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はじめに 
 

 

○マニュアルの位置づけ 

 

このマニュアルは、足立区内の第一次避難所において、町会・自治会等で組織する

避難所運営会議等が自主的に避難所を開設する初動から管理・運営を示したものです。 

内容は、各避難所に共通することを記載しており、個々の避難所の実情に即して訂

正していただくことを前提としています。このマニュアルを各避難所にあったものに

変えていく作業を、訓練や検討会等を通じて進め、避難所運営の基礎となる開設作業

をできるだけ円滑に行えるよう、取り組んでまいりましょう。 

 

 

○避難所の大切さと震災時の状況を踏まえて 

 

避難所は、被災地域の暮らしを支える大変重要な場所です。 

東日本大震災では、多くの方が避難所生活を行ってこられ、様々な問題に立ち向か

いながら長期の運営を行ってこられました。 

これまでの避難所訓練では、運営に従事する町会・自治会等の方も被災されること

や、訓練を支援する区、消防、消防団が発災時に直ぐに駆け付けられないという事態

を考慮せず、訓練を行ってきた状況も散見されます。 

平成23年３月11日の東日本大震災の教訓を心に受け止め、今後の避難所運営をよ

り確かなものとすることが必要です。 
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第１章 避難所マニュアル（初動期） 
 

１ 発災からの活動手順の流れ（フロー図）                    

この「フロー図」は、地震発生からの初動の基本的な流れを示したもので、発 

災直後にこれからどのような手順で作業を行うかイメージするものです。 

様々な状況によって、必ずしも基本的な流れのとおりに行かない場合もあります

が、皆さんで協力して初動の作業を進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

個人、家族、近隣の安全確保 ２（１） 

２ 被災状況を確認しながら避難所へ向かう ２（２） 

救護衛生部 施設管理部 物資部 庶務部 

発
災
直
後
の
混
乱
期 

 

●災対本部と

の情報受令、

連絡、記録 

●生活ルール

の検討・周

知・掲示 

●日誌作成 

●帰宅困難者

への支援 

●要援護者の

対応検討 

 

●炊出しの実 

 施 

●水、食糧等の

物資管理 

 

●軽傷者の応

急手当 

●救護室の開 

 設 

●重傷者の搬

送手配 

●プールの水

の準備（トイ

レ掃除用等） 

●衛生面の管

理 

 

 

●巡廻警備 

●パトロール等に

よる治安維持 

●アースイントイ

レの立ち上げ 

●施設内清掃等の

維持管理 

●マンホールトイ

レの設置 

被 

災 

生 

活 

期 

学校の開放 ３（１） 

施設の安全確認と応急措置の実施 ３（２） 

避難所運営本部の開設 ３（３） 

足立区災害対策本部との連絡 ３（４） 

備蓄倉庫開放・腕章配付・本部員人数の集計 ３（５） 

避難者の受付、教室への誘導、名簿作成 ３（６）、（７）、（８） 

震度５弱以上で自動参集 
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２ 発災からの運営本部員の参集の動き                      

⇒「第１のポイント：メンバーの状況を確認する」 

避難所運営本部員は、被害の状況によっては全員が集まれるとは限りません。先

ずは、全員が集まらなくても集まった人の中で、各自の健康状態や、自宅や周辺の

被害等など、お互いの状況を理解しあうことが必要です。 

その上で、一番初めの作業を分担します。そして、少なくとも１名は集合場所に

残って、後から来る人に状況を説明できるようにして作業を開始します。 

 

⇒「第２のポイント：その避難所が使えるか使えないか」 

門を開放すると避難住民が敷地内に入ってきます。避難所に被害が発生したり、

近隣に火災が発生した場合は別の場所に避難しなければなりません。このため、避

難所が安全に避難できることを先ず確認する必要があります。 

この場合、無事に使えること、使えないこと、使用判断できないことは重要な情

報ですので、できるだけ早く災害対策本部（区）に連絡してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『災害対策本部（区）への連絡』 

