者の受入準備が整ったとき（避難者受入開始の判断）」

「各班からの活動状況について把握・情報共有をしたいとき」「要配慮者に関する対

応内容・情報共有をしたいとき」「不測のトラブルが発生したとき」などが想定され

ます。 

 

イ 各班からの活動状況報告・会議録の作成 

会議の出席者は、「委員長」「副委員長」「各班の班長」「市職員」「施設管理者（学

校長等）」などです。 

総務班は、班長が会議の司会を務め、各班からの活動状況の報告を求めるなどを

します。また、会議録（重要事項及び決定事項を記入、9 ページ参照）を作成する

「記録担当者」を選出します。 

 

ウ 会議録を活用した情報共有 

決定事項等の必要な情報は、会議終了後に必ず会議に出席していない班員に伝え

て情報共有を行い、避難所としての意思統一を図ります。それにより、班員によっ

て判断が異なることによる避難所運営の混乱を未然に抑止することができます。 
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≪会議議事録様式≫ 
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(3)避難所状況の把握、報告等 

訓練項目 ア 市職員を通じた避難所状況の報告 

イ 避難所運営日誌の作成 

使用資器材等 ア 筆記用具、コピー用紙等 

イ 様式 16「避難所運営日誌」 

ウ 様式 21,22「避難所状況報告書」 

ア 市職員を通じた避難所状況の報告 

総務班は、避難所の情報を区本部へ連絡するため、避難所運営会議でとりまとめた

内容などを基に様式 21,22「避難所状況報告書」を作成し、市職員に提出します。  

市職員が不在かつ緊急の場合は、総務班が直接、区本部へ連絡してください。 

 

イ 避難所運営日誌の作成 

避難所運営会議での議事内容などを参考に、毎日、様式 16「避難所運営日誌」を

作成し、避難所の状況や主な出来事、次の日に引き継ぐ事項などを記録します。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・総務班は、避難所の情報を区本部へ連絡するため、様式

21,22「避難所状況報告書（11,12 ページ）」を作成します。 

・「避難所状況報告書」は、基本的には避難所にいる市職員が区

本部に連絡しますが、市職員が不在などの場合は、総務班が

直接、区本部へ連絡してください。 

・それでは、【●●】さんは、総務班として、「避難所状況報告

書（初動期）」の主な記載事項を市職員の【△△】さんに報告

するとともに、区本部への連絡を依頼してください。なお、

避難所の開設日時は、現在の日時としてください。 

 

・総務班の【●●】です。当避難所の状況をお伝えします。 

～様式 21（11 ページ）に沿って、「避難者・避難世帯数」「周

辺状況」「避難者数増減見込み」等を読み上げ～ 

・（【△△】さんに対し、）「避難所状況報告書」について、区本

部への連絡をお願いします。 

 

・了解いたしました。 

 

・市職員の【△△】さんは、「避難所状況報告書」のうち、「発

信者名」「送信日時」「参集した行政担当者・施設管理者」等

の欄に追記した上で、区本部に連絡します。 

・また、避難所運営会議での議事内容などを参考に、毎日、様

式 16「避難所運営日誌」を作成し、避難所の状況や主な出来

事、次の日に引き継ぐ事項などを記録しておきます。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務班（●●） 

 

 

 

 

 

市職員（△△） 

 

訓練進行者 
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≪様式 21 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 22 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 16≫ 
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≪様式 16（メモ用）≫ 
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(4)避難者等の安否確認への対応 

訓練項目 ア 避難者名簿の作成 

イ 問い合わせへの対応 

使用資器材等 ア 筆記用具、コピー用紙等 

イ 様式 11「避難者名簿【公開用】」 

ア 避難者名簿の作成 

避難者等についての安否確認など、問い合わせに迅速に対応できるよう、「被災世

帯登録票」等で「個人情報を他者へ公開してよい」とした人の「氏名」「ふりがな」

「住所（○○町○○丁目まで）」がわかるように、様式 11「避難者名簿【公開用】」

を作成しておきます。なお、作成が完了するまでの間は、被災世帯登録票を、「公表

対象者」「非公表対象者」に区分するなどして対応します。 

 

イ 問い合わせへの対応 

避難者等の安否確認の問い合わせについては、「避難者名簿【公開用】」に記載が

ある場合のみ回答し、名簿以外の情報は、区本部に問い合わせるように伝えます。

安否確認のため名簿の掲示・閲覧が必要な場合は、一定期間、掲示することとし、

問い合わせが減った段階で撤去します。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・総務班は、避難者等についての安否確認などに対応できるよ

う、避難者に受付時に記入してもらった「被災世帯登録票」等

で、「個人情報を他者へ公開してよい」とした人の「氏名」「ふ

りがな」「住所」がわかるように、様式 11「避難者名簿【公開

用】（16 ページ）」を作成します。 

・それでは、【●●】さんは、避難者の安否確認をしたい外部の

人を、【△△】さんは、総務班として、「避難者名簿【公開

用】」を基に、その問い合わせに対応してください。 

 

・この避難所に、幸町３丁目の佐藤太郎という人はいますか？ 

 

・（名簿を確認し）そういった方はこちらにはいないようです。 

 

・もし、名簿に名前があった場合、電話での問い合わせでは、

該当者に電話を取り次がず、伝言することを伝えます。理由

としては、電話を取り次ぐため該当者を呼び出している間、

回線がふさがってしまうので、やり取りは、後ほど、当事者

間で行ってもらいたいからです。直接、避難所に来られての

問い合わせについては、館内放送等により、該当者を受付に

呼びます。 

・伝言として取り扱う場合は、伝言内容のほかに「受信日時」

「相手方の氏名・連絡先」も必ずメモします。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合者（●●） 

 

総務班（△△） 

 

訓練進行者 
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≪様式 11 訓練時記載（例）≫ 
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(5)ボランティアの対応 

訓練項目 ア ボランティアに分担する仕事の検討 

イ ボランティアの派遣依頼 

ウ ボランティアの受入 

使用資器材等 ア 筆記用具、コピー用紙等 

イ 様式 26「職員等派遣依頼書」 

ウ 様式 27「ボランティア受付票」 

ア ボランティアに分担する仕事の検討 

避難所の運営状況に応じて、各運営班の班長などに意見を聞いた上で、ボランテ

ィアに依頼したい内容や必要な人数を決めます。 

≪ボランティアなどに分担する仕事（例）≫ 

主な仕事の例 関係する運営班 
「被災者の憩いの場づくり」「各種イベントの企画・実施」 総務班 
「情報収集・発信」「手話、外国語等、情報伝達の支援」 情報広報班 
「介護や看護の補助」「子どもの学習支援 」「話し相手」 保健救護班 
「清掃や防疫活動」「ペットの世話」 環境衛生班 
「食料や飲料水、物資などの仕分け、運搬、配給」 食料班、施設物資班 
「その他、危険を伴わない軽作業」 全班 

 

イ ボランティアの派遣依頼 

ボランティアの派遣を希望する場合は、様式 26「職員等派遣依頼書」を作成し、

市職員に渡します。 市職員は、「職員等派遣依頼書」により、区本部又は区災害ボ

ランティアセンターに依頼します。 

 

ウ ボランティアの受入 

区災害ボランティアセンターからボランティアが派遣されたら、様式 27「ボラン

ティア受付票」に必要事項を記入してもらいます。また、区災害ボランティアセン

ターで配付された腕章や名札などを付けているか確認し、付けていない場合は、目

印となる腕章などを渡し、必ず着用してもらうようにします。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・総務班は、避難所の状況に応じ、各運営班から意見を聞いた

上で、ボランティアに依頼したい内容や人数を決めます。 

・ボランティアを希望する場合、市職員を通じ、様式 26「職員

等派遣依頼書（18 ページ）」により、区本部等に依頼します。 

・ボランティアが派遣されてきたら、様式 27「ボランティア受

付票（19 ページ）」に必要事項を記入してもらいます。  

・【●●】さんは、「職員等派遣依頼書」の「依頼内容」を読み

上げ、皆さんに確認してください。 

 

