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第１章 平常時における取り組み 

１ 対象者 

(1) 対象者の範囲 

福祉避難所は、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。）を対象とする。 

なお、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等の入所者は、当該施設で適切に

対応されるべきであり、原則として福祉避難所の対象としない。 

また、介護認定を受けている者又は被災後介護認定を受けた者、身体状況等の悪化

により緊急に入院加療が必要な者等については、緊急入所、ショートステイ、緊急入

院等により対応する。 

福祉避難所対象者（例） 

① 高齢者 

 ・ 要介護高齢者 

 ・ 寝たきり高齢者及び認知症高齢者 

② 障害者（児童福祉法（H22.12.12 法律第 164 号）の障害児を含む） 

・ 身体障害者(視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者等) 

・ 知的障害者 

・ 精神障害者 

③ その他 

・ 人口呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者 

 ・ 妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者 など 

 

 (2) 対象者の所在把握等 

   市は、災害時において、対象者を速やかに選定し、福祉避難所へ移送できるよう、

平常時から高岡市災害時要援護者避難支援計画に定める「総体情報」及び「個別情報」

により、対象者の現況等を把握する。 

   特に、人工呼吸器や酸素供給装置等を在宅で使用している難病患者及び人工透析患

者など、病院や専門施設への緊急一時入所が必要な者の所在把握に努める。 
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２ 福祉避難所の指定 

 (1) 種類 

拠点避難所の小中学校に福祉避難室を設置する。福祉避難室は、避難住民のうち体

育館等では避難所生活が困難な要援護者を対象とする。 

福祉避難所は、福祉避難室で対応が困難となる要援護者を対象とし、現況において

入所が可能な老人福祉施設等の施設を指定する。また、それらが不足する場合は、宿

泊施設で対応する。 

 

 

福祉避難所の種類 対象者等の考え方 長所（○）・短所（×） 

ア 拠点避難所（福祉避難室） 

・ 小・中学校 

災害時にすぐに避難できる小中

学校の中に、介護や医療相談等

を受けることができる空間を確

保する。専門性の高いサービス

は必要としないものの、通常の

避難所では、避難生活に困難が

生じる要援護者を対象とする。  

○自宅に近い。 

×機材の整備・人材の

確保で立ち上げに

時間がかかる。 

イ 福祉避難所 

・ 老人福祉施設 

・ 障害者支援施設 

・ 特別支援学校 等 

障害の程度の重い者など、医療

サービスを含め、より専門性の

高いサービスを必要とする要援

護者で、福祉避難室では避難生

活が困難な要援護者を施設・設

備、体制の整った施設に避難さ

せる。 

○物資、機材、人材が

整っている。 

×避難が長期化する

と本来業務に支障

をきたす可能性あ

り。 

・ 宿泊施設（公共・民間） 老人福祉施設等の福祉避難所が

不足する場合に避難させる。 

○宿泊機能が整備さ

れている。 

×福祉サービスを提

供する人材の確

保・派遣に支障をき

たす可能性あり。 
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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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 (2) 福祉避難所の指定 