 大規模災害時には、一般の電話や携帯電話がつながらないことがあります。 

災害対策本部（区）への連絡は、避難所の防災無線や災害用特設公衆電話を 

使用してください。（防災無線機器等の使用方法参照） 

『周辺火災の確認要領』 

火災の状況は、避難所に避難する途中で確認するほか、避難所屋上などの

高所（安全な場所）から確認します。特に、煙がなびく方向（風向き）に燃

え広がる危険が高いので、周辺の状況を定期的に確認してください。 
 
『避難所の被害状況』 

  先ず、避難所の外周部から建物に変形・損傷がないか確認します。この場

合、建物からの落下物や、敷地の地割れ、液状化が発生している場合もある

ので注意してください。 
  建物内に入っての確認は、外部から確認できなかったひび割れや、扉の変

形などによる障害を、避難所として主に使う場所を中心に確認します。 
  危険箇所が確認された場合は、貼り紙などにより立ち入りを規制します。

被害状況の確認は、危険を冒してまで確認を継続することや応急措置をする

必要はありません。 

※建物被害による最終的な使用可否判断は、区職員等による応急危険度判定

で行います。建物に亀裂や変形がない場合はとりあえず使用可能と考えて

ください。 
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⇒「第３のポイント：避難所開設の協議 開設する・しない」 

・開設する場合は、何時ごろを目途に避難者の受け入れを開始するか。 

・開設しない場合は、その理由と、代替の避難先等の確保に向けた調整。 

  ※建物被害による最終的な使用可否判断は、区職員等による応急危険度判定で行

います。建物に亀裂や変形がない場合はとりあえず使用可能と考えてください。 

 
⇒「第４のポイント：避難住民への最初の説明」 

被害にあわれた方は大変不安です。避難して来られた方が混乱しないよう、避難

所開設の準備作業がどの程度進んでいるのか、避難住民はこれから何をすればいい

のかなど、避難所運営本部の意向が伝わるよう最初の説明を行ってください。 

また、次々に避難住民が集まってくるので、なるべく全体に伝わるよう繰り返し

説明することが必要です。 

 
（１）発災してから                               

   個人、家族、近隣の安全確保をします。 

 

（２）避難所へ                                 

ア 学校避難所運営本部の参集ルール 

避難所本部（本部員）は、足立区で震度５弱以上を観測した場合は、自身の

安全及び家族等の安全確認ができた者から、速やかに参集します。 

※足立区災害対策本部より開設を要請する場合もあります。 

（ア）参集途上の被災状況確認 

（イ）避難所集合場所へ参集（         ） 

（ウ）避難所開設についての協議 開設・非開設の決定 

イ 学校避難所の開設 

「震度５弱以上の地震が発生し、避難所周辺地区に多数の被災者が発生した

場合は、避難所運営本部長の判断により、避難所を開設することができる。こ

の場合に避難所運営本部長は、速やかに災害対策本部へ避難所を開設した旨を

連絡し、災害対策本部の指示を受けるものとする。（足立区避難所運営本部設

置要綱第３条２項）」 

 例１ 家屋倒壊等により、避難所生活が必要な住民が多数いる場合 

例２ 火災などにより、避難所への避難をしなければ危険と判断される場合 
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ウ 帰宅困難者への対応 

帰宅困難者の受け入れについては以下の対応を基本としますが、徒歩帰宅者

の状況や駅前の混雑状況等によって個々の避難所の対応が異なると予想され

ることから、災害対策本部（区）と連携して対応します。 

（ア）地域に被害がない場合 

帰宅困難者への仮宿泊も含め、受け入れます。 

（イ）地域に被害がある場合 

地域の避難者への宿泊を優先し、帰宅困難者へは帰宅支援のサービスのみ

を行う。ただし、負傷者や要援護者については救護や宿泊も受け入れます。 

 

３ 避難所開設（初動）手順                           

（１）学校開放                                 

   学校の門を乗り越え、正面玄関の指定箇所のガラスを破り、学校門の鍵を持出

し、門を開放します。（または、事前配付の鍵による。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（鍵の形状、ガラス箇所、集合場所等） 
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（２）施設の安全点検                              

