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避難所運営マニュアル_新型コロナウイルス感染症対策編 

 

新型コロナウイルス感染症については、令和2年4月16日に緊急事態宣言

が全国の都道府県に発令され、橋本保健所管内においても感染者が確認さ

れています。 

こうした状況において災害が発生し、避難所を開設する場合には、手洗

いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を行うとともに、人が密に集ま

って過ごすような空間（密閉空間・密集場所・密接場面）を回避するなど、

感染症対策に万全を期すことが重要です。 

橋本市では、具体的な対応策をあらかじめ検討することにより、災害発

生時に避難を要する市民の安全、安心を確保するため、『「新型コロナウ

イルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント」動画（第2版）』（令

和3年6月30日付け府政防第756号、消防災第93号）に基づき「避難所運営マ

ニュアル_新型コロナウイルス感染症対策編」第2版を作成し、必要に応じ

て、見直しをおこなっています。 

本マニュアルを活用される際には、地域や避難所となる施設の実情に十

分に配慮し、状況に応じて内容を見直し、適宜追加、修正をおこなってい

ただきますようお願いします。 

また、事前に新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営を円滑に

行うための具体的な役割分担、手順を確認していただきますようお願いし

ます。 

なお、通常の避難所運営に関しては「橋本市拠点避難所運営マニュアル

（大規模版、小規模版）と本マニュアルを併用して活用します。 
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1 避難所の開設・受付 

（1） 受付 

受付はできるかぎり密になりにくい場所に設置する。 

検温や健康チェックなど、受付時にスタッフの役割が大きく増大すること

が予想されます。また、避難者が滞留し密にならないようにする必要があ

るため、受付体制の強化が必要となります。避難者以外でボランティア・

市職員・面会者等が避難所に入る場合は、感染症まん延防止の観点から、

氏名・連絡先を記載できる名簿を備えておくこと。 

    なお、避難者の健康状態を確認する必要があるため、避難所入口の外

に事前受付を設置します。 

    事前受付では、発熱の有無や問診により体調不良かどうか確認し、事

前受付の結果により、発熱や体調不良のある方は専用スペースへ、発熱

や体調不良のない方は一般スペースへ誘導します。 

    また、事前受付を設置する前に避難者がすでに一般スペースに入った

場合は、避難者の体温と体調を確認します。 

 

〇準備するもの 

パーティションと消毒液の設置、マスク、体温計 

   

〇レイアウト 

避難者が受付に滞留し密にならないよう、受付フローとレイアウトを 

工夫します。たとえば、手指の消毒、検温、問診票（健康チェックリス

ト）の提出、避難者カードの提出、避難スペースへ誘導といった動線を

準備します。 

発熱や咳などのある人や濃厚接触者を早期に把握するため、先に健康 

チェックをしてから避難者カードの受付へ進むような流れにすること

が望ましいです。 

また、気象状況等により、避難者が長時間屋外で受付を待つことが適

当でない場合には、発熱・咳等のある人や濃厚接触者は、専用スペース

に一時避難させ、それ以外の避難者は、一時屋内に避難させてから健康

チェックを行うこと。 

 

〇受付の流れ 

(ア)受付時に避難者の体温や体調の確認、要配慮者の確認などを行い、避



 

- 3 - 

 

難者カードを書いてもらう。 

体温計を持参できなかった避難者には、避難所の体温計で検温する。

非接触型の体温計が望ましいが、接触型の体温計を利用する場合は毎

回消毒を実施する。 

(イ)避難者カードから、避難者名簿の作成を行う。 

避難者名簿については、避難者の年齢、性別、要配慮状況などにつ  

いても把握できるようにする。発熱・咳などのある人、濃厚接触者な

どの専用スペースに滞在する避難者についても、感染対策として、避

難者名簿に記録する。 

避難者の中には、ＤＶやストーカー等の被害者が含まれている可能性

もあることから、避難者名簿に個人情報の非開示について本人確認を

行う欄を設け、個人情報の管理を徹底すること。 

避難者人数に加えて、発熱・咳などのある人、濃厚接触者などの人数

や状況についても、避難所運営リーダー及び災害対策本部に定期報告

する。 

 

