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１ 開設準備編

防災拠点を開設する前に、学校施設（体育館、教室など）の点検やライフライン（水道、 

トイレ、電気など）の被害状況の確認を行い、その後、受付の設置や必要な物品を準備し、

避難者を受け入れます。 

(1) 校門の開錠

瀬谷区：二ツ橋小 

(2) 受付の設置

神奈川区：神橋小 栄区：本郷中 

(3) 避難者の受入

神奈川区：南神大寺小 西区：戸部小 都筑区：都田小 

２ 開設編 

(1) 避難所開設の連絡

鶴見区：生麦小 西区：岡野中 南区：別所小 

ポイント！ 

 訓練を機会に、①鍵の保管者 ②開設のための

具体的な手順 などを確認しましょう。 

ポイント！ 

 あらかじめ受付の設置場所を決め、運営委員会

で共有しておきましょう。 

ポイント！ 

 区本部と連絡がとれるようデジタル移動無線

機の取扱に習熟しましょう。 

拠点訓練 事例集
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(2) 生活基盤の形成

ア 生活用具・資機材等の準備（移動式炊飯器、ガスかまど、トイレットペーパー等） 

西区：戸部小 泉区：下和泉小

イ 体育館などの区割り、要援護者スペースの確保、授乳室等の設置

神奈川区：神橋小 西区：平沼小 西区：軽井沢中

西区：戸部小 中区：北方小 南区：蒔田小

  南区：永田小 南区：別所小 港南区：永野小 

旭区：市沢小 金沢区：西富岡小 金沢区：並木第一小

ポイント！ 

 ガス式発電機の取扱い

も確認しましょう。
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  港北区：下田小 

        

      青葉区：嶮山小     港北区：太尾小     都筑区：都田中 

   
青葉区：もえぎ野小    都筑区：都筑小     瀬谷区：二ツ橋小 
 

【女性用スペース（授乳、着替え等）】 

   
南区：別所小     旭区：万騎が原小 

【要援護者用スペースの確保】 

       
青葉区：あざみ野第二小   都筑区：茅ヶ崎東小 

ポイント！ 

 あらかじめブルーシートに２㎡の区画をガ

ムテープで作成。震災時もそのまま使用可能。 

ポイント！ 

 学校に常備されている資材（イス、シート）

を有効活用しています。 

ポイント！ 

 区割りなど設営は、

避難者全員で協力して

実施しましょう。 

また、女性用（授乳、

着替え）のスペース確

保も重要です。 

ポイント！ 

 要援護者用スペースも、あらか

じめ運営委員会で話し合い決めて

おきましょう！ 
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ウ トイレ対策 

    
西区：岡野中      中区：北方小       中区：立野小 

 
 
 

   
南区：井土ケ谷小     南区：共進中      港南区：芹が谷小 

 

     
     港南区：日下小      戸塚区：大正中 
 

エ ごみ対策 

   

港南区：芹が谷中   港南区：日限山中    瀬谷区：二ツ橋小 

 

ポイント！ 

 災害時、中学生は大きな力になります。 

ポイント！ 

 災害時もごみの分別を忘れず

に！集積場所もあらかじめ運営

委員会で決めておきましょう。 
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３ 運営編 

 (1) 情報共有・情報提供（情報板の設置等） 

   

神奈川区：白幡小    西区：一本松小     港北区：日吉南小 
  

      
     港北区：綱島東小    栄区：上郷小      瀬谷区：三ツ境小 
 
 
 
 
 
(2) 物資の要請・受領・管理 

    
港北区：綱島東小 

 

(3) ボランティア対応（ボランティアニーズの把握、ボランティアの要請・受入等） 

    
港北区：日吉南小 

ポイント！ 

 地域防災拠点は様々な情報を地域に発信する伝達拠点の役割も担います。 

 情報の掲示場所などを、あらかじめ運営委員会で決めておきましょう。 

ポイント！ 

 発災直後から避難所には救援物資が送られ

てきます。あらかじめ物資の集積場所などを

運営委員会で決めておきましょう。 
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４ その他 

(1) 要援護者訓練（負傷者搬送等） 

 

 港南区：下野庭小 
 

   
神奈川区：白幡小    鶴見区：市場中学校     緑区：中山中 

 

     

  戸塚区：南舞岡小    泉区：伊勢山小（障害者施設との連携訓練） 

 

(2) 夜間訓練 

        
神奈川区：神奈川小   港南区：港南台第三小  栄区：小菅ケ谷小 
 

ポイント！ 

 要援護者に配慮した避難所運営はとても

重要です。どのようにコミュニケーションを

とることができるか、日頃からイメージして

対策を進めましょう。 

ポイント！ 

 様々な施設と連携して訓

練を実施しましょう！ 

新たな課題が見つ

かるかも!? 



拠点の課題は山積み・・・

１ 運営マニュアルがない
２ 全体配置図がない
３ 役員や委員の多くが毎年交代し、課題が引き継がれない
４ 拠点運営理解者の不足
５ 学校との協議不足 （使用教室・トイレ、資材置場、学校再開）
６ 拠点訓練を役員のみで実施 （一般住民は不参加または傍観者）
７ 情報班の訓練不足 （避難者カード配布・集計、各班へ連絡、区割りへ反映 等）
８ 行政職員動員者４名との関わり方が不十分
９ 様々な天候や時間帯を想定した対策を準備しきれていない （雨天や夜間など）
10 要援護者への対応について未協議
11 車中泊希望者への対応について未協議
12 在宅避難者への対応について未協議
13 ペット同行避難への対応について未協議
14 他拠点との交流や意見交換の機会がない 等 ・・・でも 
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