  ア 指定要件 

    福祉避難所の指定要件は、原則として次のとおりとする。 

区分 詳細 

(ｱ) 施設自体の安全性 

・耐震、耐火構造の建築物であること 

・土砂災害危険箇所区域外であること 

・過去の浸水実績や浸水予測結果から判断し、要援護

者の安全空間(階)を確保することができること 

(ｲ) 施設内における安全性 ・バリアフリー化されていること 

(ｳ) 避難スペース ・避難者用ｽﾍﾟｰｽが確保されていること 

   ※(ｱ)、(ｲ)については、市内における福祉避難所として利用可能な施設数やその構

造、設備状況等を踏まえ、応急危険度判定を行うことやスロープ等を仮設資機材

により対応すること等を前提条件として、指定する場合もある。 

   ※土砂災害警戒区域内の施設は、県・市・専門家で現地調査を実施し、土砂災害の

危険度を判定するほか、雨量や余震などの気象情報を総合的に判断して福祉避難

所の開設を決定する。ただし、施設の避難マニュアルにより避難を実施するとの

判断がされた時点で福祉避難所の開設は中止とする。 

  イ 指定 

    市は、上記の指定要件を踏まえ、対象施設を福祉避難所として指定するともに、

下表に示す情報を整理しておく。 

    民間施設を福祉避難所に指定する場合は、当該施設管理者との間で十分協議を行

い、「災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定書」（様式 10号）を

締結する。なお、特別養護老人ホーム等の入所居住型施設については、災害時にお

いて福祉避難所として利用した場合に、入所者の処遇に甚大な支障が生じないか確

認する。また、市域内の福祉避難所で対応が困難になった場合には、市域外の福祉

避難所等に一時的に要援護者を避難させることも想定されることから、近隣市並び

に関係団体との協力関係の構築を検討する。    （資料：福祉避難所一覧表） 

区分 詳細 

(ｱ) 基本情報 
施設の名称、郵便番号、住所、固定電話・FAX 番号、管理者名 

緊急時・時間外等の連絡先（固定電話又は携帯電話・FAX 番号） 

(ｲ) 構造情報 建築年月、構造、階数、耐震性の有無 

(ｳ) 設備情報 
ﾄｲﾚ、障害者用ﾄｲﾚ、文字放送対応 TV、ﾊﾟｿｺﾝの有無 

入浴･ｼｬﾜｰ、給食設備、冷暖房設備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｽﾛｰﾌﾟ、非常用電源の有無 

(ｴ) 保有車両情報 福祉車両、一般車両の数量等 

(ｵ) 保有人材情報 

看護師、保健師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、ﾍﾙﾊﾟｰ、身体障

害者相談員、知的障害者相談員、手話通訳者、要約筆記者、点訳可能者、

音訳可能者等)、精神保健福祉ボランティア、助産師、管理栄養士の人数 
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３ 施設整備 

   市及び福祉避難所の施設管理者は、当該施設が福祉避難所として機能するための必

要な下記施設整備を行うように努める。 

   ・段差の解消、スロープの設置、手すりや誘導装置の設置、障害者用トイレの設置

などの施設のバリアフリー化 

   ・通風・換気の確保、冷暖房設備の整備 

   ・情報関連機器（ラジオ、テレビ、電話、ファクシミリ、パソコン、電光掲示板等） 

   ・その他必要と考えられる施設整備 
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４ 生活用品等、人材、移送手段の確保 

(1) 生活用品等の備蓄・調達 

市は、福祉避難所の施設管理者と連携し、必要な生活用品、物資、器材の備蓄に努

めるとともに、自治体間の「相互応援協定」や民間事業者との「物資の供給等に関す

る協定」を締結するなど調達体制を強化する。 

また、災害時に必要な物資・器材を速やかに確保できるよう、物資・器材の台帳を

整備する。 

 (2) 人材の確保 

市は、要援護者の避難生活を支援するために必要となる専門的人材の確保に関し、支

援の要請先リストを整備するとともに、福祉避難所の施設管理者などの関係団体・事業

者と災害時において人的支援を得られるよう協定を締結するなど連携を図る。 

ボランティアについては、専門的技能を持った者を確保できるよう、市社会福祉協議

会と連携してボランティア登録を勧めたり、ＮＰＯ団体やボランティア団体からの派遣

協力を得られるよう連携体制を強化する。 

分  類 種  類 

① 高 齢 者 、 身 体 障 害 者 

  