避難所従事職員をはじめとする避難所運営スタッフ全員が、避難者それ

ぞれの人権に配慮し、感染者を排除するのではなく、感染対策上の対応で

あるということを認識するよう、また、それぞれのプライバシーを守るた

めの対応が必要であることを理解するよう、避難所運営スタッフ全員に人

権配慮・プライバシー意識を徹底すること。 

 

〇避難所運営スタッフの感染症対策について 

手袋・マスクについては、避難所運営スタッフ自身及び避難者を守るた

め、感染を防ぐための正しい着脱方法について習熟することが必要。 

手袋などを脱ぐときのポイントは、外気に触れた面を素手で触らないと

いう原則を頭において、着脱することが重要である。手袋・マスクの正し

い着脱方法について、防衛省統合幕僚監部「新型コロナウイルスから皆さ

んの安全を守るために」にわかりやすく解説されているので、事前に確認

しておくこと。 

また、避難所で実際に手袋・マスクを着脱する場所に、着脱手順の図等

を張り出し、実施すること。 
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 2 感染症対応時の健康な人の滞在スペース（＝一般スペース） 

メジャーと養生テープなどを用意し、通路を確保しながら、占有スペースの

範囲を養生テープで明示する。 

一家族が、目安で4ｍｘ4ｍの1区画を使用し、人数に応じて区画の広さを調整

する。家族間の距離は1ｍ以上あけ、可能であれば、個人間の距離は2メートル

以上あける。 

区画間の通路の幅は1－2ｍ以上とする。 

高齢者、基礎疾患を有する人、妊産婦、障がいのある人等の要配慮者につい

ては、避難所内に専用スペースを設けることや別室に案内するようにする。 

パーティションと段ボールベッドなどの簡易ベッドを設置する。パーティシ

ョンは飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションと

する。 

テントを接して配置する場合は、接した面に通気口などの空気の出入り口が

ないように留意する。テントを利用する場合は、飛沫感染を防ぐために屋根が

ある方が望ましいが、熱中症対策に十分注意すること。 

占有スペースの割振りの際は、区・自治会、性別、ニーズ、要配慮者の状況

などを考慮した割振りに配慮する。 

避難所管理の観点から、区画に番号を振ることや個人情報保護の観点からも

番号振りを検討すること。 

避難者自らが移動できるよう、占有スペースや動線の分かる案内看板などを

用意する。 

どこにどの避難者、特に要配慮者がいるのかなどについて確認し、見取図や

一覧図を作成すること。 

 

3 感染症対応時の発熱者等専用スペースのレイアウト 

発熱や咳などのある人や濃厚接触者は、一般避難者の占有スペースとは別の

棟・階などにある部屋へ案内する。案内する部屋は換気ができる部屋であるこ

と。 

各個人について可能な限り個室にすることが望ましいが、難しい場合でも、

パーティションで区切るなどの工夫をして、それぞれ専用のスペースを確保す

ること。 

濃厚接触者ゾーンと発熱者等ゾーンは分けること。 

パーティションと段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する。パーティショ

ンは飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとす
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る。 

避難所管理の観点から、区画に番号を振ることや個人情報保護の観点からも

番号振りを検討すること。 

また、専用のスタッフを配置し、手袋、フェイスシールド、ガウンなど防護

具を着用させること。 

避難者が事前受付または一般スペースから専用スペースへ移動する際には、

それぞれ独立した動線を確保し、発熱者等専用通路・階段、濃厚接触者専用通

路・階段をそれぞれ用意することが望ましいが、別々の通路・階段を用意する

ことが難しい場合は、時間的分離・消毒などの工夫をしたうえで兼用するため

のルール作りを行う。ただし、健康な人との兼用は避けること。 

 

