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平成 24 年 3 月／高岡市                          

高岡市福祉避難所設置・運営マニュアルの概要について 

１ マニュアル作成の目的 

  災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者については、応急

的に避難所において保護する必要があるが、特に、高齢者、障害者、妊産婦、

乳幼児、病弱者等については、一般的な避難所では生活に支障を来たすため、

福祉避難所において何らかの特別な配慮をする必要がある。 

  本マニュアルは、この福祉避難所に関し、災害発生前から必要となる対策

や災害発生直後からの実施内容をあらかじめ整理しておくことにより、福祉

避難所の迅速・的確な開設と円滑な運営を実施し、もって、避難所における

災害時要援護者の安心・安全を確保することを目的とする。 

 

２ 本マニュアル及び福祉避難所の位置付け 

  本マニュアルは、日本赤十字社による「福祉避難所の設置・運営に関する

ガイドライン（H20.6）」を参考に、本市地域防災計画及びそれに基づき作成

した「高岡市災害時要援護者避難支援計画（H20.3）」及び「高岡市避難所運

営マニュアル（H21.3）」などの個別計画と整合を図り作成したものである。 

  この中で、福祉避難所は、災害時要援護者の障害の程度や心身の健康状態

等を考慮して、一般の避難所生活が困難と判断した場合に、必要性の高い者

から優先的に移送する二次的な避難所と位置づけるものである。 

 防災計画 要援護者避難支援 福祉避難所 避難所 

国 防災基本計画 

 

（H20.2改訂） 

災害時要援護者の 

避難支援ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

（H18.3改訂） 

※福祉避難所の設置・ 

運営に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

（H20.6策定） 

 

－ 

県 県地域防災計画 

 

（H18.7改訂） 

県災害時要援護者 

支援ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

（H17.9策定） 

 

－ 

県避難所運営ﾏﾆｭｱﾙ 

策定指針 

（H18.12策定） 

市 市地域防災計画 

 

（H19.8策定、H22.6改訂） 

市災害時要援護者 

避難支援計画・ﾏﾆｭｱﾙ 

（H20.3策定） 

市福祉避難所設置・ 

運営ﾏﾆｭｱﾙ 

（H24.3策定） 

市避難所運営ﾏﾆｭｱﾙ 

 

（H21.3策定） 

※福祉避難所の設置・運営に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（H20.6）は、日本赤十字社が厚生労働省の

補助を受け策定した。 
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３ 福祉避難所への避難及び移送の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

地域ぐるみの支援による避難  

市及び地域ぐるみの支援による避難 

※ただし、福祉避難所の施設管理者と

の連携・協力による福祉車両等によ

る避難も検討する 

 

原則、福祉避難所への移送とするが、

緊急に医療対応が必要な場合は、直接、

病院・専門施設へ移送する。 

 

図１：福祉避難所への避難及び移送の流れ 

 

拠点避難所 

（小中学校） 

 

 

避難所 

（小中学校以外） 

福祉避難所 

・老人福祉施設、障害者施設等 

※緊急入所の場合有 

（上記施設が不足する場合） 

・宿泊施設等 

避難住民 

（緊急的に医療ケアを必要とする難病患者など） 

病院・専門施設等 

※緊急入院の場合有 

② 対象者の選定・移送 

③ 対象者の選定・移送 

福祉避難室 

① 避難 ① 避難 

④ 対象者の選定・移送 

① 移送 

② 移送 
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４ マニュアルの内容 

（１）平常時における取り組み 

① 対象者 

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活において何らか

の特別な配慮を必要とする者で、介護保険施設や医療機関等に入所・入院

するに至らない程度の在宅の要援護者（家族も含む。）とし、平常時より、

要援護者名簿等で対象者の現況把握を行う。 

② 福祉避難所の指定 

拠点避難所（小中学校）内に福祉避難室を設置するとともに、現況にお

いて要援護者の入所が可能な老人福祉施設等を福祉避難所として指定する。

また、指定にあたっては「施設自体の安全性」「施設内における安全性」「避

難スペース」を要件とする。 

③ 福祉避難所の整備 

施設管理者と連携し、施設のバリアフリー化や情報関連機器等の整備に

努める。 

④ 生活用品、人材、移送手段の確保 

生活用品、物資、器材の確保については、施設管理者と連携し備蓄に努

めるとともに、自治体及び民間事業者と協定を締結し調達体制を強化する。 

専門的人材の確保については、関係団体・事業者との協定や、市社会福

祉協議会と連携してボランティア登録を勧めるなど連携を図る。 

移送手段の確保については、自主防災組織、民生・児童委員などの支援

者や、施設の管理者等と移送手段の確保策を検討する。 

⑤ 社会福祉施設、医療機関等との連携 

  専門的人材の確保や器材等の調達、緊急入所等に関して、社会福祉施設、

市医師会及び医療機関等の協力が必要となることから、様々な機会を通じ

て平常時から連携を図る。 

⑥ 運営体制の事前準備 

市災害対策本部の福祉保健部に災害時要援護者支援班を設置し、あらか

じめ、担当職員を指名するなど体制を整えるとともに、平常時から自主防

災組織や福祉関係団体及び福祉避難所の施設管理者と運営体制について連

携強化を図る。 

⑦ 設置・運営訓練の実施等 

   市総合防災訓練において、校下（地区）連絡協議会と協力し、図上訓練

や実践型の福祉避難所の設置・運営訓練について、企画・実施する。 
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（２）災害時における取り組み 

