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冬期被災対応ネットワークは、日本赤十字北海道看護大学が中心となり、冬期の積雪寒冷地
において災害が発生した際の避難対応策について、2010年から実証研究を行っている。
2014年1月には、厳冬期の体育館内での避難所設営、屋外での雪中テント設営及び暴風雪によ
る車内閉じ込めの避難演習を実施した。
網走開発建設部は、地域活力支援活動の一環として、2014年1月の避難所演習に参加協力した
ので、その実施内容及び冬期被災対応ネットワークによる検証結果等について報告するもので
ある。
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大学が中心となり、冬期被災に対応する命を守る技術、
設備そして知恵を集約するために、2010年から実証研究
を行っており、2014年1月には、厳冬期の体育館内での
避難所設営、屋外での雪中テント設営及び暴風雪による
車内閉じ込めの避難演習を実施した。
網走開発建設部は、平成25年3月に締結したオホーツ
ク地域活力支援包括連携協力協定による地域支援活動の
一環として、2014年1月の演習に参加協力したので、そ
の実施内容及び冬期被災対応ネットワークによる検証結
果等について報告するものである。

図-1 避難所演習位置図

2. 2012年までの避難所演習の概要
1. はじめに
冬期被災対応ネットワークは、2010年から2012年まで
寒冷地において冬期に停電が発生した際は、オール電
の3年間に仮想避難所の設営時期を秋期から冬期に段階
化住宅をはじめとしてFFストーブなどのほぼすべての
的に変えてさまざまな実証検討を行った。
暖房機器が使用不能になることが想定される。これは、
その主な概要は、以下のとおりである。
避難所として指定されている場所も同様であり、万が一
(1)第一段階：初秋期演習（2010）
の際には、低温により命を落とす危険性があり、停電時
ａ)実施概要
であっても効率よく多くの人数を暖め、照明を確保する
実施日 ：2010 年 9 月 21 日 18:00～22 日 13:00
ことができる避難所を設営する対応策の検討が必要であ
実施場所：北見市の日本赤十字北海道看護大学体育館
る。
避難想定：2010 年 9 月 21 日北見市で大規模停電発生
また、2013年3月に道東地域で発生した暴風雪では、
仮想避難者 30 名
車が吹きだまりで立ち往生してマフラーが雪に埋もれ、
暖房設備なし、炊き出しなし
一酸化炭素中毒で命を失ったとみられる惨事が発生した。 b)実施方法
寒地土木研究所の調査研究では、「車両が雪に埋もれて
体育館内にブルーシートを敷設し、乾電池型のLEDラ
寒さ対策等でエンジンを稼働させる場合、キャビン内へ
ンプのみを照明として使用した。（図－2）
の排気ガス流入による一酸化炭素中毒等の危険性があり、 c)検証結果
エンジンを稼働させないことが最善である。」と報告さ
・体育館内は 20℃近い温度を保持したが、就寝時の床
れているが、その際の車内における対応策については十
面の冷たさが睡眠を妨げるものとなった。
分な実証がなされていない。
・体育館の天井が高いことによる睡眠への不安が訴えら
冬期被災対応ネットワークは、日本赤十字北海道看護
れ、広い体育館に閉鎖的空間を生む必要性が考えられた。
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・ブルーシートの擦れ音が睡眠を妨げるものとなった。

図-2．2010 避難所演習実施状況

(2)第二段階：晩秋期演習（2011）
a)実施概要
実施日 ：2011 年 10 月 28 日 18:00～29 日 9:00
実施場所：北見市の日本赤十字北海道看護大学体育館
避難想定：2011 年 10 月 23 日北見市で大規模停電発生
仮想避難者 60 名
b)実施方法
体育館内に大人数収容テントを設置し、テント内の暖
房に焼いた煉瓦を使用した。床面からくる冷気遮断とク
ッション性確保のため、テント内の床全体にアルミマッ
トを敷き詰めた。簡易型薪ストーブを屋外に設置し、羽
釜を使用して食事を炊き出した。（図－3）
c)検証結果
・テント内暖房用の焼いた煉瓦は、熱源として熱量不足
であった。
・テントによる閉鎖的空間提供の有用性及びアルミマッ
トの就寝改善効果が確認された。
・薪ストーブ・羽釜の有用性が確認された。