・総務班の【●●】です。当避難所から、ボランティア等へ依

頼する内容、人数をお伝えします。 

～様式 26 の「依頼内容」等を読み上げ～ 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務班（●●） 
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≪様式 26 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 27 訓練時記載（例）≫ 
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７ 情報広報班行動訓練 

 (1)避難者の受付等 

訓練項目 ア 受付の設置 

イ 避難者の受付 

ウ 避難者への説明、案内 

エ 退所の手続き 

オ 被災世帯名簿の管理 

使用資器材等 ア 長机、イス 

イ 筆記用具、コピー用紙、拡声器等 

ウ 避難所ルール 

エ のぼり旗及び台座（避難所開設中） 

オ 様式８－１，２「被災世帯受付簿（開設時用）」 

カ 様式９－１「被災世帯登録票」 

キ 様式 10「被災世帯名簿一覧」 

ク 様式 11「避難者名簿（公開用）」 

ケ 様式 14「退所届」 

ア 受付の設置 

(ｱ)あらかじめ策定した「受付設置場所」に受付

を設営します。 

(ｲ)受付には「様式」「事務用品」等を置きます。 

(ｳ)目立つ場所に「受付」と表示するとともに、

「避難所ルール」の貼り出し、「避難所開設中」

を示す、のぼり旗を設置します。 

 

イ 避難者の受付 

(ｱ)避難世帯が少ない場合 

a  記入者とともに、様式９－１「被災世帯登録票」の登録時の注意事項を確認し、

本人からの申告事項や聞き取ったことを記入します。 

(ｲ)避難世帯が多い場合 

a  避難者に、様式８－１，２「被災世帯受付簿（開設時用）」に必要事項を記入し

てもらいます。 

b  その後、可能な限り速やかに、「被災世帯登録票」に記入し直してもらいます。 

(ｳ)受付時の注意事項 

a  様式は世帯（家族）ごとに作成してもらいます。 

b  安否確認等の問い合わせに対し、住所と氏名を公開してよいか確認します。 

c  避難所運営に協力してもらうため、特技や資格も記入するようお願いします。 

d  負傷・疾病の状況、障害等級、アレルギーの有無等、避難生活で特に配慮を要

することがあるか確認します。 

e  要配慮者やけが人いる場合は、保健救護班や施設物資班と協力して必要な対応

避難者の受付 
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（負傷状態の確認、専用スペースへの移動等）を行うとともに、その情報を区本

部に連絡します。 

 

ウ 避難者への説明、案内 

(ｱ)受付付近に「避難所ルール」の掲示をし、避難者に内容を確認してもらいます。 

(ｲ)避難所内のレイアウト図で受け入れ可能な場所を確認し、場所を割り当てます。 

(ｳ)配布する物資（毛布など）がある場合は、人数分を手渡します（配布した物品は、

物資ごとの様式 25「食料・物資受入及び配布管理簿」に忘れず記入します。）。 

(ｴ)受け入れ場所まで避難者を案内します。 

(ｵ)避難者に、退所するときは必ず受付に寄り、退所する旨を申し出るよう伝えます。 

 

エ 退所の手続き 

(ｱ)退所の申し出があった場合 

退所の申し出があった場合は、様式 14「退所届」に記入してもらい、「私物は全

て持ち帰ること」「借りた物は、総合受付に返却すること」「退所の際は必ず受付

に立ち寄ること」を伝えます。 

(ｲ)退所日当日 

忘れ物がないか、清掃を行ったかを確認します（可能であれば、本人と避難場所

（部屋）まで同行し、確認します。）。 

(ｳ)申し出なく退去してしまった人がいた場合 

退所届を提出せずに退去した人がいた場合は、本人に電話などで確認します。本

人と連絡がつかない場合、避難所運営会議で検討をし、一定期間、貼り紙などをし

た上で、退去扱いとします。 

 

オ 被災世帯名簿の管理 

(ｱ)入所手続き後の登録 

a  「被災世帯登録票」の情報を、様式 10「被災世帯名簿一

覧」に記入します。 

b 登録後は、「被災世帯登録票」を受付番号順にファイル

に綴じて保管します。 

(ｲ)退所手続き後の登録 

a 「退所届」の情報を、「被災世帯登録票」「被災世帯名簿

一覧」に記入します。 

b  「被災世帯登録票」に記載された全員が退所した場合は、「退所届」と「被災世

帯登録票」を合わせてホチキス等で綴じ、受付番号順でファイルに保管します。 

 

カ 避難所外避難者への対応 

避難所外避難者とは、避難所以外の場所に避難しているが、食料、物資、情報の提

供を受けるために避難所を利用する方々をいいます。こうした方々にも、「被災世帯

登録票」を記入してもらう必要があります。  
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≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

  

・施設の安全確認後は、避難者を受け入れるための、受付設置

を行います。 

・受付設置後は、情報広報班の中で「受付担当」「案内誘導担

当」を決め、それぞれの担当場所に配置します。 

・【●●さん】は、情報広報班長役として、受付体制の構築につ

いて指示をしてください。 

 

・情報広報班長の【●●】です。「受付担当」「案内誘導担当」

は、それぞれの担当場所に向かってください。受付には、記

載してもらう様式や筆記用具等を準備してください。 

 

・案内誘導担当は、校庭で待機している避難者を体育館に案内

します。避難者には受付で、様式９－１「被災世帯登録票

（25 ページ）」に必要事項を記入してもらいます。 

・受付担当は、「被災世帯登録票」に記載してもらった内容から

記入漏れ等を確認します。 

・なお、避難世帯が多い場合は、様式８－１，２「被災世帯受

付簿（開設時用）（23,24 ページ）」に必要事項を記入しても

らい、その後、３日以内を目途に、「被災世帯登録票」に記入

し直してもらいます。 

・それでは「受付担当」「案内誘導担当」「避難者役」の３つ

に分かれて、避難者の受付方法を訓練してみましょう。 

 

～訓練参加者間で交代しながら各役を務める～ 

 

・その後、避難者の収容が一段落した段階で、避難者の方々に

も避難所運営に積極的に携わってもらいたい旨を呼びかけま

す。これは、住民主体の避難所運営に欠かせない点です。 

・それでは「◎◎さん」は、避難所運営への積極的な参加につ

いて、避難者に呼びかけてください。 

 

・一旦、落ち着いた状態になったので、●●●学校を借りて避

難所運営を行うに当たり、最低限の約束事を説明します。 

・私たちは、避難所運営に関し、日頃からある程度の準備をし

ていましたので、できる限りのことをするつもりですが、私

たちが運営者で、皆さんが利用者という訳ではありません。 

・避難所にいる全員が、運営者であり利用者であるということ

を御理解ください。突然このような大きな災害に見舞われ、

混乱されているとは思いますが、一刻も早く元の生活を取り

戻せるよう、皆さんで力を合わせていきましょう。 

 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

情報広報班長 

（●●） 

 

 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練参加者 

 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

訓練参加者 

（◎◎） 
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≪様式８－１≫ 
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≪様式８－２≫ 

  



 

25 

≪様式９－１ 訓練時記載（例）≫    



 

26 

≪様式 10 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 11 訓練時記載（例）≫ 

  



 

28 

≪様式 14 訓練時記載（例）≫ 
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(2)外国人避難者の受付等 

訓練項目 ア 外国人避難者の受入方法の確認 

イ 外国人避難者への受付対応 

使用資器材等 ア 長机、イス 

イ 筆記用具、コピー用紙、拡声器等 

ウ 様式９－２「避難者登録カード」 

エ 様式９－３「受付シート」 

ア 外国人避難者の受入方法の確認 

(ｱ)外国人避難者には、様式９－２「避難者登録カード」と、避難所運営に協力して

もらえる事項を確認するために、様式９－３「受付シート」に記入してもらいま

す。 

(ｲ)様式９－２，３は、「英語」「中国語」「韓国・朝鮮語」「ポルトガル語」「スペイン

語」「タガログ語」「ロシア語」版があります。 

 