ア 施設の安全確認と応急措置の実施（施設点検チェックリスト 参照） 

避難者は校庭（時間・天候により体育館）に一時待機してもらい、校舎内に

は本部員による施設の安全確認等ができるまで避難者は校舎内に誘導しない

ようにします。 

イ 本部長を中心に副本部長・各部長により今後の対応体制を検討（組織体制図

役割分担表 参照） 

 

（３）避難所開設                                

ア 運営本部員の人数確認 

イ 傷病者、帰宅困難者への対応方針の発表 

ウ 避難所運営本部内での各種情報共有の実施 

エ 避難状況の確認を行い、避難者へ受け入れ開始の目標時間を提示 

オ 備蓄倉庫開錠 

カ 看板の設置 

キ 災害時特設電話の設置 

ク ダンボールトイレの設置 

ケ 照明器具（夜間対策）・発電機（停電対策）の準備 

   ※開設時必要物品については、訓練時等日頃から備蓄倉庫内配置等を確認して

おくとともに、持ち出しやすい場所におくことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所ごとに開設状況等の写真を追加 
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（４）足立区防災センターへの避難所開設報告                   

無線で話す場合、間違えても言い直していただければ結構です。 

特に「何処の避難所」から連絡しているのか、正確に伝えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）腕章配付、本部員人数の集計                        

ア 本部員の人数集計し腕章の配付 

イ 避難所運営消耗品の使用準備 

 
（６）待機避難者の受付準備対応                         

ア 施設利用方針、避難者の割り振り方針の決定 

イ 避難者を町会、自治会単位で集め、受付の準備 

  高齢者や障がい者等、要援護者は別にできるよう、事前に把握しておきます。 

ウ 重傷者の搬送手配 

 
（７）居室の選定・開錠・表示（利用計画図 参照）                

ア 利用方針に基づく施設の開錠、表示 

  トイレ・更衣室・授乳所については、男女双方の視点を考慮します。 

イ 要援護者、傷病者等の居室の表示 

 

 

報 告 例 

＜無線番号：足立区防災センター統制局 １００番＞ 

 

足立区防災センター、足立区防災センター、 

こちらは○○学校避難所運営本部です。応答願います。 

 

（○○学校、○○学校、こちらは足立区防災センターです。どうぞ。） 

 

今回の大地震により、○時○分に○○学校の避難所を開設しました。 

繰り返します。（同上） 

 ※部員の参集状況や避難状況、地域の被害状況などを報告する。 

 
（○○学校、○○学校、こちらは足立区防災センターです。 

○○学校の避難所開設了解しました。以上で終話します。） 
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（８）避難者受付                                

ア 避難者台帳、机、イス、筆記用具を準備し、体育館出入口に設置 

イ 学校施設利用計画に基づき居室への誘導及び体育館の区割り（区割り計画  

参照）設置 

（ア）避難者を町会・自治会を単位として適当な人員（30人程度）に班編成し、

編成された班を適当数取りまとめ、一般避難者居室及び要援護者用居室（和

室等）に収容する。各部屋の班長を決定し、部屋ごとにまとめて情報伝達を

行います。 

（イ）居室の割り振りにおいては、特に高齢者、心身障がい者等の要援護者世帯

に配慮する。一般避難者世帯の居室割振りは原則として体育館から始め、続

いて、学校施設利用計画に基づき、普通教室等の一般避難者居室へ順次誘導

します。 

ウ 避難者の受入状況を把握するため、避難者の収容状況一覧表及び避難者台帳

等の作成を行う。避難者台帳の作成は、班長を通して行います。 
 

（９）ボランティア等の協力依頼                         

避難者台帳に基づき、避難所運営への協力依頼を行う。その際、腕章等の目印

を配付する。 

 

（10）避難者数の把握                              

   避難者台帳等をもとに避難者数を把握します。 
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（11）足立区防災センターへの避難者数等の報告                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）開設までの役割                              

発災から避難所開設までは庶務部の負担が重くなることから、避難所運営本部

全体で準備に当たります。 

 

 

報 告 例 

＜無線番号：足立区防災センター統制局 １００番＞ 

 