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ、看護師、保健師、介護福祉士、介護支援専門員、社会福

祉士、精神保健福祉士、作業療法士 等 

②視覚障害者 ガイドヘルパー、点訳 等 

③聴覚障害者 手話通訳、要約筆記 等 

④内部障害者 看護師、准看護師 等 

⑤精神、知的障害者 精神保健福祉士、保健師 等 

⑥妊産婦 助産師 等 

⑦乳幼児等 保育士 等 

⑧外国人 通訳ボランティア、翻訳ボランティア 等 

⑨メンタルヘルス 精神保健福祉ボランティア、心理カウンセラー 等 

⑩その他 歩行訓練士、義肢装具士、福祉機器の専門家 等 

区分 一般 災害時要援護者 

①食料・飲料水 

アルファ化米、乾パン、飲料水（ペ

ットボトル） 

乾燥かゆ、粉ミルク、離乳食、栄養補

助食品、疾病（ｱﾚﾙｷﾞｰ体質を含む。）

に応じた食品等 

②生活必需品 

毛布、ﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ポリ袋、

ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ、懐中電灯、乾電池、ﾋﾞﾆ

ｰﾙｼｰﾄ、ｶｲﾛ、消毒液、石鹸、ﾏｽｸ、

下着、衣類等 

哺乳ビン、紙おむつ（乳児用、大人用）、

生理用品、電気ポット、カセットコン

ロ、ストーブ、マット等 

③その他 

仮設トイレ、ベッド、担架、ﾊﾟｰﾃ

ｰｼｮﾝ 

洋式ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ、車椅子、歩行補助つ

え、補聴器、収尿器、ｽﾄｰﾏ用装具、気

管孔ｴﾌﾟﾛﾝ、酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ等の補装具等 
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 (3) 移送手段の確保 

要援護者が拠点避難所（福祉避難室）へ避難する場合は、原則として、本人及びその

家族が、自主防災組織、民生委員・児童委員、支援団体による地域ぐるみの支援を得て

行う。この際、本市災害時要援護者名簿欄の「支援者」や「避難方法」、「避難経路」

を空欄とせずに、しっかりと記入し、一人ひとりの要援護者に対して複数の避難支援者

を定める等、具体的な避難支援プランを作成しておくことが重要である。 

拠点避難所（福祉避難室）で対応が困難な要援護者を福祉避難所へ移送する場合や、

緊急に入所施設等へ移送する場合は、原則として、市及び地域ぐるみの支援によるもの

とする。ただし、これが困難な場合は、要援護者の状態に配慮した適切な移送手段を確

保できるよう、福祉避難所の管理者と協議し、移送手段の確保策を検討するとともに、

福祉車両、救急車両、一般車両等の移送手段の調達先を把握しておく。 

区分（対象） イメージ 特徴 

①セダン型 

（目や耳の不自由

な方等） 

  

利用者の状況に合わせた乗降介護が上手にできれば、走行中の安定

が良いという利点がある。ドアの開く角度の大きい車両や、後部ド

アの上部天井が開閉するルーフハッチ式車両、前部座席との間隔が

広い車両なども開発されている。 

②回転シート型 

（介助があれば車

椅子を降りて移動

できる方等）  

回転シート型の車両は、座ったままで乗降ができるように、座席が

ドア側に 70～90 度回転する。シートは後部座席に装備されている

車両と、助手席に装備されている車両があり、手動または自動で操

作ができる。 

③車椅子型 

（車椅子から降り

ることができない

方等）  

車椅子に座ったまま乗降ができる車両で、車いすを車内で固定す

る。後背部からの乗降方式の車両が大半である。乗降の方法に応じ

て、リフト型とスロープ型の２つのタイプがある。車いすの固定方

式も工夫されたものが開発されており、安全性も高まっている。 

④寝台型 

（ベッドから起き

上がることができ

ない方等）  

寝台（ストレッチャー）に体を寝かせたまま乗降が行える。これに

より家庭のベッドから病院のベッドまで寝たままで移動できる。寝

台仕様の車両には車いす仕様との兼用できる車両もある。 

⑤リフト付バス 

（通学バスや団地

での移動） 
 

車椅子に座ったまま乗降ができるようなリフト付きのバス。学校へ

の通学や、旅行などの団体での移動に利用されている。 

※ 財団法人全国福祉輸送サービス協会のホームページより 
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５ 社会福祉施設、医療機関等との連携 

