
避難所開設・運営
シミュレーション

避難所開設運営ワークショップ

小学校・地震の場合
～みんなで避難所の開設運営を共有する～
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避難所開設・運営シミュレーションについて

このシミュレーションでは、
具体的な時間や日時などに関
係なく、避難所で起こる出来
事について、どんな対応が必
要か、またその対応をするた
めに、日ごろから私たちが、
地域や自主防災で取り組まな
ければいけないことは何か等
を考えるものです。
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地域の指定避難所となる「小学校」を対象に避難所の開
設や運営について考えます
避難所で起こる出来事や、決めなければならない約
束などを、「課題カード」として配ります。その答
えを各グループで話し合って決めていきます。

課題は2種類あります。
①答えを「施設図面」に書き込む課題

②答えを「検討用紙」に書く課題

各グループには、避難所の施設図面、マジックイン

キ、ボールペン、付箋紙が用意されています。
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シミュレーションの進め方

はじめに
グループで進行役のリーダーと、記録用紙や図面に
記入する記録係を決めてください
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ここには、実際の避難施設の図面を掲載してください。すでに部屋ご
とに収容人数がわかっていたり、施設管理者と話し合って使用禁止場
所などを決めている場合は、例のように人数や×印をつけておくとわ
かりやすいです。
この図面の他に、体育館の図面も準備しましょう。

図面は、体育館や部屋の大きさ、出入口、グランドの出入口などがわ
かるようにしておきましょう。

〇〇小学校
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小学校全体で、危険箇所や使
用禁止の部屋、避難者が入れ
る場所、その他避難者のため
に新たに設置する設備等につ
いて、グループで相談して決
めて「施設図面」に書き込ん
でいきます。
場所を決めるだけでなく、理
由も意見交換して、どこがよ
いか等を決めてください。
決めたら、記入し、理由など
がある場合は付箋紙に記入し
てください。
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施設図面に書き込む課題について
記入例

１Fでバリア
フリーなので
足腰の弱いお
年寄りや車い
すの人

高齢者
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グループで対策を検討する課題が出されたときは、グ
ループで話しあった内容を記録係の人が「検討用紙」
に記入してください
一つの課題につき検討する時間は、10分としますので
時間を守ってください
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検討用紙に記入する各課題について

課題 要配慮者への対応について 
乳幼児や妊産婦が避難してきました。避難所のリーダーとしては、これらの避難者をどのよ

うに対応しますか。 
注意しなければならないことは何でしょうか。 
 
どんな対応が必要か 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要なものは何か 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

イメージ

ここにグループで出た意見や、話やって決
めた内容などを記入してください。
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今回の避難所開設・運営シミュレーションは、地震
の場合を想定します。

地震の状況

日曜日の午後

地震は、〇〇を震源域とする地震で地震の規模は、
マグニチュード6.8。震源の深さ約12km。

この地震による津波の心配はありません。

〇〇市では、震度6強を観測しました。

今後も地震が続く心配があります。
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訓練の前提
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• 家屋など建物の倒壊が数カ所で発生し、一部で火災が発生

• 町内の数カ所で、建物の倒壊等の影響で道路の通行が不能

• 山手の斜面は、崩壊や土砂災害が発生し、道路が通れない

• 海岸近くの地域で液状化が起こり、マンホールなどが浮上
している

• 負傷者が出ていて、消防署に通報が殺到して119番はつな
がりにくい状況

• 救急車と消防車はすべて出動している

• 広範囲で断水と停電が発生し、ガスの供給が停止

• 下水道の損傷がわからないため、水洗トイレも流せない状
況で使用禁止

• 一般電話・携帯電話ともに輻輳してつながりにくい状況

• 携帯電話のメールなどやSNSなどの投稿等は、通信に時間
がかかるが使える状況
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地震直後の状況
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みなさんの状況

• 家族の安全が確認できて、けがもしていま
せん。

• 余震が続いていて不安なので、家族や近所
の人と避難所にやってきました。

• 皆さんは、普段町会の役員だったことから
、避難所開設や運営の役につくことになり
ました。
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この避難所は、4町会の指定避難所となっています
避難者がグランドに集まってきています。
グランドで少年野球をしていた子供たちと指導者が
います。
子どもたちは、この小学校の児童なので、家族が避
難所に来るまで、グランドで待っているということ
です。
近くに住んでいる先生一人がちょうど学校にかけつ
けました。
先生が学校の建物の安全点検をして、倒壊の危険は
なく、使えるということです。
体育館のカギは開けてもらうことができ、役所からはま
だ誰も来ていません。
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避難所である〇〇小学校の状況
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危険箇所と立入禁止箇所を確認
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避難所は、一部の窓ガラスが割れ、書庫が倒れて中身が散乱
している状況です。
避難者を受け入れる前に、安全点検が必要です。
平日だったため教室は先生たちが点検して片付けています。
とりあえず、体育館を避難者の受入場所として使うことにな
りました。建物の安全点検が済んでいますが、体育館の中を
確認しなければいけません。