 ① 初動期（発災直後～24 時間） 

災害が発生し又は発生のおそれがある場合、拠点避難所に福祉避難室を

開設するとともに、必要に応じ福祉避難所の管理者に開設を要請する。 

開設したときは、要援護者及びその家族、自主防災組織、地域住民、支

援団体等に速やかにその場所を周知し、居住スペースの確保などの受入体

制が整い次第、対象者を受け入れる。 

対象者の選定及び移送順位の決定は、保健師、看護師、ケアマネージャ

ー等の専門職及び一般避難所に設置する要援護者支援窓口（避難所運営委

員会の救出救護班）が協力して行う。 

  ア 拠点避難所（福祉避難室） 

 市担当職員と当該避難所の避難所運営委員会（救護衛生班）とが協力

して体制を整える。この際、地域住民及び避難者の中にいる、有資格者

や専門家等にも協力を求め、運営体制を整備する。 

  イ 福祉避難所 

市担当職員を配置するとともに、専門的人材や一般ボランティアの配

置を行う。福祉避難所の管理者は、避難者に対する「日常支援」「相談対

応」「体調変化への対応」を行うための施設職員を配置する。 

また、当該施設の入所者の処遇に支障を生じたり、施設の運営体制を

阻害したりすることのないよう、必要な支援を行う。 

 ② 展開・安定期（24 時間～１週間） 

   避難者が避難所のルールに従って、一応の生活を安定できるよう、個々

の項目について具体的内容や留意点を規定する。 

 

 

 

 ③ 撤収期（１週間後） 

利用が長期化し、避難所によって避難者数にばらつきが出るなどした場合

は、避難所を統廃合し、順次、閉鎖する。 

開設期間は、災害発生の日から最大限 7 日以内とする。ただし、期間内

の閉鎖が困難なときは、期間延長を県を通じて厚生労働省と協議する。 

（３）資料 

 ・ リスト：指定した福祉避難所の連絡先等の情報 

 ・ 文案：「生活ルール」「物資、食品などの配分方針」等貼り紙の文案 

 ・ 様式：避難者名簿、避難所状況報告書、主食依頼票など様式類の雛型 

避難者名簿の作成・管理、飲料水・食料及び物資の調達等、トイレ 

に関する対応、防疫に関する対応、緊急入所等の実施 など 
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５ 福祉避難所 

1 介護老人保健施設おおぞら 京田490

2 高岡老人保健施設長寿苑 京田72

3 短期入所生活介護　雅 京田281-1

4 あしつきふれあいの郷 博労本町4-1

5 高岡市社会福祉協議会 清水町1-7-30

6 横田 特別養護老人ホーム藤園苑 早川390-1

7 西条 介護老人保健施設やすらぎ 美幸町1-1-53

8 こまどり支援学校 江尻1289

9 県立高志支援学校高等部こまどり分教室 江尻1289

10 特別養護老人ホーム二上万葉苑 二上町1004

11 県立高岡支援学校 東海老坂831

12 特別養護老人ホームあさひ苑 角561

13 老人保健施設しきのケアセンター 鷲北新480

14 野村 特別養護老人ホームのむら藤園苑 野村921-１

15 特別養護老人ホーム鳳鳴苑 蔵野町３

16 介護老人保健施設きぼう 和田1055

17 県立高岡聴覚総合支援学校 西藤平蔵700

18 千鳥丘 ワークスたかおか 立野2412

19 東五位 特別養護老人ホーム香野苑 上渡161

20 伏木 特別養護老人ホームふしき苑 伏木国分1-10-10

21 特別養護老人ホーム雨晴苑 太田58

22 老人保健施設アルカディア雨晴 太田桜谷23-１

23 特別養護老人ホームはるかぜ オフィスパーク13

24 つくしの家といで 戸出吉住503

25 戸出西部 特別養護老人ホームだいご苑 醍醐1257

26 特別養護老人ホーム志貴野長生寮 滝新21-１

27 志貴野苑 葦附1239-27

28 志貴野ホーム 下麻生5340

29 かたかご苑 滝新15

30 特別養護老人ホームアルテン赤丸 福岡町赤丸1103-１

31 老人保健施設さくら苑 福岡町大野145

下関

博労

成美

万葉

番号 校区 施設名 住所

福岡

能町

南条

太田

戸出東部

中田

 