イ 外国人避難者への受付対応 

(ｱ)平易な日本語や身振り、「コミュニケーションボード」でコミュニケーションを

とります。 

(ｲ)避難所入口や受付のサインを、多言語表示にします。 

(ｳ)外国人避難者から問い合わせがありそうな事項を、あらかじめ「Ｑ＆Ａ※」とし

てまとめておくのも有効です。 

※「災害時の外国人支援Ｑ＆Ａマニュアル（東京都国際交流委員会）」等が参考

になります。 
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≪様式９－２（表面）≫ 
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≪様式９－２（裏面）≫ 
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≪様式９－３（表面）≫ 
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≪様式９－３（裏面）≫ 
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(3)ペット連れ避難者の受付対応 

訓練項目 ア ペット連れ避難者の受入方法の確認 

イ 「避難所入所ペット届出用紙」の記入方法等の確認 

ウ 「避難所入所ペット整理簿」の記入方法等の確認 

使用資器材等 ア 長机、イス 

イ 筆記用具、コピー用紙、拡声器等 

ウ 様式 13-1「避難所入所ペット届出用紙（飼い主届出用）」 

エ 様式 13-2「避難所入所ペット整理簿（避難所記録用）」 

ア ペット連れ避難者の受入方法の確認 

(ｱ)ペット連れ避難者には、様式 13-1「避難所入所ペット届出用紙」に記入しても

らうとともに、裏面「避難所におけるペットの入所ルール」を示し、順守を促し

ます。 

(ｲ)「届出用紙」を基に、様式 13-2「避難所入所ペット整理簿」に記入をします。 

 

イ 「避難所入所ペット届出用紙」の記入方法等の確認 

(ｱ)「避難所におけるペットの入所ルール」を説明した後に、「同意欄」に自署をし

てもらいます。 

(ｲ)避難所を退所する際は、必ず受付に申し出てもらうよう伝えます。退所の申し出

があった場合は、「避難所記入欄」に退所日を記入します。 

 

ウ 「避難所入所ペット整理簿」の記入方法等の確認 

「避難所入所ペット整理簿」に飼い主、ペットの情報を転記します。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

  

・ペット連れ避難者が来所した場合、「受付担当」は、様式 13-

1「避難所入所ペット届出用紙（35 ページ）」の記入方法を説

明し、「届出用紙」に必要事項を記入してもらいます。 

・受付担当の「●●さん」は、「届出用紙」の記入方法につい

て説明をしてください。 

 

・「●●」から、「届出用紙」の記入方法を説明します。 

①用紙に必要事項を記入してもらった後に、「●●●避難所

におけるペットの入所ルール（36 ページ）」について説明

し、「同意欄」に自署をしてもらいます。 

②避難所を退所する際は、必ず受付に申し出てもらうよう伝

えます。退所の申し出があった場合は、「避難所記入欄」

に退所日を記入します。 

 

・「受付担当」は、「届出用紙」の内容を、様式 13-2「避難所入

所ペット整理簿（37 ページ）」に転記します。 

・また、ペットに関する情報を、環境衛生班と共有します。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

訓練参加者 

（●●） 

 

 

 

 

 

 

訓練進行者 
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≪様式 13-1（表面）≫ 
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≪様式 13-1（裏面）「避難所におけるペットの入所ルール」≫ 
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≪様式 13-2≫ 
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(4)要配慮者の受付対応 

訓練項目 ア 目の不自由な人への受付対応 

イ 耳の不自由な人への受付対応 

ウ 車椅子を利用している人への受付対応 

エ 知的障害・精神障害がある人への受付対応 

オ 認知症の人への受付対応 

カ 子どもへの受付対応 

使用資器材等 ア 長机、イス 

イ 筆記用具、コピー用紙、拡声器等 

ウ コミュニケーションボード 

エ 様式８－１，２「被災世帯受付簿（開設時用）」 

オ 様式９－１「被災世帯登録票」 

カ 様式 10「被災世帯名簿一覧」 

キ 様式 11「避難者名簿（公開用）」 

ア 目の不自由な人への受付対応 

(ｱ)話し掛ける時は、初めに名乗ってから声を掛け、現在の状況と、これからの行動

について説明します。 

(ｲ)誘導する際は、白杖を持っていない手で、ひじの上をつかんでもらい、相手に合

わせゆっくりと歩きます。 

(ｳ)方向は「何時の」というように、時計の文

字盤を想定し、距離は「何メートル先」な

どと具体的に告げます。 

(ｴ)階段などの段差がある場合は、そのすぐ前

で止まり、段差があることと、上がるのか

下がるのかを伝えます。 

(ｵ)盲導犬と一緒の場合、直接盲導犬に触れた

りしないようにします。盲導犬の反対側で

腕をつかんでもらい、誘導します。 

 

イ 耳の不自由な人への受付対応 

(ｱ)筆談、身振り、「コミュニケーションボー

ド」等でコミュニケーションをとります。 

(ｲ)会話をするとき（口の動きで言葉を読み取

れる人もいる）は、真っ直ぐに顔を向け、

口を大きくはっきりと動かします。 

 

ウ 車椅子を利用している人への受付対応 

(ｱ)急な下り坂の場合、後ろ向きにして軽くブレーキをかけながら、ゆっくりと下り

ます。 

(ｲ)段差を上がるときは、その旨を告げてから、ステッピングバーを踏み、前輪を上

「コミュニケーションボード」 

ボードに書かれた、絵や文字を指し

示すことでコミュニケーションをとるこ

とができるツール 

図：公益財団法人明治安田こころの健康財団

「コミュニケーション支援ボード」より抜粋 
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げて段の上に乗せてから、後輪を上げて段差を越えます。 

(ｳ)段差を下りるときは、その旨を告げてから、後向きになり、静かに後輪を下ろし

ます。次に、ステッピングバーを踏み、前輪を上げてから後方に引いて、前輪を

ゆっくり下ろします。 

(ｴ)階段では複数人で運びます。上がるときは車椅子を前向きに、下るときは車椅子

を後向きにして恐怖感を与えないようにします。 

(ｵ)車椅子が通れる通路を確保します。 

 

エ 知的障害・精神障害がある人への受付対応 

(ｱ)ひとりで理解することや判断が困難なため、一度にたくさんのことは伝えずに、

一つずつ丁寧に伝えます。 

(ｲ)不安を取り除くように、ゆっくりと落ち着いた声で話し掛けます。 

(ｳ)パニックを起したら周りにある危険な物を片付け、刺激をしないようにして落

ち着くまで静かに待ちます。 

(ｴ)「コミュニケーションボード」を活用し、コミュニケーションをとります。 

 

オ 認知症の人への受付対応 

(ｱ)相手の話をよく聞き、自尊心を傷つけるような言動には気をつけます。 

(ｲ)説明は、ハッキリとゆっくり話し、身振り、手振りを交えて理解がし易いように

します。 

(ｳ)同じことを何度も尋ねられても、丁寧に説明します。 

(ｴ)突然行動を起こすこともあるので、目を離さないようにします。 

 

カ 子どもへの受付対応 

(ｱ)優しく穏やかに話しかけます。 

(ｲ)話すことを無理強いしたり、根掘り葉掘り何が起こったのか聞かないようにし

ます。 

(ｳ)うなずいたりするなど、相手の話を聞いているということを示します。 

(ｴ)目線が子どもと同じ高さになるように身をかがめたり、しゃがんだりします。 
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 (5)掲示物スペース・情報提供方法の確認 

訓練項目 ア 掲示物スペースの確認 

イ 情報提供方法の確認 

使用資器材等 ア ライティングシート、マーカー 

イ 模造紙、コピー用紙 

ア 掲示物スペースの確認 

避難所内での情報提供の場として、掲示物スペースを設けます。受付付近など、

避難者の目にとまりやすい場所に設置します。 

 