施設図面に記入する課題です

課題１

①施設図面に、安全点検の必要がある場所を考
えてその部分を赤色で囲み、その理由を「付箋
紙」に書いて貼ってください

②避難者が入ってはいけない場所（立ち入り禁止
）には赤い✖をつけてください
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体育館の避難者スペース決め
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４町会（例：北山町会、南川町会、西海町会、東山町会）の

人たちが避難してきます。

課題２
施設図面に記入する課題です

体育館に避難者スペースをどのように配置したらいいか考
えましょう。配置を決めるスペースは、「各町会のスペース」
以外に、「受付」や障がいを持った人や、具合の良くない高
齢者や病人など配慮が必要な人たち用の「福祉避難スペ
ース」、「更衣スペース」や「授乳スペース・おむつ替えスペー
ス」、「地域外避難者スペース」を考えてみましょう。決めた
ら図面に記入してください。配置スペースの他、通路も決め
てください。それぞれ何のスペースかも記入してください。
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避難者がそれぞれの町会のスペースに避難しています。この
後食料や物資の調達のため、人数を確認しなければいけませ
ん。
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避難者名簿の作成課題3
検討用紙に記入する課題です

どの様な方法で、避難者名簿を作成するのがよいでしょう
か。そのために、必要なもの（鉛筆等）と普段から検討し
ておくべきことを考えください。
例えば
• 名簿記入用紙を各町会で集約する
• 受付に並んでもらう
• 鉛筆と様式を体育館に備蓄しておく
• 名簿の記入について事前に町会で周知しておく
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要配慮者の場所を考える
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病人や体の弱っている高齢者、大勢の人と過ごすのが不
得意な人など配慮が必要な人たちについて、どこかほか
に過ごせる部屋はないでしょうか。

課題４
施設図面と検討用紙に記入する課題です

配慮が必要な人たちの部屋に適している教室等（体育館
以外）を緑色で囲ってください。どんな部屋がよいか条件
などを考えてください。
配慮が必要な人の例
• 足腰の弱い高齢者や車いす利用者と介護者
• 知的障がいや発達障がいの人や介護者
• 療養中などの病人と介護者

14



トイレが使えない

学校のトイレは、断水で水が流れず、下水も使えるか確認
できないため使えません。役所は仮設トイレの緊急手配を
要請していますが、すぐには設置できないようです。段ボ
ール式の簡易トイレは午後5時には5個届くようですが、避
難者は280人くらいになっているため、足りません。

課題５
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検討用紙に記入する課題です

仮設トイレが設置されるまで、どの様な工夫をしてトイレを
使えるようにしますか。
不足するトイレをどのように補うか、アイディアや方法を考え
てください。また、そのために必要なものや普段からしておく
ことなども考えてください。
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女性に配慮した避難所
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体育館で集団の生活になるため、女性に対する配慮も検討し
なければいけません。

トイレや更衣室は男女別々に設置するだけでなく、性被害な
どが起こらないような注意も必要です。過去の災害時には、
避難所で女性や子供たちが性被害にあった事例が多くありま
す。

課題６
検討用紙に記入する課題です

避難所生活において、女性に配慮するために必要な注意
事項などを検討し、そのために必要なものや事前から取り
組んでおくことなどを考えてください。
例
• パトロールする
• トイレや更衣室は、のぞかれないような工夫をする
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車中泊避難の希望者
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障がいのある家族や集団での生活が苦手な家族などが、自家
用車で避難所までやってきてグランドに駐車して車中泊で避
難生活をしたいと希望する人もいます。2016年の熊本地震で
は余震が続き、多くの人が不安などから車中泊避難をしてい
ました。

課題７

施設図面と検討用紙に記入する課題です

車中泊避難者用の駐車場所を決めて施設図面に青色で
囲い、車泊と記入ください。
車中泊避難で注意しなければいけないことなどを考えてく
ださい。
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ペット同行の避難者

© ADI一般社団法人 災害研究所避難所開設運営シミュレーションキット

ペットを連れて避難する家族が増えてきました。犬や猫など
ペットを連れた避難者は、「ペットも家族なのでできれば一
緒にいたい」とか、「地震で不安がっているので近くにいた
い」という希望を言っています。

課題８
施設図面と検討用紙に記入する課題です

ペット同行の避難者には、どの様な対応が必要でし
ょうか。ペットはどうするか、どんな注意が必要か検
討用紙に記入してください。また、ペットの場所を考
えて施設図面で囲い「ペット」とに記入してください。
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