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 Ⅰ 横浜市防災計画「震災対策編」とは 

 

 １  防災計画とは 

横浜市防災計画は、災害対策基本法に基づき、本市における災害に 

対処するための基本的かつ総合的な計画として、横浜市防災会議が策 

定する地域防災計画です。 

災害の種類に応じて｢震災対策｣、｢風水害対策｣及び｢都市災害対策｣ 

 に区分し、３編で構成しています。 

 

 ２  横浜市防災計画「震災対策編」2013について 

▶▶修正の経緯 

「東日本大震災」の教訓を踏まえ、より一層の被害の軽減を目指す「減災」に向けた取組みを

強化するとともに、人命を守ることを最優先とした対策を進めるため、全面的な修正をしました。 

 【主な修正のポイント】 

① 地震被害想定の見直し 

  ② 地震に強い都市・人づくりの推進 

  ③ 災害対応力の強化 

  ④ 被災者等支援の充実 

  ⑤ 復旧・復興への体制及び方針等の明確化 

  ⑥ 他都市応援要領の明確化 

▶▶構成 

市、市民、事業者及び防災関係機関等が行うべき各種対策を、｢予防｣、｢応急｣、｢復旧・復興｣

などの時系列ごとに並べた構成になっています。 

構  成 主  な  内  容 

１部 総則 
本市に影響が懸念される地震とその地震による被害想定、本市及び防災関係機

関等が震災に対して処理すべき業務を定めています。 

２部 災害予防計画 
地震による被害の発生を最小限に止めるために、本市及び防災関係機関等が行

う災害予防事業や市民及び事業者等が日頃から取り組む事項を定めています。 

３部 応急対策 
地震発生直後から実施する、市・区災害対策本部及び防災関係機関等の災害応

急対策や、市民及び事業者等が実施すべき措置等について定めています。 

４部 災害復旧と 

   復興事業 

被災者の生活支援や自立復興の促進など、市民生活の早期回復と生活安定を図

るための措置、公共施設の復旧及び復興事業等について定めています。 

５部 津波対策 
津波による被害を最小限にするための、平常時の津波予防対策及び津波発生時

の応急対策に係る体制、措置等について定めています。 

６部 東海地震 

   事前対応計画   

 東海地震に関連する情報が発せられた場合に、市、防災関係機関、市民及び事

業者等がとるべき措置等を定めています。 

７部  災害応援計画 
他都市において震災が発生した場合の被災市町村に対する迅速かつ適切な災

害応援のために、本市がとるべき措置等を定めています。 

横浜市防災計画 検索 
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 ３  被害想定 

 これまでの被害想定を抜本的に見直した新たな被害想定（平成24年10月公表）では、本市

に最大の被害を及ぼす地震は元禄型関東地震で、本市の沿岸部で揺れが大きく最大震度は７と想

定しています。  

これまでの想定に比べ、火災による焼失棟数（6,903棟→77,700棟）及び死者数（88人

→1,548人）が大幅に増加しました。また、津波による被害も今回新たに想定しています。  

 ＜元禄型関東地震の被害想定：Ｍ8.1／市内最大震度７ 午後６時／風速６m/s／風向北＞  

種別 被害項目 被害単位 元禄型関東地震 

建物被害 
揺れ・液状化・ 

崖崩れ・津波 

全壊棟数 34,669 棟 

半壊棟数 113,719 棟 

地震火災 
出火 炎上出火件数 370 件 

延焼 焼失棟数 77,700 棟 

人的被害 
死者 人 3,260 人 

負傷者 人 21,700 人 

避難者 

避難者(1 日後) 人 577,000 人 

避難者(28 日後) 

下段は避難所生活者 
人 

335,000 人 

(218,000 人) 

帰宅困難者 平日の正午 人 455,000 人 

※ 横浜市に最も被害をもたらす慶長型地震による津波では、595人の死者が発生すると想定されます。 

 

 ４  減災目標 

新たな被害想定を踏まえ、大規模な地震や津波などが発生した場合でも、被害をより一層軽減

することを目的として、「減災目標」を設定します。 

被災数を限りなくゼロに近づけることを目指しますが、10年後の平成34年度における減災目

標については、実現可能性などを考慮し、３つの基本目標を定めます。 

 

 

 

 

 