 (1) 設置・運営にかかる連携強化 

   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、市は、様々な機会を通じて平常時から

連携を図る。 

 

 (2) 緊急入所等への対応 

   在宅での生活の継続が困難な要援護者や福祉避難所での避難生活が困難な要援護者

については、緊急入所、緊急ショートステイ等で対応する必要がある。このため、市

は、緊急入所等が可能な施設を把握し、整理するとともに、社会福祉施設と事前に協

議を行い、要援護者の緊急入所について協定を締結するなどの連携を図る。 

   また、要援護者の症状の急変等により医療処置や治療が必要になった場合は、医療

機関に移送する必要があることから、市は、平常時から市医師会、医療機関及び関係

団体との連携を図る。 
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６ 運営体制の事前整備 

 (1) 災害時要援護者支援班の設置等 

   市地域防災計画及び市災害時要援護者避難支援計画では、市災害対策本部の福祉保

健部に、庁内における横断的組織として災害時要援護者支援班を設置することとして

いる。 

   市は、災害時には、この災害時要援護者支援班を中心に、福祉避難所への移送が必

要な要援護者の把握を速やかに行うとともに、拠点避難所（福祉避難室）及び必要な

福祉避難所を開設し運営できるよう、あらかじめ、担当職員を指名しておくなど、要

員を派遣する体制を整える。 

 

(2) 運営体制の事前整備 

ア 拠点避難所（福祉避難室） 

福祉避難室は、拠点避難所（小・中学校）の中に、介護や医療相談等を受けること

ができる空間を確保したものを想定しているため、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。また、地域住民及び避難者の

中にいる、有資格者や専門家等（看護師、保健師、介護福祉士、社会福祉士、理学療

法士、ヘルパー、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、高齢

福祉推進委員等）にも協力を求め、体制を強化する。 

市は、この体制を円滑に整備できるよう、平常時から自主防災組織や福祉関係団体

との連携に努める。 

 

  イ 福祉避難所 

福祉避難所は、施設・設備、体制の整った社会福祉施設等を想定しているため、当

該施設の体制を基本にすることとし、市担当職員の配置、専門的人材や一般ボランテ

ィアの確保・配置を行う。 

市は、この体制を円滑に整備できるよう、平常時から福祉避難所の管理者をはじめ

とした関係機関との連携強化を図る。 
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図２：福祉避難所（避難所）の運営体制図 
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７ 設置・運営訓練の実施等 

 (1) 知識の普及啓発 

   市は、災害時において円滑に拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所が設置・運

営できるよう、平常時から要援護者本人やその家族、支援者、福祉・保健・医療関係

者等に、指定した福祉避難所に関する情報及び本マニュアルを周知し、要援護者対策

や防災対策、福祉避難所の目的やルール等に関する知識の啓発に努める。 

   特に、要援護者及びその家族、地域ぐるみの支援体制を構築する自治会、自主防災

組織、消防団などの地域防災の中心団体や、社会福祉協議会、民生委員・児童委員な

どへの周知徹底を図る。 

 

 (2) 訓練の実施 

   市は、総合防災訓練において、校下（地区）連絡協議会と協力し、災害時を想定し

た図上訓練や実践型の拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所の設置・運営訓練に

ついて、企画・実施する。 

   実施後は、訓練を通じて明らかになった問題・課題を訓練終了後に整理し、その結

果を本マニュアルの改訂や次回訓練に活用する。 
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第２章 災害時における取り組み 

１ 福祉避難所運営の流れ 

避難所においては、発災直後の状況から避難生活が長期化した場合に至るまで、時間

の経過とともに対応すべき課題が変化することから、次の３つの段階に分けて運営内容

を整理する。 

なお、福祉避難所の開設期間は、原則として、災害発生の日から最大限 7日以内とす

るが、やむを得ず 7日間の期間内で避難所を閉鎖することが困難なとき、市災害対策本

部は、必要最小限の期間の延長について、県を通じ厚生労働省と協議する。 

 