足立区防災センター、足立区防災センター、 

こちらは○○学校避難所運営本部です。応答願います。 

 

（○○学校、○○学校、こちらは足立区防災センターです。どうぞ。） 

 

○時○分現在で、運営本部員は○人、避難者は○人となります。 

繰り返します。（同上） 

 ※部員の参集状況や避難状況、地域の被害状況などを報告する。 

 
（○○学校、○○学校、こちらは足立区防災センターです。 

○○学校の避難者数○人、了解しました。以上で終話します。） 
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第２章 避難所マニュアル（避難生活期） 
 

１ 避難生活期の各部の動き                           

（１）庶務部                                  

ア 区災対本部との情報受令、連絡、記録 

イ 情報収集（無線やラジオを使い、情報を収集する。） 

ウ 避難所生活ルールの検討・周知・掲示（消灯時間、ゴミ分別、喫煙、騒音、

ペット等） （避難所ルール例 参照） 

エ 避難所の日誌作成（避難所日誌 参照） 

オ 帰宅困難者への支援（情報・水・食糧・トイレ・仮宿泊等） 

カ 収容状況一覧表（居室別）と収容状況集計表の作成・修正 

ク 要援護者の避難所生活が困難な場合は、第二次避難所へ収容（区災対本部へ

連絡） 

ケ 各室の表示、施設案内図を作成・掲示 

 

（２）物資部                                  

ア 炊き出し準備 

イ 水、食料等の物資管理（物資受払簿により記録） 

ウ 必要な賄い数の確認 

エ 食糧の配給（原則、朝食８時、昼食12時、夕食18時） 

 

（３）救護衛生部                                

ア 軽傷者の応急手当及び救護室の開設（怪我人数によっては、救護衛生部は各

部の支援を行う。） 

イ プールの水の準備（トイレ掃除用等） 

ウ 衛生管理 

 

（４）施設管理部                                

ア 避難所施設内の巡廻警備 

イ 必要に応じてアースイントイレの立ち上げ 

ウ 各町会自治会（地域）の防犯パトロールによる治安維持 

エ 施設内清掃の当番割振り 

オ 避難所周囲道路のマンホールトイレの設置 

カ テント等の設置 

キ ペット飼育場所の設定（ケージ・えさ等ペットの世話に関することは飼い主

の責任及び負担で行う。） 
※飼い主の不明な逸走動物等については、区が対応します。 

  ク 避難所において火災が発生した場合の初期消火及び避難誘導 
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２ 避難生活開始後                               
（１）避難所の施設                               

ア 事前に作成した施設利用計画に基づき、避難所施設を利用します。 

イ 学校教育機能を維持するための施設及び危険をおよぼす施設は、一般避難者

の立ち入りを禁止します。 

  校長室、職員室、事務室、主事室、印刷室、給食室、放送室、理科実験室、

コンピュータ室等 

ウ 避難所運営本部は、避難所内に以下に例示する施設の割り振りを行い、速や

かに避難者を居室に収容します。 

  避難所運営本部室（校長室、事務室及び会議室）、避難者居室、更衣室、救

護所（保健室）、受付・情報拠点、配給物資置場、配給物資配付所（テント等）、

給水場所、炊き出し用給食場所（調理室）、ゴミ集積場、トイレ、災害用特設

公衆電話、放送室、遺体安置所 
 
（２）避難者の収容                               

ア 庶務部は、避難者の受入状況を把握するため、避難者の収容状況一覧表及び

避難者台帳等の作成を行う。避難者台帳の作成は、班長を通して行います。 

イ 庶務部は、毎日10時、15時、21時に、災害対策本部に収容人員及び給食人

数を報告します。収容人員は、避難所に寝泊まりしている人数で食事時に確認

『女性の参画と多様なニーズへの配慮』 

  避難所では、不特定多数の人が集団で生活するため、より快適で安心して生活

できるよう避難者から様々な要望が避難所運営本部長に寄せられることになりま

す。 

  女性や高齢者、障害者、妊産婦等の災害時要援護者は困りごとや不足している

物資などの要望について、口に出せずにいる場合もあります。そうした「声なき

声」を把握するためには、避難所運営本部にきめ細かな配慮や相談しやすい体制

を整えることが重要です。 

避難所運営会議には女性を複数名加えるようあらかじめ決めておきましょう 

 