4 感染症対策に配慮した避難所での生活ルール 

受付後、避難所での避難生活が始まるが、共同生活である避難所では、生活

ルールを決めることが重要である。 

感染症防止のため、決めた方がよいルールとして、 

• 新型コロナウイルス感染症流行時には、全ての人にマスクの着用が推奨さ

れる。 

• 手指の消毒を徹底する。なお、気温が高い場合は、熱中症対策のため、強

い負荷の作業や運動を避け、こまめに水分補給する。 

• 人と人の間隔は、できるだけ2ｍ、最低1ｍ空けることを意識して過ごすこ

と。 

• 毎日の体温・体調確認する。 

• トイレにふたがある場合は、トイレのふたを閉めて流すこと。 

•トイレ清掃等の掃除当番を決める。 

• ゴミは各家庭で密閉して廃棄する。 

• 靴はビニール袋に入れて各自で保管する。 

• 洗濯をする際は、家庭ごとに行うことを徹底する。 

･ 避難所への入所・退所・外泊の届出方法を定め管理を徹底する。 

 避難者以外の人についても避難所内に入る場合は、感染まん延防止の観点

から氏名・連絡先を受付で記載してもらう。 

  

避難所へ入所したら、生活ルールの説明を聞き、避難所運営組織の指示に従

って移動すること。 

また、ルールは掲示板などに張り出すなど、ルールの周知徹底に努める。 
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5 避難所での情報受発信について 

避難所では、情報ニーズが高まる避難生活において、避難者に対し適時適切

に情報提供を行うことができるよう、情報取得・通信手段を確保すること。 

電話、ラジオ、テレビ、パソコン、携帯電話の充電器などが共用物として設

置する場合は、消毒液をそばに設置し、定期的な清掃・消毒や、順番での利用

など密にならない生活ルール作りを行うこと。 

地域の被害情報や復旧情報など様々な情報を避難者に提供し、共有するため、

避難者向けの情報掲示板を設置すること。情報掲示板の周りは養生テープで囲

って、順番でエリア内に入り、掲示物を確認するなど、掲示板周辺が密になら

ない工夫をすること。 

また、災害情報のみならず、感染症情報等についても丁寧かつ最新の情報提

供に努める。 

 

6 食料・物資管理 

〇食料配布 

配食に際しては、一人分ずつ容器に盛り付け、輪ゴムをし、割りばしを添え

てセットし、配食する。容器や食器は使い捨てとするが、使い捨て食器が十分

調達できない場合は、食器をラッピングするなどの工夫をして、1回ごとに取り

換えて再利用を行う。食器の再利用を行う場合は、各自の用いる食器を特定し、

各自で洗浄することを生活ルールとして定めること。 

受取りについては、順番制にするなど、配食時の密を避けるための工夫をす

ること。 

避難者が食事の前の手指の消毒を容易にできるようにすること。 

食事スペースを設置している場合は、密にならないよう、時間をずらす、い

すの配置を互い違いにするなどの工夫する。 

発熱・咳等のある人や濃厚接触者については、専用スペースに配食するが、

手渡しではなく、置き配をする。 

また、車両避難者や在宅避難者への配布方法についても検討する。 

食後の食べ残しや使い捨て容器については、避難者が自分で分別してゴミ袋

に密閉し、担当者が回収するようにする。 

炊事場がある場合は使用後に必ず清掃、消毒する。 

 

〇物資の配布 

物資の配布の際にも、密にならない工夫をする。1～2メートル間隔で並べる
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ように養生テープで印をつけるなど、動線を明示し、避難者を誘導する。 

物資を配布する前後に机の消毒を徹底する。 

配布スタッフはマスク、手袋などを着用し、手指消毒を徹底する。 

女性用品については、配布場所を設けることや女性による配布を行うことな

ど、女性と男性のニーズの違い等に配慮する。 

 

7 トイレ 

石けんと流水での手洗いまたは手指消毒等の手指衛生を行うスペースをトイ

レの近辺に確保しているか確認する。 

トイレサンダル、ペーパーなどの備品について確認する。 

トイレは発熱者、濃厚接触者、一般に分けて設置し、男性､女性､車いすの利

用者などについて、別のトイレを設置すること。 

女性用トイレの数は、男性用トイレの数に比べ、多く設置する。スフィアハ

ンドブック2018では、女性用トイレと男性用トイレの割合は3：1が推奨されて

いる。 

また、順番待ちなどのために、トイレの前で密にならないよう1～2メートル

間隔で並べるよう養生テープで印をつけるなど動線を明示すような工夫する。 

 