 ア 初動期（発災直後～24 時間） 

   大規模かつ突発的な災害の場合、更に休日の夜間や早朝などの場合、避難所に最初に到着

するのは避難してきた地域の住民であることが想定される。避難してきた住民は、初期の避

難者の中から自主防災組織や自治会の会長などが中心となり、応急的な避難所の開設と運営

を行う組織を作る必要がある。 

   福祉避難室は、拠点避難所の開設後、ただちに設置する。 

   福祉避難所は、避難者の状況により開設の必要性を確認し、「開設」「住民への周知」「対

象者の選定・受入」「運営体制の整備」等を行う。 

 

 イ 展開・安定期（24 時間～１週間） 

   拠点避難所では、避難者が主体となって本格的な避難所運営組織（避難所運営委員会）を

立ち上げる。また、施設の担当者の協力のもと、市災害対策本部に避難所の状況を報告し、

必要な資機材等を要請する。大規模な災害で避難生活が長期化した場合、避難者のみならず

地域住民やボランティアなどとの連携も重要になる。 

     福祉避難所では、運営業務の具体的な内容や緊急入所等を実施する。 

 

 ウ 撤収期（１週間目以降） 

   拠点避難所では、ライフラインが回復し、仮設住宅への入居が開始される概ね２週間目

以降の時期になると、撤収に向けた準備に入る。この時期には、退所する避難者の数も増え、

運営組織も縮小傾向に向かう。一方で、避難所には自立困難な避難者が次第に目立ってくる

時期でもあり、避難所運営委員会のリーダーは地域の世話役として最後まで適切な対処に努

める。 

拠点避難所（福祉避難室）を閉鎖した場合は、後片付け・清掃を行い、避難所を撤収する。 

   福祉避難所は、１週間を目途に避難所の統廃合、閉鎖を検討し実施する。 
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２ 初動期（発災直後～24 時間） 

 (1) 開設及び要援護者の受入 

   ア  開設 

    市災害対策本部は、災害発生または災害発生のおそれがある場合、拠点避難所内

に福祉避難室を開設するとともに、福祉避難所への移送が必要な要援護者がいると

判断した場合は、応急危険度判定等による施設の安全確認を行ったうえで、「福祉

避難所開設及び使用要請書」（様式１号）を福祉避難所の管理者に提出し、開設及

び対象者の受け入れを要請する。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話又は電

信により要請し、その後すみやかに「福祉避難所開設及び使用要請書」（様式１号

を提出する。 

  イ  住民等への周知 

市災害対策本部は、拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所を開設したときは、

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

を周知する。 

  ウ  対象者の選定・受入 

福祉避難所の施設管理者は、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。この際、市災害対策本部は、福祉避難所の施設管理者に対し、高岡

市個人情報保護条例の規定に基づき必要な情報を提供し、福祉避難所の管理者は、そ

の情報について管理を徹底するものとする。 

市災害対策本部は、開設した避難所に担当職員を派遣するとともに、要援護者の状

態を考慮のうえ対象者を選定し、必要性の高い者から優先的に移送する。 

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。 

    なお、あらかじめ指定した福祉避難所が不足する場合は、厚生労働省と協議の上、

公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借上げ等により対応する。 

  エ  人員の配置と器材の確保 

市災害対策本部は、福祉避難所の施設管理者と連携し、概ね 10人の要援護者に 1

人の生活相談職員等を配置する。また、要援護者に配慮したポータブルトイレ、手

すり、仮設スロープ、情報伝達機器、パーテーション等の器材、日常生活上の支援

を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗物資を確保する。 

 

 (2) 担当職員の配置等 

   市災害対策本部は、拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所を開設するときは、担

当職員を派遣し管理にあたる。当面は 24 時間対応が必要な場合も考えられるため、交
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代要員を確保する。なお、大規模災害発生当初には、派遣する職員を確保できない場