実施日 ：2012 年 12 月 17 日 18:00～18 日 8:00
実施場所：北見市の日本赤十字北海道看護大学体育館
避難想定：2012 年 12 月 17 日北見市で大規模停電発生
仮想避難者 20 名。
b)実施方法
体育館内に大人数収容テントを設置し、テント内の暖
房にジェットストーブを使用した。また、屋外の設備と
してインディアンテント（以下、ティピー）とペレット
ストーブを導入し、キッチンならびに食事場所として稼
働させた。（図－4）
c)検証結果
・ジェットストーブによる暖房でテント内は 20℃以上
を維持した。
・ティピーの居住性及びペレットストーブによる暖房の
有効性を確認した。

図-4．2012避難所演習実施状況

3. 厳冬期避難所演習2014
前項までの演習結果を踏まえ、2014年1月に厳冬期の
避難所演習が実施され、網走開発建設部が参加協力した。
本演習の結果は、以下のとおりである。
(1)目的
厳冬期の被災後24時間停電を想定し、仮想避難者100
名の避難所を設営することとし、体育館既存設備や簡易
資材等を活用して体育館内に狭小空間を設営し、その空
間をジェットヒーターで加温した暖房完備型シェルター
の有用性を検証した。
また、暴風雪時に車が吹きだまりで立ち往生し車内に
閉じ込められた際の対応策を検証するため、車内に常備
できる物品を用い、氷点下15℃を下回る環境においてエ
ンジンを停止した実車両に居住しその性能を評価した。

図-3．2011避難所演習実施状況

(３)第三段階：冬期仮想避難所と実証結果（2012）
ａ)実施概要
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(2)体育館型避難所演習
ａ)実施概要
実施日 ：2014 年 1 月 18 日 13:00～19 日 14:00

実施場所：北見市の日本赤十字北海道看護大学体育館
避難想定：2014 年 1 月 18 日北見市で大規模停電発生
仮想避難者 100 名の避難所を設営
避難時間 当日 14 時から翌日 14 時まで
参加者 ：防災、危機管理担当者と大学生を中心とし
た 49 名
b)実施方法
本演習では、シェルターの設営手法を確立する過程を
演習の開始とした。シェルターの構築には、体育館内に
あるバレーボールコート用の支柱とネットを２面分使用
し、１面に対して農業用保温エアキャップシートで天面
及び横幕を張り、コートの末端部分には様々な体育館の
資材を活用した。（図－5）

炊き出しは、シェルター内部で圧力鍋、カセットコン
ロと非常用炊飯袋（以下、ハイゼックス）を活用した方
法と、屋外で薪ストーブを活用した方法を検証し、厳冬
期の食の提供方法について考察した。
また、屋外において暖房を完備した設備としてティピ
ーとペレットストーブを設営した。（図－7）

図-7．ティピーの設営状況

c)結果
ⅰ)シェルターの構築
参加者全員（49 名）が 2 グループに分かれて約 50 名
収容可能なシェルターを 2 張設営したが、完成までに約
2 時間を要した。（図－8）
図-5．天面・横幕（エアキャップシート）の設営状況

バレーボールテント 1 面分に対して、既製品の難燃性
大型テント 2 基を連結して、ジェットストーブの導入口
を兼ねた居住空間を作成した。さらに、居住スペースの
床全体にアルミ遮断ロールマットを敷き詰めることによ
って、体育館の床面からくる冷気の遮断性能と、居住時
のクッション性を検証した。シェルター内部はジェット
ヒーターを持続的に燃焼させて暖めた。（図－6）

図-8．設営したシェルターの全景（１張）

図-6．ジェットストーブの設置状況
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演習当日は、夕方から夜にかけて経時的に気温が低下
し夕食の時間（20 時）には-10℃を下回り、明け方の 6
時には-15℃を下回った。
体育館室内温度は、演習前日まで 0℃近くで推移して
いたが、シェルターを設置後その内部をジェットヒータ
ーで持続的に加温することによって、その後速やかに温
度が上昇し、20℃以上の温度を保持することができた。
就寝位置（床面部分）の温度は加温 1 時間後に 10℃と