イ 情報提供方法の確認 

ホワイトボード等を利用して配布文書を掲示したり、直接書き込んだりします。 

掲示する際は、情報の種類ごとにスペースを決め、避難者が確認しやすいように

整理します。 

 

≪避難所での情報提供内容（例）≫ 

①災害情報 

②避難者情報（安否情報等） 

③生活情報（ライフライン・交通網の復旧状況、病院・入浴施設の再開情報等） 

④行政からのお知らせ（り災証明、生活再建支援制度等の情報） 

⑤避難所内でのお知らせ（食料・物資配布日時等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害情報 ﾗｲﾌﾗｲﾝ情報 お知らせ事項 安否確認用掲示板 
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(6)無線機による区本部等への情報伝達（市職員不在時） 

訓練項目 ア 市職員不在時の区本部等への情報伝達 

イ 無線機の操作 

使用資器材等 ア 半固定型無線機又は携帯型無線機 

ア 市職員不在時の区本部等への情報伝達 

区本部等への情報伝達については、市職員が行うことになっていますが、発災直

後など、不在の時に備え、無線機の設置場所を確認の上、操作方法を習得します。 

 

イ 無線機の操作 

(ｱ)無線機の種類 

避難所には、半固定型無線機又は携帯型無線機が設置されています。 

a 半固定型無線機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 携帯型無線機 

  

図：「避難所運営マニュアル～地震災害対策編～（川崎市）」より抜粋 
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(ｲ)無線機の操作方法 

a 個別通信（中継局を経由する双方向通信） 

①電源を入れる。 

 ≪半固定型無線機≫ 

電源スイッチボタンを押す。 

 ≪携帯型無線機≫ 

電源／専用ボタンボタンを長押しする。 

 

②相手を呼び出す。 

 ≪携帯型無線機を呼び出す場合≫ 

「×××（相手の無線局番号）」を指定して確定ボタンを押す。 

 ≪多重系無線電話機を呼び出す場合≫ 

「＊××－×××」を指定して確定ボタンを押す。 

※幸区役所危機管理担当は「32-90」 

 

③電源を切る。 

 ≪半固定型無線機≫ 

電源スイッチボタンを押す。 

 ≪携帯型無線機≫ 

電源／専用ボタンボタンを長押しする。 

 

b 専用通信（中継局を経由する単方向通信） 

①電源を入れる（「a」と同じ操作）。 

 

②避難所設置時の通信モードに設定する。 

 ≪半固定型無線機≫ 

電源スイッチボタンを１～２秒押すと、画面に「専用Ｓ01」と表示される。 

→確定ボタンを押す。 

 ≪携帯型無線機≫ 

電源／専用ボタンを１～２秒押すと、画面に「専用Ｓ01」と表示される。 

→確定ボタンを押す。 

 

③通信をする。 

側面のスイッチ（ＰＰＴボタン）を押しながら話す（「ピー」という音が鳴り

終わってから話す。）。終了するときは、解除ボタンを押す。 

※②までの設定をしている無線機とトランシーバーのように通信できる。 

 

④電源を切る（「a」と同じ操作）。 
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(7)マスコミ取材等への対応 

訓練項目 ア 市職員への連絡 

イ 様式 20「取材・調査受付票」への記入依頼、取材内容の記録 

ウ 「被災世帯登録票」の「情報公開の可否」の確認 

エ 避難者全員の避難所内撮影の同意の確認 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

イ 様式 20「取材・調査受付票」 

ア 市職員への連絡 

マスコミ対応については、基本的に市職員が行いますので、取材の申し込みがあ

った場合は、市職員に連絡します。 

 

イ 様式 20「取材・調査受付票」への記入依頼、取材内容の記録 

取材の申し入れがあった場合、「取材・調査受付票」に、「氏名」「住所」「所属」

「取材目的」「発表日時」「発表内容」等を記入してもらいます。 

また、「避難所記載欄」の「特記事項」に、取材の様子などを書き込みます。 

 

ウ 「被災世帯登録票」の「情報公開の可否」の確認 

マスコミからの被災者の安否に関する問い合わせは、「被災世帯登録票」で「情報

公開に同意」した避難者についてのみ回答することができるため、「被災世帯登録票」

の「情報公開の可否」の欄を確認します。 

 

エ 避難者全員の避難所内撮影の同意の確認 

避難所内の撮影については、その場にいる避難者全員の同意を得た上で行うよう

にします。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

  
・マスコミ対応については、基本的に市職員が行いますので、

取材の申し込みがあった場合は、市職員に連絡します。 

・皆さんは、市職員を補佐するため、「様式 20『取材・調査受

付票（44 ページ）』への記入依頼」「取材内容の記録」「『被災

世帯登録票』の『情報公開の可否』の確認」「避難者全員へ

の避難所内の撮影可否の確認」を行います。 

・情報広報班の「●●さん」は、避難所内にいる避難者へ撮影

同意の確認をしてください。 

 

・「●●」です。これから、避難所内にいる避難者へ撮影同意

の確認をします。 

・ただ今「○○社」から、避難所内の撮影をしたいとの申し出

がありました。撮影は困るという方は手を挙げてください。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報広報班 

（●●） 

 

 



 

44 

≪様式 20≫ 
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８ 保健救護班行動訓練 

(1)要配慮者の情報把握 

訓練項目 ア 情報広報班との連携 

イ 個人情報の取り扱い 

ウ 要配慮者のためのスペース確保等 

エ 食料の配給 

オ 物資の配給 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

ア 情報広報班との連携 

(ｱ)情報広報班から、受付の段階で把握した要配慮者の内、特に配慮が必要な方の情

報を入手します。 

(ｲ)急を要する状況であれば、119 番通報又は区本部へ速やかに連絡します。 

(ｳ)避難者等のうち、避難が長期化することで配慮が必要となる人を把握します。 

 

≪要配慮者の状態（例）≫ 

ア(ｲ)の状態 ア(ｳ)の状態 その他の状態 

□人工呼吸器使用中  

□在宅酸素使用中  

□吸引が必要  

□透析を受けている  

□新生児（生後１か月未満）  

□発熱（38℃以上）  

□嘔吐・頻回な下痢  

□重症外傷 

□経管栄養  

□インスリン治療中  

□要介護５・４  

□日常生活に介助が必要  

□食物アレルギーがある  

□大声など周囲に影響する症状  

□妊婦（37 週以上又は医療指

示中）  

□褥婦（出産後、間もない女性） 

□乳児（生後１か月～３歳） 

□内服中  

□通院中  

□軽度の外傷  

□妊婦 

 

イ 個人情報の取り扱い 

(ｱ)要配慮者の情報は、避難所運営のために最低限必要な範囲で共有し、個人のプラ

イバシーに関わる内容は口外しないようにします。 

(ｲ)情報収集した資料は、ファイル等に綴り保管します。その際、可能な限り、鍵付

きの棚などで保管するようにします。 

(ｳ)要配慮者本人や家族には、次の事項について必ず伝えるようにします。 

a  聞き取った情報を、最低限必要な範囲で、避難所運営会議や各運営班等と共有

すること 

b  個人のプライバシーに関する内容は、口外しないこと 

c  必要に応じて、医師や保健師、民生委員児童委員など、外部の支援者とも情報

共有する場合があること 
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ウ 要配慮者のためのスペース確保等 