合があるため、福祉避難所の施設管理者等の協力を得て対応を図る。 

拠点避難所（福祉避難室）では、市担当者は、当該避難所の避難所運営委員会（救

護衛生班）と連携を図りながら支援する。 

福祉避難所では、福祉避難所の管理者は、市災害対策本部の要請に基づき、避難者

に対し「日常生活の支援」「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。 

 

 (3) 運営体制の整備、活動支援 

  ア 拠点避難所（福祉避難室） 

 福祉避難室の設置及び管理については、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。 

また、地域住民や避難者の中にいる有資格者や専門家等（看護師、保健師、介護

福祉士、社会福祉士、理学療法士、ヘルパー、民生委員・児童委員、身体障害者相

談員、知的障害者相談員、高齢福祉推進委員等）にも協力を求め、運営体制を強化

する。 

 

  イ  福祉避難所 

福祉避難所の設置及び管理については、福祉避難所の施設管理者に委託する場合

もあることから、市災害対策本部は、連絡調整やボランティアの調整等を行う担当

職員を配置するとともに、県と連携しながら、専門的人材や一般ボランティアを配

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配慮する。 
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３ 展開・安定期（24 時間～１週間） 

個々の拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所では、市担当者、避難所運営委員会、

福祉避難所の施設管理者が協力して、次の業務を行う。 

 (1) 避難者名簿の作成・管理 

   「避難者名簿」（様式２号）を作成し、随時更新する。登録にあたっては、災害時

要援護者またはその家族に、特別な要望事項を記入してもらう。 

   名簿作成の際は、障害者に携帯をすすめている「避難カード」（様式３号）を活用

するとともに、個々の障害者が必要とする器具などを確認する。 

   また、各要援護者について、「健康相談票」（様式４－１号）及び「経過用紙」（様

式４－２号）を作成する。 

   毎日、「避難者名簿」（様式２号）の整理及び集計を行い、「避難所状況報告票」

（様式５号）の集計結果を記入して市災害対策本部へ報告する。 

   氏名・住所等の公表については、避難者自身に確認のうえ行う。 

   退所の際は、転出先を確認し記録する。 

（文案１：福祉避難所での生活ルール） 

 (2) 飲料水・食料及び物資の調達等 

  ア  調達 

物資等の調達にあたっては、その内容及び数量を取りまとめ、「主食依頼票」（様

式６号）及び「物資依頼票」（様式７号）に記入し、市災害対策本部に要請する。 

その際には、必要な物資を的確に把握し、余剰物資が発生しないように注意する。 

（文案２：食料・物資などの配分方針） 

 イ  受入・管理 

物資等が配送されてきたときは、「物資依頼票」（様式７号）に署名して受け取る。 

物資等の保管にあたっては、物資を大分類、中分類、小分類などに整理し、「物資

管理簿」（様式８号）に物資の名称・数量を記入し、在庫管理する。 

 ウ  配給 

   避難者への配給にあたっては、ルールを定め公平性の確保に最大限配慮して行う。 

また、乳幼児には粉ミルクや離乳食、高齢者にはやわらかい食事、要援護者の特性

に基づく固有の物資など、特別な要望については、個別に対応する。 

 (3) トイレに関する対応 

   必要な場合は、福祉避難所の施設管理者と調整し、簡易トイレや仮設トイレを設置

する。 

   トイレ使用上の注意事項を福祉避難所内のトイレ及び仮設トイレ等にそれぞれに張

り出し、周知徹底を図る。 
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   福祉避難所の施設内トイレ及び仮設トイレなどの清掃、手指消毒液の交換などの衛