なり就寝時間の 24 時には 15℃に到達し明け方まで持続
した。
体育館内の二酸化炭素濃度は設営開始から上昇し、明
け方 6 時には 5,000ppm程度に到達した。一酸化炭素は前
日からすべての時間点において検出されなかった。
シェルター外の体育館全体の温度は、シェルターを温
めたジェットヒーターから漏出した暖気によって緩やか
に上昇し、明け方の朝 6 時には 15℃程度に到達したが、
シェルター外で就寝するのは困難な状況であった。
演習参加者からは、ジェットヒーターは十分な火力があ
り、シェルター内は明け方まで暖かかったとする意見が
ある一方、アルミマットを敷いた床面の硬さから十分就
寝することができなかったとの意見が聞かれた。また強
力な熱量を発生するジェットヒーターの使用には安全性
に十分な配慮が必要であることが明らかとなった。
ⅱ)シェルター内ならびに屋外炊き出し
夕方の炊き出しは災害用炊飯袋のハイゼックスを使用
し、カセットコンロと圧力鍋を用いてシェルター内で実
施した。（図－9）

図-9．カセットコンロ・圧力鍋によるハイゼックス
の炊飯状況

炊事の準備開始（18 時）から約 50 人分の炊き出しが
完了するまでわずか１時間であり、参加者全員が温かい
白米を食することができた。（図－10）
シェルター内でカセットコンロを 6 台使用したが、一
酸化炭素は検出されず、安全性も確保された。
c)考察
今回の演習は、厳冬期のオホーツク地域において、体
育館を仮想避難所として想定し、体育館内にある施設を
活用してシェルターの設営を行い、その構築方法と内部
での避難所生活について検証した。
シェルターは、約 50 名収容可能なものを２張、計
100 名分の避難所空間を作り上げたが、この体育館は北
見市地域防災計画において収容人員 300 名の指定避難所

図-10．シェルター内での炊き出しと食事

となっており、すべての避難者が就寝できるスペースの
確保までには至っていない。避難者の命を守ることを最
優先に、体育館内における避難者の状況及び環境条件等
を総合的に考慮した冬期避難所計画の策定を行い、最低
限の備蓄・設備で最大限の効果を生み出さなければなら
ない。
(3)厳冬期車内閉じ込め想定演習
a)実施概要
車内演習参加者の車内で装着する備品は、サバイバル
シート（保温）、着る毛布（保温）、簡易寝袋（保温）、
USB電気ブランケット（加温）及び手回しラジオ（情
報・発電）とするが、任意で省略してもよいこととした。
演習参加者は 6 名（男性 5 名、女性 1 名）であった。
災害想定：2014 年 1 月 18 日夕方、北見市において暴
風雪の発生。車がスタックし、マフラーが
雪に埋もれる可能性。仮想被災者 6 名。
車内対応：一酸化炭素中毒を避けるためにエンジンを
停止。検証備品を装着。
演習は 22 時から準備を開始し、エンジンをかけ車内
温度を 15 度まで上昇させた後、23 時にエンジンを停止
し演習を開始した。（図－11）