《配慮の例》 

  ＊ トイレを男女別にする。 

  ＊ 女性用下着や生理用品などは女性が配付する。 

  ＊ 洗濯物を干す場所を男女別にする。 

  ＊ 更衣室や授乳室を設置する。   等 
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した数です。 

  また、収容者と別に食事のみの人数も把握します。 

 

（３）情報伝達                                 

ア 区災害対策本部からの情報提供は、原則として電話及びファックス、広報紙

等で行います。電話及びファックスが使用できない場合は、区防災行政無線に

より行います。 

  区災害対策本部が提供する情報は、以下のとおりです。 

（ア）避難勧告及び指示 

（イ）災害状況及び災害の見通し 

（ウ）避難生活関連情報 

（エ）各種災害対応状況等 

イ 避難者への情報伝達は、避難所内放送設備により庶務部が行います。放送設

備が使用できない場合は、班長を通じて各班ごとに行うほか、掲示板等を活用

します。 

 

（４）要援護者の保護                              

ア 避難所運営本部長は、高齢者、病弱者、乳幼児、心身障がい者等の要援護者

が、優先してサービスを受けられるよう避難者共通の理解を求めるようにして

ください。 

イ 避難所運営本部長は、第一次避難所における生活が困難な要援護者が存在す

る場合は災害対策本部に連絡し、第二次（福祉）避難所への移送等に協力して

ください。 
 
（５）避難所生活ルールの周知徹底                        

避難所運営本部長は、避難所生活ルール（モデル例参照）を作成し、避難者に

対し周知徹底してください。 
 
（６）給食・生活物資                              

ア 応急給食は、第一にアルファ米又はクラッカーをあて、要援護者等の収容者

の実態を勘案し、米飯の炊き出しを行います。 

イ 食糧・物資等の配給は、各班ごとに行います。 

ウ 給食時間は、原則として、朝食（８時）・昼食（12時）・夕食（18時）とし、

給食要請の登録をし、各時間帯に滞在する者に対し配食します。 

エ 物資部は、庶務部に対して当日の当該時刻に給食済人員及び翌日の給食見込

人員を報告します。 

庶務部は、区災害対策本部に対して給食報告をします。 



13 

オ 食糧・生活物資に不足が生じる場合は、区災害対策本部に要請して調達しま

す。 

カ 食糧・生活物資の受け払いについては、物資部が行い、各種物資受払簿に記

帳し管理します。 

 
（７）医療・衛生                                

ア 避難所開設とともに保健室を救護所として開設します。 

  重傷（病）者がいる場合は、消防署又は区災害対策本部に連絡し、医療機関

に搬送します。軽傷者は、避難所において応急手当を行います。 

イ 医療救護態勢が整い次第、避難所の救護所に医師１名、看護婦１名、事務員

等１名による救護所の開設又は巡回診療を行います。 

ウ 医薬品は、学校備蓄の医薬品を使用し、不足が生じるときは、区災害対策本

部に連絡して調達します。 

エ 伝染病予防等防疫の必要があるときは、区災害対策本部に連絡します。 

オ ゴミは分別し、避難所運営本部が指定した場所に集積しておきます。ゴミの

収集は、清掃事務所に連絡します。 

カ 上・下水道施設に支障がある場合は、回復するまでの間、原則として学校内

仮設トイレを使用します。 

  上水道施設に支障があるが、下水道施設の利用が可能である場合は、プール

の水等を事前に用意することにより、水洗トイレを使用することができます。 

 

