
大規模災害を知る勉強会と
避難所運営（設立）等訓練

開催日 平成３０年６月９日（土）

主催：真鶴町自治会連合会



訓練
①避難所運営体制と連絡体制の確立

（各班設置）

②避難者の受付と避難者誘導等

担当 真鶴町自治会連合会

レジュメ
勉強会
①東日本大震災DVD視聴
②関東大震災における真鶴町の被害状況
③避難所運営体制と連絡体制

担当 防災士 岩本克美
休 憩



勉強会の目的
いつ起きてもおかしくない！

と言われている巨大災害（地震災害）について
私たちはいったい何をすべきか？

７年前に発生した「東日本大震災」の教訓と
私たちにとっては身近な！と言っても

発生から既に９４年経過した関東大震災の
被害状況を学び、来るべき時に備えた

自助・互助・共助
のあり方を学びましょう！



先ず最初に、
①東日本大震災の

被害状況のＤＶＤをご覧ください。

東日本大震災
〜３．１１ 気仙沼の記録～

約１７分の映像です。

K-NET 気仙沼ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社提供
URL http://www.k-macs.ne.jp



②関東大震災における
真鶴町の被害状況

先ず、神奈川県を中心とした
周辺地域の活断層を

確認しましょう。









このｲﾗｽﾄは、真鶴町史（通史編）のｺﾋﾟｰです。
545ﾍﾟｰｼﾞに、津波の来襲と火災発生について
詳しく記述されています。（製作者 中路脩平氏）



真鶴町史〔資料編〕638ﾍﾟｰｼﾞ 震災被害調査表によりますと、

（小田原警察署調べ）

震災時の戸数 人口 死者数 負傷者 行方不明 計

真鶴村 822戸 3,650人 78人 117人 5人 200名

福浦村 182戸 1,140人 18人 65人 1名 84名

岩村 271戸 1,515人 41人 88人 8名 137名

建物の全壊 半壊 全焼 埋没 流出 計

真鶴村 49棟 163棟 467棟 0 9棟 688棟

福浦村 53棟 97棟 0 6棟 0 156棟

岩村 91棟 96棟 0 11棟 50棟 248棟

当時の真鶴人口は 5,165人 戸数は 1093戸

地震による被害より、火災による被害があまりにも大きかったことが分
かる。



③避難所運営体制と連絡体制

【避難所】に関する基本的な考え方

組織のあり方や活動内容を理解し、被災直後に避難
所を立上げる際に対応が可能となるようにしておくこと。

【避難所】の運営は、

町職員・学校職員・自治会組織・避難者・ボランティア
らが互いに連携・協力し合って運営します。

イザその時に慌てることにならない様に何をするか？

避難者は、避難所のお客さんではない！

で、今回の勉強会では、 ！！！



初動対応の流れを図で表示
初動対応の流れ

開設は、町職員や施設職員等と協力して対応します。

避難者を受け入れる前に、建物の安全確認を行います。

避難者の安全確保のため、施設周りの安全確認を行います。

避難者の受入れの際には、受付にて必要事項の記入を求めます。

避難所の開設が完了した後、災害対策本部に報告します。

＜初動対応の流れ＞

開 設 準 備 避難者の受入れ

ア 施設の開門・解錠

イ 建物の安全点検

ウ 施設周りの安全確認

エ 使用する部屋・場所の確保

オ 受付の設置

カ 設備・物資等の確認

開設準備 避難者の受入れ

対策本部への報告



避難所運営について

１．避難所運営委員会の設置
２． 避難所運営の基本原則
３. 避難所運営組織（役割がある）
４. 避難所での主な仕事
５． 避難所の運営
６． 避難所の開設
７． 避難所の閉鎖

避難所の目的

災害による住宅等が損壊したり、火災等のため使用でき
なくなった被災者に対して、宿泊や給食等の救援救護を
実施するための施設であり、被災者に安全と安心の場を
提供し、被災者らがお互いに助け合いながら、生活再建
に向けて踏み出す場を創ることを目的としています。