図-11．厳冬期車内演習の設営
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b)検証結果
参加者のアンケートでは以下の意見が出された。
参加者が装着した装備の内訳は、普段着のままが 1 名、 1.孤独・静寂による不安、2.体勢が苦しく寝返りがうて
USBブランケットを着用しなかったものが 1 名、フル装
ない、3.生きることが最優先、4.寝袋の中が結露して服
備が 4 名であった。（図－12，13）
が濡れる、5.着る毛布は暖かくてとても良い、6.寝袋の
上にサバイバルシートが良い、7.カイロ、帽子、手袋が
必要、8.マスクがあると保湿できる。
c)まとめと今後の課題
〔検証備品について〕
検証した備品の中で、発熱性のあるUSBブランケット
の使用は特に有用であることが明らかになった。本検証
で用いた 4 品（ラジオを除く）はコンパクトで車内に常
備しても邪魔にならず、廉価に揃えることが可能である。
車のみならず厳冬期の自宅内においても有用な防災用品
である。
参加者からの意見としては寒さだけでなく、エンジン
を切った車内の孤独と静寂から来る不安が挙げられた。
これには手回しラジオの有用性が明らかとなった。情報
図-12．フル装備備品の装着状況 1（着る毛布の上に
や音楽を与えるツールであるとともに、手回しラジオに
電気ブランケット、その上に簡易寝袋を装着）
付属するUSB発電機能は自らの携帯電話やスマートフォ
ンを半永久的に使用することを可能とする。
〔検証の課題〕
今回用いたサバイバルシートならびに簡易寝袋は、発
汗に伴う水蒸気を内にこもらせてしまう結果となり、開
始後 5 時間から結露の凍結に悩まされる事態となった。
これには結露した水分が自らの衣服や襟元などに付着し
ないような対策が必要となる。具体的には廉価な寝袋等
をシーツ状に使用することが考えられる。また暖を取る
ものとしてUSBブランケットだけでなく、機能性カイロ
を組み合わせることも有用と考えられる。
温度以外では狭い車内で体勢が苦しく寝返りが打てな
いことの辛さが挙げられた。車内の位置取りの問題が挙
げられ、運転席ではなく助手席や後部座席の利用や車内
のフラット化など、所持している車の特性を理解した対
図-13．フル装備備品の装着状況 2（敷き・掛け用
応の重要性が明らかとなった。
のサバイバルシートを装着）
〔検証を踏まえた提案〕
暴風雪時に車内に閉じ込められた際は、エンジンを切
演習開始時（23 時）の外気温は約-10℃で、車内の気
り最低限の暖を取ることで車内は有用な避難所となり得
温は 15℃程度であったが、6 時間後は車内温度も外気温
ることを厳冬期の条件下でも明らかにすることができた。
に近い温度まで低下した。本条件で普段着のまま乗車し
本検証を踏まえた車内備品としては、発熱する物品
た参加者は約 1 時間で屋内に避難した。USBブランケッ
（カイロ、USBブランケット）、着る毛布、軽量寝袋、
トを使用しなかった参加者は約 4 時間で屋内に避難した。 手回しラジオ（情報入手、携帯電話の充電）、マスク・
フル装備の 4 名は 6 時間半の全行程を車内で過ごした。
帽子、最低限の食料・水が挙げられる。さらにこれら物
しかしながら、全行程を車内で過ごしたフル装備の参加
品の具体的な使用手順を記したリーフレットが重要であ
者においても快適に車内で過ごせた者はなく、車内温度
る。自動車メーカーでは寒冷地仕様というパッケージを
が-5℃を下回った 3 時間以降から足先に寒さを感じ始め、 オプションで用意しているが、上記のような緊急用物品
車内温度が-10℃に近づいた 5 時間後からは結露への対
を加えることもいのちを守る上で一案と考えられる。
処に苦慮した。保温装備としてのサバイバルシートや簡
易寝袋は透湿性が一切なく、発汗により生じた水分がす
（4）網走開発建設部の活動について
べて保持されて着用していた衣服を濡らすと同時に、襟
網走開発建設部は、地域活力支援活動の一環として、
元付近で凍結してしまうこととなった。
体育館型避難所演習に職員７名が参加し、車内閉じ込め
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演習にその内 2 名が参加した。
車内閉じ込め演習では、準備開始時に建設部が保有す
る災害対策用機械の照明車を稼働し屋外の明かりを確保
した。照明車の照度は、演習参加者が車両乗り込み準備
作業を円滑かつ安全に行うのに十分な明るさであった。
（図－14,15）

さらに、2014 年 3 月に冬期被災対応ネットワークが本
演習結果を広く一般市民に周知するため、日本赤十字北
海道看護大学グラウンド内で「オホーツクdeあそぼうさ
い」を開催した際には、網走開発建設部による防災の取
り組みを紹介するパネル展示及び備蓄食料品等の展示を
行った。（図－17）

図-14．照明車の点灯状況（演習開始前）
図-17．防災の取り組みについてのパネル展示状況

図-15．照明車により屋外の明かりを確保

また、参加者への防災関連情報の提供として、体育館
内に建設部が保有する備蓄食料品等の展示を行った。
（図－16）

４. おわりに
体育館型避難所演習では、厳冬期の停電下においても
24 時間以内であれば安全かつ簡易に自立した暖房空間
を創り上げることを実証した。展開時間等の課題が明ら
かになったことから、今回の試作を基礎として改善策を
練る必要がある。
近年の暴風雪災害などの際には、道路利用者や地域住
民が「道の駅」を避難場所として利用しており、本演習
による実証検討内容が「道の駅」の防災機能向上策の検
討にも有用な知見となることを期待する。また、暴風雪
時の車内閉じ込め演習で検証した備品の中で、発熱性の
あるUSBブランケットの使用は特に有用であることが明
らかになった。今回の演習結果を一般市民へ広く啓蒙す
ることが地域の安心・安全につながると考える。
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図-16．備蓄食料品等の展示状況
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