〇トイレの掃除について 

定期的にトイレの換気が必要であり、掃除や消毒もこまめに行う。目に見え

る汚物があればその都度、汚れが特に見えなくても1日3回以上の複数回の掃

除・消毒を行うこと。 

 

8 避難所での環境改善 

〇ゴミの分別・集積・処分 

ゴミの取り扱いについて、普通廃棄物と発熱者等専用スペース等から出るウ

イルスが付着している可能性が高い廃棄物は分ける。 

使用済のマスク、ティッシュ、手袋など感染につながる可能性の高いモノに

ついては、特に慎重に扱うこと。 

発熱者等専用スペース等から出るウイルスが付着している可能性が高い廃棄

物については、注意事項を明示するなど、取扱方法に配慮が必要。 

 

〇掃除・整理整頓 

避難所内を衛生的に保つため、避難者同士が協力して定期的な清掃や占有ス
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ペースの整理整頓が行われるよう、衛生管理に努めることが重要。 

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに2方向の窓を同時に開

けて行うようにする。30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にすることが目安。 

なお、気候、天候や室の配置などにより異なることから、必要に応じて換気

方法について保健所と相談する。 

ドアノブ、手すり、蛇口等の共用部分はこまめに消毒する。 

共用スペース、居住スペース、トイレなど避難所内の掃除のみならず、出入

口、ゴミ置き場など避難所周辺エリアの掃除も実施する。避難者が交代制で定

期的に掃除を実施するように工夫する。 

占有スペースの掃除は、避難者各自が行うようにし、1日1回、定時に掃除・

整理整頓時間を設定し、実施するように生活ルールを定める。 

 

〇消毒について 

消毒液を使って、手指、服などモノ全般、ドアノブ、手すり、受話器、パソ

コン、テーブル、壁などの環境を消毒する。 

消毒液は、目的にあった製品を、正しく選び、正しい方法で使用する。 

消毒の際には、マスク、目の防護具、手首を覆えるもので、使い捨てビニール

手袋などの掃除用手袋を適切に選択し、着用する。 

なお、消毒方法については、厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」や防衛省統合幕僚監部「新

型コロナウイルスから皆さんの安全を守るために」などにわかりやすく解説さ

れているため、事前に確認しておくこと。 

 

9 健康管理 

健康管理としては、定期的な換気などの環境改善、手洗いなどの徹底などの

生活ルールづくりなどを基本としつつ、加えて、避難者による毎日の体温、体

調のチェック、保健師等による定期的な見回りなどによる状況確認などを徹底

する。 

また、ソーシャル・ディスタンスの維持のため、通常よりも避難者は孤独に

陥りがちになることも懸念されるため、電話やＳＮＳなどを活用しつつ、相談

窓口開設など心のケアへの配慮をすること。 

また、深部静脈血栓症いわゆるエコノミークラス症候群の予防に配慮し、軽

い運動の実施をすすめること。 

〇発熱・咳などのある人や濃厚接触者への対応 
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濃厚接触者や発熱・咳などのある人を対応する際には、専用スペースにて応

対となります。対応する場合は、マスク、手袋、目の防護具を適切に選択し、

着用する。 

また、速やかに橋本市警戒本部（または橋本市災害対策本部）へ報告し、橋

本保健所の指示に従い、症状等を医師に連絡、相談し、必要に応じて診察を受

けさせること。 

避難者の体調急変時や、新型コロナウイルス感染が避難所にてまたは退所後

すぐに確認された時には､保健所と連携し、消毒等行うべきことを確認します｡ 

 

10 車両避難者（車中泊者）への対応  

駐車スペースがある避難所では、ペット同伴やプライバシー確保など様々な

理由により車両避難を選択される避難者がいます。感染症が拡大している場合

には、車両避難を選択する方が増えることが懸念されます。 

物資の配布等を通じ、避難者の情報を把握すること。 

感染症対策として、車と車の間のスペースを十分とるよう案内する。車両避

難者に対しては、保健師などが定期的に巡回する。 

感染症のほか、熱中症や深部静脈血栓症いわゆるエコノミークラス症候群へも

留意する。 

また、夜間の安全確保にも注意する。 

物資や食料についても、周知や配布をどのように行うか、予め検討しておく

こと。 

受付場所を設置する場合は、密にならないように配慮する。 