(ｱ)救護室の管理・運用 

a  保健室や医務室を、避難所の救護室として利用できるよう、施設管理者と調整

します（利用困難な場合は、他の場所に専用スペースを確保します。）。 

b  医薬品や衛生用品の種類や数を把握し、不足する場合は、施設物資班に調達を

依頼します。 

c  避難者等が個人で使う薬（医師から処方された薬など）は、災害派遣医療チー

ム(ＤＭＡＴ)等や近隣の病院などで、医師や薬剤師に処方してもらうようにしま

す。 

(ｲ)体調不良の人の把握、対応 

a  熱や咳、嘔吐や下痢などで体調を崩したりした場合は、速やかに救護室を利用

するよう、避難者に伝えます。 

b  インフルエンザや感染性胃腸炎など感染症が疑われる場合は、感染拡大防止

のため、発症者を別室に移動させるとともに、速やかに区本部に連絡し、医師な

どの派遣を要請します。 

c  救護室で対応できない場合は、速やかに 119 番通報又は区本部へ連絡します。 

(ｳ)子どもへの対応 

７～12 歳ぐらいの子どもたちは、起きた出来事について、同じ言葉や方法で繰

り返し話したり、遊びの中で表現したりすること（例：震災ごっこ等）がありま

す。これらは、子どもの自然なストレス対処方法の１つでもあるので、遊びを無

理に止めずに見守るようにします。 

 

エ 食料の配給 

(ｱ)食料班と連携し、次に挙げる「食事に配慮が必要な方」や家族からの意見を踏ま

え、「食料の提供方法」「原材料表示の仕方」「使用した食材がわかる献立表」の

作り方などについて検討します。 

≪食事に配慮が必要な方≫ 

・食物アレルギーのある人 

・文化、宗教上の理由で食べられないものがある人 

・離乳食ややわらかい食事、ペースト食などが必要な人 

・透析患者等、持病により食事制限が必要な人のうち、自己管理が難しい人 

・その他、感覚過敏で特定のものしか食べられない人 など 

(ｲ)「原材料の表示を要する物」「表示の仕方」「調理時の工夫や注意点」は、次の

とおりとなります。 

a  原材料の表示（食物アレルギー） 

必ず表示 卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに 

な る べ く
表示 

いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッ
ツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレ
ンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉 

※食品衛生法関連法令より 
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b  原材料の表示（宗教上の理由などへの対応）   

ベ ジ タ リ
アン 

肉全般、魚介全般、卵、一部ではあるが乳製品、根菜・球根類などの
地中の野菜、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ 

イ ス ラ ム
教徒 

豚、アルコール、血液、宗教上の適切な処理が施されていない肉、う
なぎ、いか、たこ、貝類、漬物などの発酵食品 
＜ハラル(HALAL)＞ 
イスラムの教えで許された健全な商品や活動(サービス)全般のこと。
ハラル認証を受けた食品もある。 

仏教徒 一部ではあるが肉全般、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ 

キリスト 
教徒 

一部ではあるが肉全般、アルコール類、コーヒー、紅茶、お茶、タバコ 

ユダヤ 
教徒 

豚、血液、いか、たこ、えび、かに、うなぎ、貝類、ウサギ、馬、宗教上
の適切な処理が施されていない肉、乳製品と肉料理の組み合わせ等 

※多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル（国交省）より 

c  表示のしかた 

・加工食品、調味料、出汁などの原材料にも注意します。 

・各食材の原材料表示部分を切り取り掲示します。切り取りづらい場合は、コピ

ーなどをします。 

d  調理時の工夫や注意点 

・個別に対応が必要な方の家族には、可能な範囲で調理場の一部を開放し、自分

たちで調理してもらいます。 

・調理の手順を決め、複数人で確認をします。 

・調理台、食器を分けるとともに、鍋やフライパンなどの調理器具やエプロンを

使い回さないようにします。 

 

オ 物資の配給 

(ｱ)「紙おむつ（大人用、子ども用）」「粉ミルク」「乳児用のおしりふき」「生理用品」

など、利用者が多く、頻繁に配布する必要のある物資は、あらかじめ、受け渡し

場所と配布方法を決めておき、避難者等に伝えるようにします。 

(ｲ)「酸素ボンベ」「ストーマ装具」など、利用者が限られている物や高価な物は、

要配慮者本人又はその家族に個別に受け渡しをします。 

(ｳ)「女性用の衣類・下着」「生理用品」などは、女性専用の部屋(更衣室など)に置

くなど、女性が受け取りやすいよう配慮します。 
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(2)傷病者の対処方法 

訓練項目 ア 応急救護方法の確認 

イ 傷病者リストによる状況把握 

使用資器材等 ア 三角巾等 

 ア 応急救護方法の確認 

(ｱ)副子
ふ く し

・三角巾による骨折固定法 

 

 

  

◎ポイント 

・副子は骨折部分の上下の関節を固定できる長さのものを使います。 

・副子の隙間には、柔らかいタオルなどを挟みます。 

・固定は２人１組で実施し、１人は骨折部を動かないようにしっかり持ち、もう１人は柔らかいネク

タイなどを使って、傷つけないように副子を固定します。 

・腕の骨折の場合は、副子で固定後、更に揺れないように三角巾や風呂敷で固定します。 

◎注意事項 

・大出血や意識障害など直接生命にかかわるような症状が認められたときは、これらに対する

応急手当てを優先します。 

・骨折部分が変形していたり、骨が飛び出している場合は、触れたり、戻したりしません。 

・固定は、骨折している箇所の上下２か所の関節を一緒に固定します。 

・結び目は骨折箇所の真上にならないように配慮します。 

※副子とは骨折のときに用いる添え木のことです。 

※使用資器材：週刊誌、段ボール、ものさし、杖、傘、毛布、座蒲団、風呂敷、シーツなど 
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(ｲ)出血の手当 

 

  

◎ポイント 

・出血部位を抑えるガーゼや布は清潔で厚みがあり、出血部位を充分に覆うことができるもの

を使います。 

・止血帯は、傷の上部（心臓に近い側）でしかも傷に近いところでしめます。 

・止血帯として使用できるものとして３cm 以上の幅がある三角巾・包帯・スカーフがあります。 

・ビニール・ゴム手袋の利用、それらがなければビニールの買物袋などを利用する方法もあり

ます。 

◎注意事項 

・止血帯は、手足の動脈性出血に対し止むを得ない場合に、最後の手段として行うものです。 

・30 分以上止血帯による止血を続ける場合は 30 分ごとに緊縛を緩め血流を再開します。 

出血部位を清潔なガーゼや布で、強く押さえる方法で
す。 

① (直接圧迫止血法) 

出血部位を清潔なガーゼや布で、強く押さえる方法です。 

手袋等ビニール袋でも可 

③ (止血帯法) ② (間接圧迫止血法) 

圧迫する 

出血 

部位

出血 

部位 

骨 

前腕の止血 

上腕の止血

（１） 

上腕の止血

（２） 

下肢の止血 

指の止血 

手の止血 

ガーゼの束

ｍ 

動脈性の出血が激しく続いている時に、包

帯やガーゼを準備する間に手で止血点を圧

迫する方法です。 

止血 時 分 

止血帯装着可能な部

位 

足の場合 

手や足の出血で、直接圧迫止血法では止血

が困難な場合に行う方法です。 

（部位は、上腕部と太腿部に限られる） 
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 (ｳ)ねんざの応急手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)避難者の健康管理 

訓練項目 ア 感染症等の予防 

イ エコノミークラス症候群、熱中症の予防 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

イ 感染症等予防啓発ポスター 

ア 感染症等の予防 

食中毒や感染症が流行しないよう、ポスター掲示などをして、環境衛生班等と連

携して注意を呼びかけます。 

 

イ エコノミークラス症候群、熱中症の予防 

(ｱ)避難所生活が長期化することに伴い、エコノミークラス症候群による健康被害防

止のため、注意を呼びかけます。 

(ｲ)夏季等の高温多湿なときは、熱中症予防のため、注意を呼びかけます。 

 

◎ポイント 

・靴は副子のかわりになるので、脱がずに上から三角巾などで固定して応急手当てをします。 

◎注意事項 

・ねんざか骨折か分からない時には、骨折しているものとして、応急手当を行います。 

①八つ折りたたみ三角巾1 枚を準備し、たたみ三角

巾の中央部を足底部に当てます。 

②たたみ三角巾の両端を足首横方に引き上げて交差

させます。 

③たたみ三角巾の両端を足の甲の方に回し、足首で

交差させ、両端をかかと斜めに巻いた三角巾の内

側に通します。 

④たたみ三角巾の両端を足首前方部に引締めなが

ら、足首前部で結びます。 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 
(A) 