（８）記 録                                  

避難所運営本部は、下記の様式により、避難所運営に係る事項を記録します。 
学校に派遣された区職員又は学校事務職員は、これらの記録事務を補助します。 

ア 避難者台帳（庶務部） 

イ 避難所日誌（庶務部） 

ウ 収容状況一覧表（庶務部） 

エ 収容状況総集計表（庶務部） 

オ 各種物資受払簿（物資部） 
 
（９）避難所の閉鎖                               

避難者の転出による避難者数の減少、仮設住宅等への避難者の移転及び避難所

の統合等により、避難所開設の必要がなくなった場合は、避難所運営本部長又は

学校長は、直ちに区災害対策本部に報告すします。 

区災害対策本部の支持により避難所を閉鎖する場合には、可能な限り原状に戻

すように努めるものとします。 
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（10）学校長・教職員等及び区職員の任務                     

ア 学校長（不在のときは配置された区職員）は、避難所運営本部が設置される

前に被災者が集まった場合、可能な限り避難住民（ボランティアを受け入れた

場合はボランティアも含める）等と協力し、避難所の開設・運営に努めるもの

とし、避難所運営本部が設置され次第、避難所運営本部長に管理・運営を引き

継ぎます。 

イ 学校長は、避難所の管理・運営について、必要な協力・支援を行います。 
  教職員は、児童・生徒の安否確認及び学校再開業務を行うとともに、学校長

の命により避難所運営に従事します。 

ウ 学校長は、避難所運営と学校教育再開の調整に当たります。 

エ 派遣又は巡回区職員は、避難所運営本部庶務部に所属し、その業務を補助し

ます。 
 



 

 

 

 

資     料 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 № 品  名 数 量 № 品  名 数 量 