【震度分布図】 

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

 
基本目標Ⅰ 被害を最小限に抑える 

目標 1：死者数 50％減少 （約 3,260 人から約 1,630 人減少） 

目標 2：避難者数 40％減少 （約 577,000 人から約 230,800 人減少） 

目標 3：建物被害棟数（全壊・焼失）50％減少 （約 112,000 棟から約 56,000 棟減少） 

 
基本目標Ⅱ 発災時の混乱を抑え、市民の命を守る 

目標 1：帰宅困難者の安全確保 

目標 2：災害対策本部機能の強化と適切な情報発信 

目標 3：医療、緊急時の交通の確保 

 

 
基本目標Ⅲ 被災者の支援と早期復興を図る 

目標 1：避難者の安全・安心の確保 

目標 2：被災者の早期生活再建支援 

目標 3：被災中小企業支援など早期の経済再生 

 

 目標達成のために必要な対策を効果

的かつ効率的に実施していくために、

「地震防災戦略」を策定し、減災に向け

た取組を進めていきます。 
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 Ⅱ 地震に備えて（予防計画） 

 

 １  自助・共助・公助による減災 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害での被害を最小限に抑える「減災」

にむけた取組（減災行動）が重要です。 

そのため、本市においては、市民や事業者の減災行動に対する理解の促進と、その実践につな

げていくために、「自助」「共助」「公助」の考え方に基づく減災を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「自助」「共助」「公助」の定義 

・「自助」とは、自らが自分・家族を守るための備えや行動のことです。「自らの身は自ら守る」

ことは、防災・減災の基本です。 

・「共助」とは、近隣の皆さんで、互いの安全・安心のために協力しあう地域活動の 

ことです。「皆のまちは皆で守る」ことは、地域の皆さんの安全を守るために最も 

効果的な方法です。 

・「公助」とは市・区を始め、国・県・警察といった公的機関が、日頃から防災・減 

災に向けて行う取組や発災時に行う救助活動等の災害対応のことです。 

  

検索 減災行動のススメ 

検索 よこはま地震防災市民憲章 検索 わが家の地震対策 

◎「減災行動のススメ」 

（平成 23 年 8 月発行） 

地震対策のそれぞれの段階における、 

減災のヒント、ポイントを示しています。  

皆さんの減災行動の参考にしてください。 

◎「わが家の地震対策」 

（平成 25 年 5 月発行予定） 

自助、共助の取組の参考となるよう、家庭や

地域で日頃から備えておくべきことや、被害予

測地図などの情報をまとめたものです。 

地域での話し合いなどにご活用ください。 

⇒「横浜市の危機管理」ホームページ 

 

◎よこはま地震防災市民憲章 

 自助共助の大切さを市民の皆さんの共通認識としていただくために制定し

ています。 

⇒「横浜市の危機管理」ホームページ 

 

                  

よこはま地震防災市民憲章 

～ 私たちの命は私たちで守る ～ 

 

ここ横浜は、かつて関東大震災に見舞われ、多くの方が犠牲になりました。 
大地震は必ずやってきます。その時、行政からの支援はすぐには届きません。 
私たち横浜市民はそれぞれが持つ市民力を発揮し、一人ひとりの備えと地域の絆で大地震を

乗り越えるため、ここに憲章を定めます。 

穏やかな日常。それを一瞬にして破壊する大地震。大地震はいつも突然やって来る。今日か 
もしれないし、明日かもしれない。 
 だから、私は自分に問いかける。地震への備えは十分だろうかと。 

大地震で生死を分けるのは、運・不運だけではない。また、自分で自分を守れない人がいる 
ことも忘れてはならない。私は、私自身と周りの大切な人たちの命を守りたい。 
 だから、私は考える。今、地震が起きたら、どう行動しようかと。 

不安の中の避難生活。けれどみんなが少しずつ我慢し、みんなが力を合わせれば必ず乗り越 
えられる。 
 だから、私は自分に言い聞かせる。周りのためにできることが私にも必ずあると。 

東日本大震災から、私たちは多くのことを学んだ。頼みの行政も被災する。大地震から命を 
守り、困難を乗り越えるのは私たち自身。多くの犠牲者のためにも、このことを風化させては 
ならない。 
 だから、私は次世代に伝える。自助・共助の大切さを。 

 

                              平成 25 年３月 11 日制定 

⇒「横浜市の危機管理」ホームページ 

 