避難所運営の組織図（避難所運営委員会）

委員会の構成員

【平常時】 ・自治会 ・町内会 ・隣組

・施設職員等

・その他必要に応じて選出

【災害時】 ・平常時に加えて、避難者（代表）などが加わります。

災害対策本部

会長・副会長

運営委員会

班長

班長

班長

班長

総務班

施設班

救護班

食料・物資班

運営委員会の基に活動班が編成され、班長含む構
成員は活動の実働部隊となる



●避難所運営委員会の立上げ
災害発生時には避難所運営の全体を統括

町対策本部や外部機関との連絡調整

各活動班への連絡・調整・指示

開設後の諸課題に対する協議・調整・決定等を担う

●各活動班の立上げと活動内容
組織の立上げ後は、班別の活動が中心になります。

活動状況を運営会議で報告し、情報を共有します。

必要に応じて、町職員・施設職員等の支援を受けます。



避難所運営委員会
避難所運営の中心を担う組織である。先ず、構成員を選出する。

会長・副会長・その他の委員を選出、負担が集中しないよう、交代制の対応も図る。

役割

●避難所生活ルールの調整

避難所ごとに事前に検討作成しておいたルールの適宜調整

●避難者の意見・要望の調整

意見・要望の収集と対処法の協議

●災害対策本部との情報連絡

災害対策本部に報告・連絡する事項、避難者に周知伝達する事項の協議

●運営会議での協議

定期的に運営会議を開催し、状況確認や情報共有を図る

運営委員会の立上げで気を付けること

避難所運営には男女双方の要望や意見が繁栄するよう配慮すること。

町職員が派遣されている場合は、情報連絡を密にすること



避難所運営委員 会議の内容と概要
開催目的

●避難所の状況や各活動班の活動状況、課題等の情報共有を図る。

●連絡調整事項や、避難所での課題等への対処法の協議

開催頻度
●差異が発生直後は、１日２回を目安に開催

●運営が安定してきた段階で、会議の回数を減らすことを検討する。

最低でも１日１回は開催

参加者
●運営委員会の構成員 ●町職員、施設管理者等

●避難者代表 ●その他（自治会長・消防団員等）

協議事項の例
●朝の会議では、主に連絡・周知すべき事項（当日の予定など）

●夕の会議では、主に課題点等の話し合い、（原因究明など）

・避難所生活ルールの調整 ・避難状況や活動状況の情報共有

・避難者の意見、要望など ・課題等への対処法検討

・災害対策本部との情報共有 ・ペットへの対応など



各活動班の立上げ
活動班は、避難所運営で必要な各種活動を分担して実施する組織

です。自治会役員等が中心となり、避難者とともに組織します。

ア 各活動班の構成員を選出します。

避難所の状況から必要な活動班を検討し、構成員を選出します。

イ 各活動班の班長を選出します。

各活動班が確定したら、班ごとに「班長」を１人選出します。

各活動班の立上げの例

🔶 総務班

🔶 施設班

🔶 救護班

🔶 食料・物資班

四つの班に編成しています。



（１）総務班

◎町災害対策本部との連絡調整に関すること

〇避難所運営会議の庶務・事務局

◎避難者の受付及び避難者名簿に関すること

◎地域の安否情報・被害状況の集約など

〇情報収集・情報提供

〇ボランティアの受け入れと活動調整

〇生活ルールに関すること

〇他の班の業務に属さないこと



（２）施設班

◎避難所の安全確認と危険個所への対応

◎「幼稚園、小学校、中学校の避難所用施設開放計

画」により収容区分の分配と誘導

◎避難所用スペース・レイアウト、維持管理

〇防火・防犯に関すること（パトロールの実施等）

〇生活用水・ごみ・トイレ・風呂・掃除・ペット等に関する

こと

（仮設トイレの設置、トイレの利用指導、清掃分担、

ゴミのルール、ペットのルール等）



（３）救護班

◎避難所内の傷病者の把握

◎傷病者の手当

◎医療機関への連絡・搬送等の手配については災害対

策本部に連絡する。

（医療機関への傷病者の受入れ等についての連絡は

災害対策本部医療衛生班が行う）

〇医療・介護に関すること

〇健康管理に関すること

〇衛生管理・防疫に関すること

〇要配慮者等の支援に関すること



（４）食料・物資班

◎食料・飲料水及び物資の調達、管理、必要量の把握

に関すること

〇食料・飲料水及び物資の配布に関すること

整然とした配給体制の構築

〇炊出しに関すること

◆炊出しに関しては、調理する係員の健康管理が必要

特に災害時は、衛生管理が充分行き届かないことが

予想されるため、集団生活での食中毒や傷病が広が

らないよう、配慮が必要です。



避難所運営（開設）等訓練概要

真鶴町災害対策本部（役場） 　　役場：避難援護班　　※

             本部長（町長） 　（総務・施設・救護班等）

　　＜役場：防災真鶴＞ 　　＜地域防災計画＞

×は今回の訓練対象外

【避難所運営体制と連絡体制】

　　　　避難所とは自宅が被災した住民等を収容し、一定期間、避難生活を送るための施設

　　副委員長 　　　　統括（各自治会長・副会長） 　副委員長　　※

　（学校職員） 　（役場職員※１）

＜運営委員会＞ ※防災行政無線機

委員長：自治会長１名（統括） ※１：避難所の鍵

副委員長：学校等１名 　　避難所運営ファイルBOX

副委員長：役場１名

　　総務班 　　施設班 　　救護班  食料・物資班

班長： 班長： 班長： 班長：

副班長： 副班長： 副班長： 副班長：

　　　　　　　　　　　避難者：訓練参加者

参考：避難所は４個所（真鶴中学校、まなづる小学校、ひなづる幼稚園、岩ふれあい館）



まとめ
●関東大震災は、実際に起きてしまった震災です。

●東日本大震災も、実際に起きてしまった震災です。

被害の大きさ、被災範囲、規模の大小を問わず、すでに起
きてしまった災害は、現実のものとして受け入れるしか仕方
がありません。

将来、このような災害が起きないという保証はありません。

では、この世で生活している自分たちは、何もせず、何か
が起こったとしても、

・・・・・そのまま受け入れますか？・・・・・



まとめ
■災害の種類と特徴
●気象災害

洪水→長時間大雨で河川があふれる（外水氾濫）
局地的な大雨ゲリラ豪雨、集中豪雨（内水氾濫）

大雪→数日以上にわたる積雪
強風・竜巻→積乱雲の下で猛烈な上昇気流・突風
雷→雲と雲・雲と地上・雲と海の間で発生する放電現象

●地象災害
地震→地球を覆うプレートの運動現象
津波→海底地震を原因とする海水の移動
土砂→豪雨や地震などの原因で起こる傾斜地・崖の崩壊
火山現象→噴石・火砕流・溶岩流・火山灰・火山ガスなど



END
ご清聴ありがとうございました。
今回の勉強会が、

皆様のお役に立てれば幸いです。





東京電力の首都圏にある発電所一覧



地盤沈下で海水が溜まる そこに小魚が

その魚を鷺が狙ってる！

震災発生から８か月後の状況



石巻市立大川小学校、
児童73人・教職員11人が死亡した。

防災士 岩本克美