生管理は毎日行い、要援護者の家族で手伝える人がいれば協力を依頼する。 

   消毒液、トイレットペーパーを確保する。 

   仮設トイレ等のくみ取りは、状況を見て早めに行う。 

（文案３：簡易・仮設トイレ使用上の注意事項） 

(4) 清掃・ゴミ処理に関する対応 

   福祉避難所の施設管理者と調整のうえ、ゴミの集積所を指定し、張り紙等で避難者

へ周知する。 

   ゴミ集積所は、できるだけ屋根付きで屋外の直射日光の当たらない場所を選定し、

定期的に消毒する。 

ゴミは避難者各自が、可燃・不燃ゴミ等に分別し、所定の場所へ運ぶ。 

福祉避難所内の共有スペースなどの清掃は、要援護者の家族等で手伝える人の協力

を求める。 

 (5) 防疫に関する対応 

   食中毒や風邪などの感染症が流行しないように、避難者やその家族の協力を得て、

ゴミ処理や防疫に注意する。 

うがい、手洗いを励行し、手洗場に消毒液を配置する。消毒液は、常に補充する。 

手洗い・洗顔・洗髪、洗濯などの生活用水、洗濯場や物干場を確保する。 

風呂の利用計画を作成し、周知する。 

風邪や下痢など体調を崩している人の有無を把握する。 

(6) 電話の問合せや避難者の呼び出し 

   郵便や電話の問い合せのために行う呼び出しは、放送設備を使う場合には、他の避

難者への迷惑となることも考えて最小限に留めるとともに、時間を決めて行うなどの

工夫をする。 

   電話等による安否確認や所在確認があった場合は、「避難者名簿」（様式１号）と

照合し対応する。 

 (7) 生活情報の提供 

   避難者に必要な情報を収集し、掲示板・張り紙・コピーの配布など多様な手段で提

供する。 

   口コミの情報は、実際に確認してから広報する。 

   不要となった情報も、後に問合せ等で必要になる場合もあることから、整理して保

管しておく。 

  （情報例） 

・ 被害・安否情報 

・ 医療機関・救護所の開設情報 

・ ライフラインの復旧情報 
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・ 交通機関の復旧・運行情報 

・ 生活支援情報 

・ 生活再建情報 

・ 長期受入施設に関する情報 など 

 (8) ボランティアの対応 

   必要とするボランティアの分野・人数・期間等を把握し、市災害対策本部へ派遣要

請する。 

   派遣されたボランティアに対し、ボランティア活動の注意事項を説明し、「ボラン

ティア受付票」（様式９号）を作成し管理する。 

（文案４：ボランティア活動の注意事項） 

 

 (9)福祉サービス等の提供 

   拠点避難所（福祉避難室）及び福祉避難所におけるホームヘルパーの派遣等、福祉

関係法による在宅福祉サービス等の提供は、福祉各法による実施を想定しており、災

害救助法による救助としては予定していない。 

   このため、要援護者が災害発生前に受けていた福祉サービスや医療を、災害後も継

続的に受けることができるよう対応を図ることが重要であるため、市災害対策本部は、

福祉サービス事業者、保健師、民生委員・児童委員等と連携を図り、避難している要

援護者に対し必要な福祉サービスを提供するよう努める。 

 

(10) 緊急入所等の実施 

在宅での生活の継続が困難な要援護者や避難所あるいは福祉避難所での避難生活が

困難な要援護者については、緊急入所、緊急ショートステイ等により適切に対応する。 

要援護者の症状の急変等により医療処置や治療が必要になった場合は、医療機関に移

送する。 

 

※ この他、詳細な運営内容は、高岡市避難所運営マニュアル（H21.3）を参考に行う。 
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４ 撤収期（１週間目以降） 

 (1) 統廃合 

福祉避難所の利用が長期化し、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、市災害対策本部は、統廃合を図る。なお、統廃合を行う際は、その必要性につ

いての理解と協力を求めるため、避難している要援護者及びその家族に十分に説明す

る。 

 

 (2) 撤収、閉鎖 

   福祉避難所の開設期間は、原則として、災害発生の日から最大限 7日以内とするが、

やむを得ず 7日間の期間内で避難所を閉鎖することが困難なとき、市災害対策本部は、

必要最小限の期間の延長について県を通じ厚生労働省と協議する。 

避難している要援護者が撤収し、福祉避難所としての目的を達成したときは、必要

な原状回復を行い、福祉避難所を閉鎖する。 

 

 

 

 