(B) 
(B) 

(B) 

(B) 

(B) 
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９ 環境衛生班行動訓練 

 (1)トイレの確保等 

訓練項目 ア 避難所施設のトイレ使用可否の判断 

イ トイレ用水の確保 

ウ 災害用トイレの設置 

エ トイレの防疫、衛生 

オ トイレの清掃 

使用資器材等 ア 災害用トイレ 

イ 携帯トイレ（汚物処理袋） 

ウ 「避難所での感染症予防『トイレを清潔に』」ポスター 

 ア 避難所施設のトイレ使用可否の判断 

(ｱ)次のフロー図に基づき、避難所施設のトイレの使用可否を判断します。 

(ｲ)使用不能と判断されたトイレは、貼紙などで「使用禁止」を表示する。 

 

≪トイレ対応方法確認フロー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ トイレ用水の確保 

(ｱ)トイレ用水の確保方法等 

プールや河川の水等をポリバケツ等に溜めて、トイレを流すための水に使用

します。なお、この水は衛生上、手洗い等には活用できないので、その旨を明

記します。 

(ｲ)確保したトイレ用水を使用する場合の留意事項 

下水道管が詰まるおそれがあるので、使用したペーパーは流さずにゴミ箱等

に捨ててもらうようにします。 

１つでも☑があれば、 
当該箇所のトイレは 
使用しない 
→災害用トイレを設置 

 室内が安全ではない 
(落下物など危険個所がある) 
 

 便器が使用可能な状態ではない 
(便座やタンクなどが破損している) 

 水(上水)が出ない、又は周辺が断水
している 

☑なら、トイレ用水を
確保した上で使用 

 下水が流れない 
・排水管から漏水する 
・汚水マスやマンホールから溢れる 
・上階から水を流すと下の階のトイ

レから溢れる 

☑でも、携帯トイレ（便
器に携帯トイレを付
け、使用の度に取り換
える）を使用し対応す
ることは可能 

全ての項目で☑が無ければ（施設が安全で、上下水も使用可能）、 
施設のトイレを使用する 
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ウ 災害用トイレの設置 

(ｱ)安全面を考慮し、人目につきやすい場所に設置するとともに、夜間でも使用で

きるようトイレの内外に照明を設置します。 

(ｲ)手洗い場などを設けることを考慮し、排水しやすい場所に設置します。 

(ｳ)男女別に区分けし、男性、女性のマークをつけて表示します。 

(ｴ)女性用にはサニタリーボックス（無い場合は袋）を設置します。 

≪災害用トイレの設置例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

エ トイレの防疫、衛生 

(ｱ)トイレットペーパーや消毒液など、トイレの消毒、殺菌対策に必要な物資を

把握し、足りない分は施設物資班に調達を依頼します。 

(ｲ)携帯トイレを使用する場合は、使用済み携帯トイレを廃棄するためのポリ容

器等を設置します（携帯トイレは普通ごみとして取り扱われます。）。 

 

オ トイレの清掃 

(ｱ)避難者等の中で当番を決め、毎日交替で清掃を行うようにします。 

(ｲ)仮設トイレの汲み取りは、区本部に要請します。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・トイレは、施設のトイレの使用可否で対応が変わります。 

・「落下物等が無くトイレ室内は安全」「破損が無く便器の使用

可」「水が流れる」といった場合、トイレの使用が可能です。 

・「水が流れない」状態でも、プールや河川の水等のトイレ用水

を確保できれば、使用することができますし、個室として利

用して、携帯トイレを使用してもらう方法もあります。 

・それ以外の状況の場合に、災害用トイレの設置を行います。 

・【●●】さんは、環境衛生班長として、施設のトイレ使用可否

の判断、災害用トイレの設置を指示してください。 

 

・環境衛生班長の【●●】です。施設のトイレの確認をしたと

ころ、トイレ室内に落下物が認められ、便器も破損していた

ことから、使用は不可能と判断します。 

・直ちに備蓄倉庫に向かい、災害用トイレを運び出し、あらか

じめ定めたトイレの設置位置で組み立てを始めてください。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境衛生班長 

（●●） 

 



 

53 

(2)ごみの収集・分別等 

訓練項目 ア ごみ集積所の設置 

イ ごみの処理、集積所の清掃 

ア ごみ集積所の設置等 

(ｱ)ゴミ集積場所は「ゴミ収集車が出入り可能か」「居住スペースに臭いが漏れない

か」「直射日光が当たりにくいか」「調理場所等の衛生に注意をしなければなら

ない場所から十分な距離があるか」などを確認した上で決めます。 

(ｲ)ごみ集積所の場所やごみの分別方法は、情報掲示板に掲示するなどして、避難

者等に確実に伝わるようにします。 

 

イ ごみの処理 

(ｱ)可燃ごみは、原則として避難所内では燃やさないようにします。 

(ｲ)ごみの収集は、区本部に要請します。 

 

(3)飲料水・生活用水の管理 

訓練項目 ア 飲料水の確保 

イ 生活用水の管理 

ウ 排水の処理 

ア 飲料水の確保 

(ｱ)避難所で使う水は、用途に応じて明確に区分します。 

用途 飲料水 給水車の水 プールや河川の水 

飲料、調理 ○ ○ × 

手洗い、歯磨き ○ ○ × 

洗濯 使用しない ○ × 

トイレ 使用しない ○ ○ 

(ｲ)飲料水が安定的に供給されるようになったら、手洗い、歯磨き、洗濯等に使う

生活用水やトイレ用水を確保するため、区本部に給水車の派遣を要請します。 

 

イ 生活用水の管理 

(ｱ)水はふた付きの清潔なポリ容器に入れるか、ポリ容器に清潔なビニール袋を入

れて開口部を閉じるなど、清潔に保管するよう注意します。 

(ｲ)給水車からの給水を受けた場合、飲料水用のポリ容器等には「飲用」「給水日」

を表示し、当日又は翌日中に使用するようにします。 

(ｳ)給水車から給水を受けた水で２日以上経過した水、ろ過器などでろ過した水、

プールや河川の水を入れたポリ容器には、「洗濯、トイレ専用」と表示します。 

 

ウ 排水の処理 

炊き出し、洗濯、風呂などで使用した水は、垂れ流しにすると悪臭や害虫の発生

などにつながるため、浄化槽や下水道など排水処理設備に流すようにします。 
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(4)ペットの受入等 

訓練項目 ア ペットの登録情報の確認等 

イ ペットの受入場所の確保 

ウ 「飼い主（飼育者）の会」の設立等 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

イ 様式 13-3「ペット入所状況・必要物資報告」 

ア ペットの登録情報の確認等 

(ｱ)情報広報班から様式 13-2「避難所入所ペット整理簿（避難所記録用）」の写し

をもらい、ペットの情報を把握します。 

(ｲ)ペットの飼育状況や必要物資については、様式 13-3「ペット入所状況・必要物

資報告」により、区本部に報告します。 

 

イ ペットの受入場所の確保 

施設物資班等と連携し、次の点に

留意して、受入場所を確保します。 

《受入場所の留意点》 

・アレルギーや感染症予防のた

め、避難者と動線が交わらない

よう注意する。 

・屋根のある場所や、無い場合は

テントを設営するなどをする。 

・ペットは原則としてケージに入

れるなどして、動物の種類ごと

に分けて飼育するよう努める。 

 

