
町田市
風水害時避難施設開設・運営
モデルマニュアルver2【抜粋】

２０２１年７月１日時点

防災安全部防災課



序論

２０１９年１０月に発生した「令和元年東日本台風」は、日本各地で甚大な被害をもたらし、町田市で

も３,０００人を超える避難者が発生しました。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、避難施設

における感染症対策が急務となっております。

こうしたことから風水害時における避難体制の充実のため、本マニュアルを活用してください。

なお、本マニュアルは、今後、国や東京都から新たな知見や指針等が示された際には、更新していくも

のとします。

出典：首相官邸ＨＰより

＜避難施設の環境＞
事前の準備が必要



配置の設定にあたって【受付場所】

□事前受付場所と受付場所を設定しましょう。

岐阜県 避難所ガイドライン「新型コロナウイルス対策編」より引用

＜受付場所設定イメージ＞

受付

事前受付

居住スペースの近くに設定
（体育館の玄関等）

居住スペースから離して
設定

（校舎の昇降口等）

※事前受付場所を設定する際は、
十分なスペースがあり極力、有
症状者と一般避難者の導線を分
けられる場所に設定しましょう。
※受付場所は居住スペースの近
くに設定しましょう。

ポイント

開設・運営編 ～避難施設開設の流れ～



配置の設定にあたって
【要配慮者滞在スペース】

☑体育館内に要配慮者のスペースを設定しましょう。

⇒体育館の入口に近い場所を設定する等の配慮をしてください（車いすの

方等）。

☑教室等に要配慮者専用スペースを設定しましょう。

⇒専用スペースは他の避難者と共存することが困難な方（障がい者・乳幼

児が泣き止まない等）や体育館等の居住スペースへの移動が困難な方

（車いす等の避難者で施設の居住スペースが２階にある等）が使用するこ

とが想定されます。

要配慮者とは
「高齢者」「障がい者」「乳幼児・妊産婦」「外国人」等、特別な配慮が
必要な方のことをいいます。災害時には出来る限り配慮しましょう。

開設・運営編 ～避難施設開設の流れ～



配置の設定にあたって【ペット滞在スペース】

☑施設内にペットの滞在ス
ペースを設定しましょう。

⇒屋内が困難な場合は屋外
の雨風がしのげる場所を設
定しましょう。

☑ペットの飼育スペースは、
原則、人の居住スペースと
は別とします。（ただし、
盲導犬・聴導犬・介助犬に
ついては除きます。）

＜ペット滞在場所イメージ＞

環境省ガイドライン参照

※避難施設で受け入れることのできるペットは、家庭等で飼育している犬や猫、小型の哺乳類や鳥類です。
※飼育スペースは避難者数や避難施設の状況に応じて、検討してください。その際、動物アレルギーがある人
や動物が苦手な人に配慮し、飼育スペースは一般の避難者が通らない所が望ましいです。

※飼育スペース内では、できるだけ同一の動物ごとにグループ分けをしたり、ケージに毛布をかけるなどの工
夫をしてください。（猫のグループ、小型犬のグループ等）
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開設・運営編 ～避難施設開設の流れ～



配置の設定にあたって【駐車場所】

☑開設担当職員の車両の駐車場所を設定しましょう。

☑物資搬送車両や緊急車両の停車場所を設定しましょう。

⇒居住スペース（体育館等）に横付けできる場所が好ましい。

☑車でしか避難できない方（障がい者等）の駐車場所を設定しましょう。

※町田市では車での避難を禁止しております（ただし車でしか避難できない避難者を除く）。
※施設の駐車場だけでは車両が入りきらない場合も想定して校庭の駐車場所も設定しましょう。
⇒校庭は極力使用しないように、予備として設定しましょう。
⇒校庭のスプリンクラー等の位置や乗り入れが危険な場所を確認し、そこは車両乗り入れ禁止区域も設定しま
しょう。

ポ
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開設・運営編 ～避難施設開設の流れ～



□ 毎時0分に避難者数を各対策部に連絡します。

⇒避難者数（男女別） ・要配慮者数

※緊急時や、不足品等について現場での対応が困難な場合は、

対策部事務局等へ随時連絡します。

□定期的な清掃と消毒

□教室や体育館の換気（雨の状況に応じて）

定期的に行うこと

開設・運営編 ～避難施設開設の流れ～



区割り

１ 屋内型簡易避難用テントを活用するか、

開設キット内の養生テープを使用して、

１世帯あたり4㎡の区画を設定します。

⇒配備されている屋内型簡易避難用テン

トであれば広げるだけ、養生テープ活

用の場合には、各区画のコーナー部分

に目印をつけて区画を作ります。

２ 避難者数（家族・単身）に応じて、適宜

区画を作成します。

担当者名 完了

未・済

区割りの例



担当者名 完了

未・済

●用意するもの
・貼り紙「事前受付」「受付」
・机、椅子 各２ ・非接触型体温計
・避難者カード ・筆記用具
・避難者名簿 ・養生テープ
・ペット登録台帳 ・手指消毒液