1 ミネラルウォーター（２ℓ） 人数分×3㍑ 38 再生紙（Ｂ４） 2,500枚 

2 アルファ米（五目ご飯） 人数分×1食 39 再生紙（Ａ４） 5,000枚 

3 アルファ米（わかめご飯） 人数分×1食 40 紙コップ 2,000個 

4 クラッカー 人数分×1食 41 ザル ３個 

5 粉ミルク（一般用：320ｇ入缶） １２缶 42 やかん ２個 

6 粉ミルク（アレルギー用：350ｇ入缶） １缶 43 うちわ 1,000本 

7 哺乳ビン（240ｍｌ・乳首付） ２０セット 44 使いきりカイロ 1,000個 

8 毛布・マットセット 人数分 45 蚊取線香 ９０巻 

9 マンホールトイレ用部材（洋式①、和式②） ３セット 46 手回し充電式ラジオ １個 

10 アースイントイレ（設置校のみ） １基 47 要援護者ネームケースセット １セット 

11 アースイントイレ用洋式便座 ２セット 48 折りたたみ式リアカー １台 

12 折りたたみ式簡易トイレ ２０個 49 土のう袋 １５０枚 

13 折りたたみ式簡易トイレ用便袋 2,520袋 50 ブルーシート １０枚 

14 折りたたみ式洋式便座 ２基 51 ポリタンク（灯油用） ２個 

15 折りたたみ式洋式便座用便袋 ４４０枚 52 ポリタンク（水用） ２個 

16 幼児用補助便座 2基 53 担架 １台 

17 子供用紙おむつ（Ｓ～ＢＩＧ） 8袋（318枚） 54 スコップ（角） ５本 

18 大人用紙おむつ（Ｓ～Ｌ） 28袋（520枚） 55 スコップ（平） ５本 

19 生理用品 56袋（2,576枚） 56 ジョレン ２本 

20 災害備蓄用医薬品 １セット 57 救出用資機材セット １セット 

21 災害時特設電話 ３～４台 58 ①のこぎり ５本 

22 発電機（ガソリン式） ２台 59 ②鉄線はさみ ４本 

23 発電機（カセットガス式） １台 60 ③ツルハシ ４本 

24 発電機（プロパンガス式） １台 61 ④大ハンマー ４本 

25 発電機用ガソリン（18㍑缶） １缶 62 ⑤バール ５本 

26 カセットガスボンベ １２本 63 ⑥掛矢 ３本 

27 プロパンガスボンベ（5ｋｇ） １本 64 ⑦単管パイプ ５本 

28 安全キャンドル（ランタン） ２４個 65 ⑧救助用ロープ １巻 

29 照明セット（ライト3、三脚1） １セット 66 ⑨カラビナ ５個 

30 投光器（ライト 4、三脚2） ２セット 67 ⑩簡易ジャッキ ３台 

31 延長コード １台 68 ⑪軍手 ６ダース 

32 調理レンジ（鍋4個付） ２台 69 ⑫混合ガソリン １缶 

33 鍋（12㍑） １２個 70 ⑬チェンソー １台 

34 プロパンガスコンロセット １セット 71 ⑭防塵メガネ ２０個 

35 ろ水器 １台 72 ⑮防塵マスク ２０個 

36 プライベートテント ２基 73 コンテナボックス（別表参照） ８個 

37 杖 １０本 74 筆談ボード ５枚 

学校避難所災害備蓄物品一覧 
平成25年4月1日現在 
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№ 品 名 数 量 № 品名 数 量 

1 避難所日誌 ５０枚 31 電卓 １個 

2 避難者台帳 １００枚 32 輪ゴム １箱 

3 収容状況一覧表 ５０枚 33 決裁プレート ３枚 

4 収容状況総集計表 ５０枚 34 スポンジ ５個 

5 各種物資受払簿 ５０枚 35 洗剤 ２本 

6 施設利用名称札 各種 36 雑巾 ３袋 

7 ノート １０冊 37 軍手 ７ダース 

8 封筒 １００枚 38 ゴミ袋 ３０枚 

9 名札（役員用） 一式 39 柄杓 ２本 

10 名札立 ２０個 40 鍋つかみ ２枚 

11 ボールペン（黒） ２０本 41 缶切り ２本 

12 ボールペン（赤） ２０本 42 サランラップ（50ｍ） １０本 

13 マジック（黒） １０本 43 チャッカマン ２本 

14 マジック（赤） ４本 44 マスク ５０個 

15 シャープペン １０本 45 ドライバーセット １セット 

16 シャープペン替芯 ５個 46 ドライバー ３本 

17 消しゴム １０個 47 携帯レインコート １０個 

18 カッターナイフ １０本 48 小シャベル ２本 

19 ホッチキス ４個 49 トイレ用消臭剤 ３個 

20 ホッチキス針 １０個 50 ヘルメット １０個 

21 はさみ ４個 51 懐中電灯 ４個 

22 セロテープ ７個 52 防災行政無線受信機能付ラジオランタン ５個 

23 メンディングテープ ２個 53 乾電池（単一） ２０個 

24 布粘着テープ ９個 54 乾電池（単四） ２０個 

25 スズランテープ ２個 55 腕章 各種 

26 テープカッター １個    

27 デスクトレイ（茶色） ２個    

28 クリヤブック ２冊    

29 定規 ４本    

30 ペンシルケース １個    

◆コンテナボックス8個の中にはいっているもの   

 

※消耗品は、訓練で使用している場合、この数量と合わないことがあります。  

 

学校避難所災害備蓄物品一覧 

平成25年4月1日現在 
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施設利用計画 
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避難所生活ルールモデル例 

 

避難者の皆さんへ 

①この避難所は、「避難所運営本部」が管理・運営しております。避難者の皆

さんは本部の指示にしたがってください。 

②身体の不自由な方・高齢者・幼児及び日本語の話せない外国人など要援護

者への配慮をお願いします。 

③デマや噂に巻き込まれないよう、情報は確認して行動してください。 

④避難所の運営は、庶務部、物資部、救護・衛生部、施設管理部が行ってい

ます。積極的に各部の仕事を担当し、責任をもって遂行してください。 

⑤健康管理及び衛生管理にはお互いに気を付けましょう。 

⑥騒音等共同生活を乱すような行為はやめましょう。 

⑦建物内は、火気厳禁です。カセットコンロ等は校庭で利用しましょう。 

⑧トイレの使用法やゴミの分別、出し方を注意しましょう。 

⑨消灯時間を守りましょう。 

⑩避難所を退所するときは、移転先等を必ず班長と庶務部に伝えてください。 

⑪居室内は禁煙とし、煙草は本部が指定した場所で吸うようにしましょう。 

⑫避難所に同行避難できるペット 
 
 

○○避難所運営本部 
 

 

 