ウ 「飼い主（飼育者）の会」の設立等 

(ｱ)適正に飼育管理するため、ペッ

トの飼い主全員や、飼っていない

人の代表者等を会員とする「飼い

主(飼育者)の会」を設立します。 

(ｲ)「飼い主(飼育者)の会」では、

次の事項を行います。 

《主な活動内容》 

・飼い主に、避難所でのペット飼

育のルールや衛生管理方法を指

導し、適正な管理に努める。 

・市動物救援本部からの情報を、ペットの飼い主に提供する。 

・避難所でのペットの飼養について不都合が生じた場合は、保健衛生班や総務

班、施設物資班と協議して対応する。 

・ペットに関する苦情について把握し、内容を記録し、改善に努める。 

「備えていますか？ペットの災害対策～飼い主の備えと避難所ペット
管理ガイド（川崎市）」より抜粋 
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≪様式 13-3≫ 
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(5)避難所衛生状況の把握等 

訓練項目 ア 避難所衛生状況の把握 

イ 市職員等の派遣要請等 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

イ 様式 28「避難所衛生状況報告書」 

ア 避難所衛生状況の把握 

(ｱ)避難所の衛生状況を把握するため、様式 28「避難所衛生状況報告書」を用いて

確認するとともに、状況を区本部に報告します。 

(ｲ)把握した衛生状況については、避難所運営会議において情報共有するととも

に、関係する運営班と協力し、必要となる対策を行います。 

 

イ 市職員等の派遣要請等 

衛生対策を行うに当たり、必要な物資や、専門的な知識を有する市職員等の派遣

が必要な場合は、区本部に要請します。 

 

≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

  

・環境衛生班は、様式 28「避難所衛生状況報告書（57 ペー

ジ）」を使って、避難所の衛生状況を把握します。把握した

内容を基に、関係する運営班と協力しながら必要となる対策

を行います。 

・「●●さん」は、環境衛生班員として、「避難所衛生状況報告

書」の内容を読み上げ、情報共有を図ってください。 

 

・「●●」から、当避難所の衛生状況についてお伝えします。 

～様式８の、トイレの状況等を読み上げ～ 

 

・報告書は区本部に連絡するとともに、衛生対策を行うに当た

って必要な物資や専門家の派遣を要請します。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

環境衛生班員 

（●●） 

 

訓練進行者 
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≪様式 28 訓練時記載（例）≫ 
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10 食料班・施設物資班行動訓練 

 (1)備蓄物資の確認、救援物資の受け入れ等 

訓練項目 ア 備蓄物資の確認 

イ 救援物資の必要数の把握 

ウ 保管場所等の確保 

エ 不足物資の調達 

オ 救援物資の受け取り 

カ 物資の配給方法 

使用資器材等 ア 筆記用具等 

イ 「備蓄倉庫収納物品リスト」 

ウ 様式 23「物資依頼票」 

エ 様式 24「食料依頼票」 

オ 様式 25「食料・物資受入及び配布管理簿」 

カ 空の段ボール箱、コピー用紙等 

 ア 備蓄物資の確認 

災害時に避難所の備蓄物資・資器材が有効に活用できるよう、日頃から備蓄倉

庫の状況確認・整理整頓を行うことが重要です。避難所ごとの最新の「備蓄倉庫

収納物品リスト」を基に、備蓄倉庫の中を確認します。 

 

イ 救援物資の必要数の把握 

情報広報班と連携し、避難者等の人数を毎日確認し、食料や飲料水、物資の必

要な数を把握します（なるべく余剰が発生しないよう留意します。）。 

 

ウ 保管場所等の確保 

次の点に留意し、保管場所等を確保します。 

《保管場所の留意点》 

・保管場所は原則、居住スペースと分ける。 

・高温・多湿を避け、風雨や直射日光を防げ

る壁と屋根があり、鍵がかかる場所が望まし

い（または、常に目の届く場所に置く。）。 

・物資の荷下ろしをする場所や、避難者等に

配給する場所などの位置や動線、「先入れ・

先出し」を考慮する。 

《荷下ろし場所の留意点》 

•車両での物資輸送を想定し、道路から行き来

しやすく、保管場所と近い場所とする。 

・事故を防ぐため、避難者等の動線（人が利

用する出入口）と交わらないよう注意する。 

 
救援物資の受入訓練② 

救援物資の受入訓練① 
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エ 不足物資の調達 

(ｱ)食料や飲料水が不足する場合は様式 24「食料依頼票」に、物資が不足する場合

は様式 23「物資依頼票」に記入します。 

(ｲ)写しをとり、原本を市職員（不在の場合は総務班）に渡します。 

(ｳ)依頼票の写しをファイルに綴じて保管します。 

(ｴ)市職員（不在の場合は総務班）は、それぞれの依頼伝票に「発信日時」「避難所

名」「発注依頼者」などを記入し、区本部にＦＡＸで送信します。（ＦＡＸが使

えない場合は、「電話での読み上げ」「伝令により直接届ける」等で行う。）。 

 

オ 救援物資の受け取り 

(ｱ)食料や飲料水、物資が届いたら、市職員（不在の場合は、食料班又は施設物資

班の班長）が保管した「食料依頼票」の写しにより、内容と数を確認し、受領

サイン欄に押印又は署名をします。 

(ｲ)食料や飲料水、物資を適切に管理するため、様式 25「食料・物資受入及び配布

管理簿」に、物資ごとに受入数量を記入します。 

(ｳ)市職員（不在の場合は、食料班又は施設物資班の班長）は、区本部に、救援物

資を受領した旨を連絡します。 

(ｴ)個人や団体などから直接、寄付や物資など支援の申し出があった場合は、区本

部を通すよう伝えます。ただし、イベント主催者が持参した物や少量の場合な

どは、市職員等と相談し、直接受け入れるかどうかを決めます。 

(ｵ)不要な救援物資が届けられた場合は、受け取りを断ります。 

 

カ 物資の配給方法 

(ｱ)食料や飲料水を配給する時間と場所を決め、情報広報班、保健救護班と協力し、

配給する時間及び場所を情報掲示板へ掲示するなどして、避難者等に確実に伝

わるようにします。 

(ｲ)配給は、公平性の確保に最大限配慮し、避難所外避難者にも等しく配給します。

なお、公平性が確保できない場合は、現状を避難者等に説明し理解を求めた上

で、病人やけが人、高齢者、乳幼児、妊産婦、障害者など、避難者等が抱える

様々な事情を考慮し優先順位をつけ、個別に対応します。 

(ｳ)「食料・物資受入及び配布管理簿」に配給の状況をまとめておきます。 

(ｴ)保健救護班と連携し、食物アレルギーや文化・宗教上の理由から食べられない

食材がある人、離乳食や軟らかい食事が必要な人、その他食事で配慮が必要な

人について事前に必ず確認をします。 

(ｵ)哺乳瓶や乳児用のミルク、アレルギー対応の食料、生理用品、紙おむつなど、

使う人が限られる物資は、その人が配給を受けやすい場所や方法などを検討し

ます（配給場所や方法が決まったら、情報掲示板への掲示などにより避難者等

に確実に伝わるようにします。）。 
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≪訓練進行（例）≫   ※「ゴシック体」は参加者のセリフ 「明朝体」は進行に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・災害時に避難所の備蓄物資・資器材が有効に活用できるよ

う、日頃から備蓄倉庫の状況確認・整理整頓を行うことが重

要です。「備蓄倉庫収納物品リスト」を参考に、実際に備蓄倉

庫の中を確認してみましょう。 

 

～現地で備蓄倉庫を確認～ 

 

・ 発災から数日後、市外から救援物資が送られてきます。大量

の救援物資を適切に管理することで、避難所に足りない物資

の種類・数量が明確化するとともに、配布によりどれだけの

量の物資が減り、さらに追加の要請をする必要があるかなど

がわかります。 

・食料や飲料水が不足した場合は様式 24「食料依頼票（63 ペー

ジ）」に、物資が不足した場合は様式 23「物資依頼票（62 ペ

ージ）」に記入し、区本部に連絡します。 

・ 今回は、区本部に不足物資を連絡後、救援物資が届けられた

状況を見立てるため、空の段ボール箱が置いてあるので、そ

れを物資置場に運び込みましょう。 

 

～各自、救援物資の運び込み～ 

 