事前受付・受付の設置

順番を待つ人が立つ位置を
2メートル間隔で印を付ける

貼り紙をする

事前受付・受付のレイアウト

●事前受付の準備
1. 右図のとおり事前受付を設置します。
2. 机には以下のものを置きます。

☑非接触型体温計

●受付の準備
1. 右図のとおり受付を設置します。
2. 机には以下のものを置きます。

☑避難者カード
☑避難者名簿
☑ペット登録台帳
☑筆記用具

※校門付近等に手指消毒液を設置し、
必ず使用してもらうこと

必要なものを
準備する



事前受付の流れ

担当者名 完了

未・済

熱が
３７．５度

以上

非接触型体温計で検温

体調不良者専用
スペースへ誘導
※併せて対策部
事務局に報告左記の状況に

該当する

受付に誘導

避難者到着
該当あり

要配慮者専用
スペースに誘導

体育館まで移動するこ
とが困難（車いす等）

該当なし

該当なし

該当なし

該当あり

該当あり

※この内容が記載された貼り紙を開設キットに格納

事前受付では以下のフローに従って、避難者を振り分けます。



受付の流れ

担当者名 完了

未・済

避難者の動き 職員の動き

避難者台帳
に記入（一部項目）

避難者カードの複写を受け取る

物資の配布

避難者名簿を受け取り、
避難者台帳に記入（全項目）

ペット登録台帳
の記入

避難者カード
の記入

物資（水等）の受け取り

避難者名簿の記入

ペットが
いる場合

ペットが
いない場合

居住スペースへ



体調不良者の対応

担当者名 完了

未・済

反応がない
チアノーゼ、冷汗等を認め
る受診ガイドで「赤」等

対策部を通じ
保健所と連携１１９番通報

けが人

♯７１１９または
経過観察

大出血を認める
止血不能
反応がない場合
受診ガイドで
「赤」等

受診ガイドで
「赤」ではない

急病人

♯７１１９または
経過観察

救急車を要請した場合や救急相談センター相談後に救急車を
向かわせることになった場合は、救急隊の誘導を実施します。
救急相談については、本人が行うのが原則です。

感染症が疑
われる場合
(下痢・嘔吐・
発熱等)

受診ガイドで
「赤」ではない



要配慮者の対応

1. 要配慮者のスペースに誘導します。

2. 避難者名簿に必要事項を記入してもらいます。

3. 必要があれば障がい者支援バンダナを着けてもらいます。

※介護経験者や通訳可能な方に協力を依頼します。

担当者名 完了

未・済



車で避難された方の対応

車での避難は原則禁止です

⇒車での避難中に車が浸水し亡くなった例もあります。

また、車が渋滞することで緊急車両が通れなくなる可能性もあります。

１ 車で避難した理由を確認します。

⇒お身体に障がいがあり、かつ、家族等による送り向かえが困難な方等以外

は車での避難が禁止されている旨をお伝えください。

２ 以下の注意事項を確認します。

☑駐車場所が適切である。

☑エンジンが切られている。

３ 車両は所有者に責任をもって管理させてください。

⇒避難施設開設中に車両事故等の事案が発生しても自己責任である旨を伝え

てください。

４ 避難者名簿に車両ナンバーを記載してもらいます。

担当者名 完了

未・済



1. 受付でペット登録台帳に必要事項を記入してもらいます。

2. ペットスペースへ案内します。

☑ ペットがケージに入っていることを確認します。

☑ペットは飼い主が責任をもって管理してもらいます（給餌・排泄物処理等）。

ペットを連れてきた方の対応

担当者名 完了

未・済

●補助犬（盲導犬・介助犬、聴導犬）について

身体障害者補助犬法に身体障がい者が避難所などへ
補助犬を同伴して避難した場合には拒んではならな
いと定められています。
そのため、ペット同行避難場所ではなく通常の居住
スペースに誘導してください。

※ただ、避難者の中にアレルギーを持っている方も
いる可能性があるため、配慮してください。



避難者カード

※市保管用と避難者用の２枚の複写

避難施設開設キットに格納されており

ます。



ペット登録台帳

※避難施設開設キットに収容

されています。



避難者名簿



避難者台帳



【参考】

・「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」内閣府・消防庁・厚生労

働省

・「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料について」内閣府・消

防庁・厚生労働省

・「行き場のない帰宅困難者を受け入れる都立一時滞在施設における新型コロナウイルス

感染症

対策について」東京都総務局総合防災部

・「新型コロナウイルス感染症に備えて～一人ひとりができる対策を知っておこう～」首相官邸ＨＰ

・「新型コロナウイルスから皆さんの安全を守るために」防衛省統合幕僚監部ＨＰ

・「避難所開設での感染を防ぐための事前準備チェックリスト」人と防災未来センター 高岡 誠子

・「岐阜県避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」」岐阜県

・「前橋市避難所配置図」前橋市ＨＰ

・中央区避難所開設キット、新宿区避難所開設キット

・環境省ガイドライン