・救援物資は数量だけ管理すればよいのではなく、「搬入」「移

動」「保管」をする際の「荷姿」と、一人ひとりに配給する際

のパッケージが重要です。 

・パンを例にします。個装のパン 50 個がコンテナで 300 コンテ

ナ運ばれてきた場合、「搬入」「移動」「保管」の「荷姿」はコ

ンテナですので、積み重ねができ、そのまま保管場所に運べ

ます。これがビニール袋だった場合、すぐに消費するのであ

れば問題はありませんが、「運搬」「保管」をする場合は、コ

ンテナや段ボールに詰め替える必要があります。 

・避難所で、救援物資搬入の連絡を受けた時は、必ず、荷姿と

パッケージを確認し、「運搬」「保管」「配給」の際に、詰め替

えやラッピングの手間がかからないかを確認し、かかる場合

にはその分の人手を確保します。 

・救援物資の搬入が終わりましたら、「保管・管理」と避難者へ

の配給を行います。「保管・管理」の原則は、「頻繁に出し入

れする物資は、保管場所の前の方に配置する」というものが

ありますが、搬入時期、品目、数量等が分からない発災直後

は、非常に難しい状況になります。 

訓練進行者 

 

 

 

 

参加者 

 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 

 

訓練進行者 
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・平成 28 年 4 月の熊本地震の後、物資の集積拠点があちこちに

できましたが、同じ物資が違う場所にあったり、通路等をふさ

いでしまっていたりと、初動期には混乱していたようでした。 

・この大きな原因は、集積拠点に何を搬入したかが管理されてお

らず、担当者間で搬入物資が情報共有されなかったことにもあ

るようです。その結果、何度も棚卸をするケースもありました。 

・ここでは、先程、「搬入」が終わった段ボールをもう一度使い、

保管の仕方を考えてみましょう。「頻繁に出し入れする物資は

前の方に置く」という原則をご説明しましたが、物資の重さも

問題になります。 

 

・（全員で）搬入物資に見立てた段ボールの保管方法を検討

 
≪専門家による仕分け≫ 

(1)搬送機器：ロールボックス（かご台車） 

(2)保管と荷さばきスペースの確保、広い通路 

(3)取り出し頻度別管理：ＡＢＣ分析（物品を整理し大事なものから順

に並べ、優先順位をつけて管理すること。） 

(4)表示方法の統一：荷札、看板 

≪一般者による仕分け≫ 

(1)搬送機器がない (2)移動スペースの不足  

(3)取り出し頻度の無視 (4)不明確な表示 

 

・救援物資について、避難者への配布等を行った場合は、様式

25「食料・物資受入及び配布管理簿（64 ページ）」に記入しま

す。 

・避難者への物資の配布方法については、「避難者に並んでもら

い配布する方法」「食料物資班が避難所を巡回して配布する方

法」などが考えられます。 

また、物資が行きわたらないことが予想される際に、要配慮

者等から優先的に配布するなど、あらかじめ、物資の配布方

法を検討しておくと災害時の混乱が軽減できます。 

訓練進行者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練進行者 

 

① ② 

※資料引用：土木計画学 
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≪様式 23 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 24 訓練時記載（例）≫ 
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≪様式 25 訓練時記載（例）≫ 
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11 施設物資班行動訓練 

 (1)防犯・防火対策等 

訓練項目 ア 防犯対策 

イ 防火・喫煙対策 

 ア 防犯対策 

(ｱ)総合対策 

a 多くの人が出入りする避難所の出入口付近に総合受付を設け、総務班などの

受付担当者が外来者を確認できる体制をとります。 

b  夜間、避難所の出入口となる扉や１階部分の窓は、原則施錠します。ただし、

避難所運営会議の部屋に近い扉を１箇所だけ開けておき、当直者が、夜間に出

入りする人を確認できる体制をとります。 

c 避難所内でトラブルが発生したときは、周囲から信頼の置かれている人物の

助けを借り、速やかに対応するにようします。 

《トラブル発生時の注意》 

・自分から声をかける 

・相手の言い分をよく聞く 

・あくまでも冷静、論理的に説明する 

・できること、できないことを明確にする 

・納得するまで説明する など 

(ｲ)女性や子どもなどへの暴力防止対策 

a 防犯ブザーやホイッスル等を準備できた場合は、速やかに女性や子ども等へ

配給し、携帯するよう呼びかけます。 

b 女性や子どもに対し、犯罪防止のための注意喚起を行います。 

《犯罪防止のための注意喚起》 

・人目の無い場所やトイレには一人で行かない 

・明るい時間帯に行動する 

・移動する際は、周りの人と声を掛け合う など 

(ｳ)見回り・夜間の当直 

a 避難所敷地内にある危険な場所や死角になる場所などを、事前に確認をし

ておきます。 

b 避難所内の不審者対策として、夜間を中心に２人１組で避難所内外の見回

りを行います。特に、危険な場所や死角になる場所は定期的に警備します。 

c 見回りの際は、腕章や名札、ビブスなどを着用します。 

 

イ 防火・喫煙対策 

(ｱ)防火対策 

a  建物内は原則、火気厳禁・禁煙とします。 

b  火気を取り扱う場所には、必ず消火器と消火用バケツを設置します。 
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c  建物内で石油ストーブなどを使用する場合は、火災防止のため十分注意を

払うとともに、避難者にその旨を伝えます。 

 

(ｲ)喫煙対策 

a 必要に応じ、施設管理者、総務班と協議の上、屋外に喫煙場所を設置しま

す(建物内は防火対策のため火気厳禁。可能であれば、近隣住人の協力を得

ながら、敷地外の設置について調整します。)。 

b 受動喫煙を防ぐため、喫煙場所は、避難者が生活する場所から離れた場所

に設置します。 

c 喫煙場所には、灰皿、消火用バケツを設置し、吸い殻の処理や清掃は、喫

煙者自身に行ってもらいます。 

d 喫煙についてのルールを定め、喫煙者には当該ルールの順守を求めます。 

 

 

 

12 訓練の評価方法 

(1)意見交換 

ア 訓練参加者は、訓練の進行中に気付いた点があれば、「訓練・検証シート」にメモ

をします。 

イ 訓練終了後、参加者間で意見交換を行います。基本的には自由意見を中心に進め

ていきますが、発言が出にくい場合、訓練進行者は、「ア」のメモの内容を参照した

発言を訓練参加者に求めます。 

ウ 訓練進行者は、１つの意見が出たら、他の参加者にそれに関連する発言を求め、

テーマを掘り下げる方式で進行していきます。 

 

(2)アンケート 

ア 訓練終了後、訓練参加者にアンケート用紙を配布し、その場で回答してもらい回

収します。 

イ アンケート項目は、多くなり過ぎないよう留意します。 

ウ 次の訓練に向けた課題や改善点を引き出すことができるよう、各選択肢とともに

自由意見欄を設けます。 
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≪訓練・検証シート≫ 

  

  

記入者

訓練の状況 評価

各班訓練

参集者に応じた班編成

定例会議の開催

避難所状況の把握、報告等

避難者等の安否確認への対応

ボランティアの対応

避難者の受付等

外国人避難者の受付等

ペット連れ避難者の受付対応

要配慮者の受付対応

掲示物スペース・情報提供方法の確
認

マスコミ取材等への対応

要配慮者の情報把握

傷病者の対処方法

避難者の健康管理

トイレの確保等

ごみの収集・分別等

飲料水・生活用水の管理

ペットの受入等

避難所衛生状況の把握等

備蓄物資の確認、救援物資の受け入
れ等

防犯・防火対策等

投光器・発電機の駆動

食料班
施設物資班

環境衛生班

避難所運営訓練　評価・検証シート　　　　　　　（      　　年　　　月　　　日）

※「評価」の基準　A：良好、B：普通、C：今後の改善を要する

訓練項目 考察

総務班

情報広報班

保健救護班
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≪アンケート用紙≫ 
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