憲章本文 
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 ２  防災意識の高揚 

▶▶市民等への防災の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
▶▶横浜防災ライセンス 

地域防災拠点に備えている防災資機材の取扱講習を行い、 

所定のカリキュラムを修了した者に対して「横浜防災ライ 

センス証」を交付し、地域における災害時の応急活動や平 

常時の防災訓練の場でのリーダーとなる人材を養成して、 

地域防災力の向上を図ります。 

各地域防災拠点に10名以上のライセンスリーダーを確保 

するとともに、地域防災拠点運営委員会との連携を強化す 

るため、ライセンスリーダーの区ごとのネットワーク化を 

進めます。         

▶▶家庭防災員 

「家庭防災員」は、市民を対象に、防火・防災に関し必要な知

識及び技術を身につけることができる研修制度です。自助から始

まり地域防災の担い手の育成につなげるため、家庭防災員を養成

します。 

◆「要援護者」を対象とした取組 

・会場内に多目的トイレを設置するなど、要 

援護者でも参加や見学がしやすい訓練やイ 

ベントを実施します。 

 

◆「子ども」を対象とした取組 

・発達段階に応じた継続的な学習を推進し、

市民の責務（「自助」「共助」）の意識づけ

を図ります。 

・学校、PTA、区役所、地域等と連携した実 

践的な訓練を行います。 

◆「大人」を対象とした取組 

・消防団、家庭防災員や町の防災組織、自

治会町内会といった関係団体との連携を

強化し、継続的な普及啓発を進めます。 

◆「地域」を対象とした取組 

・平日の日中に地域にいる中高生などの若

い世代に対して、防災の担い手としての

期待が高まっていることから、避難生活

の場となる地域防災拠点での訓練に若

い世代の参加を促します。 

・防災・減災の全市的な展開 

のため、地域の取組事例を 

集めたホームページを作成 

するなど活動のノウハウ等 

を蓄積し、地域が活用でき 

るようにします。 

◆「企業」を対象とした取組 

・市や地域が実施する防災訓練に企業の参

加を促し、地域及び行政 

との連携を強化していき 

ます。 
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 ３  ボランティアとの協力体制の確立 

▶▶災害ボランティアセンター等との連携体制の確立 

ボランティア希望者の受入れや被災者からのニーズ等との調整に

ついては、災害ボランティアネットワークと社会福祉協議会等が災

害ボランティアセンター等において実施します。 

そのため、平常時から「災害ボランティアネットワーク」やボラ

ンティア団体、社会福祉協議会等と協力し、顔の見える関係作りを

推進します。 

▶▶ボランティアリーダーの養成等 

災害ボランティアセンターを柔軟に立ち上げ、運営できるコーデ

ィネート能力の高いボランティアリーダー（コーディネーター）と

なれるスタッフを養成するとともに、災害ボランティアセンター設

置担当者についても複数人定めることとします。 

 

▶▶ボランティア窓口の設置 

全国のボランティアからの案内窓口として、市・区災害ボランティアセンターのほか、一般的 

な申出や頻度の高い質問に対しては、市コールセンターも１次案内窓口として活用します。 

 

 ４  災害に強い地域づくり 

▶▶町の防災組織における訓練 

平常時から自治会町内会を中心とする町の防災組

織での啓発や防災訓練を行い、住民個々の減災行動

につなげていくこととします。また、町の防災組織

と避難生活の場として開設される小中学校（横浜市

では「地域防災拠点」といいます。）などの運営にあ

たる地域防災拠点運営委員会が連携して、要援護者

等に対する普段からの見守り活動を実施し、地域ぐ

るみで防災力の向上に努めます。 

▶▶地域防災拠点における訓練 

地域防災拠点が災害時に「災害時における住 

民の避難生活場所」、「物資の集配拠点」、「住民 

による救出･救護活動拠点」、「災害に関する情報 

収集・提供拠点」の各機能を円滑に行うために 

は、図上訓練（Dig訓練など）の実施など、対 

応イメージが運営委員会で共有化され、実動訓 

練に繋げていくことが重要になります。 

実動訓練の実施に際しては、地域防災拠点訓練マニュアルを参考にするとともに、各地域防災 

拠点を担当する区役所職員が訓練内容の立案などの支援をします。 

 

◎東日本大震災における事例 

 岩手県の釜石市では、日頃から学校と地域が連

携して津波避難訓練に取り組み、地域全体の避難

意識が醸成されていたため、東日本大震災時、小

中学校の児童・生徒が迅速・適切な避難行動をと

り、またその避難行動がきっかけとなって周囲の

住民が避難し、被害を最小限に抑えた事例があり

ました。 
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 ５  学校における安全対策の推進 

▶▶学校防災計画の策定 

学校長は、地震発生時に円滑に児童生徒の安全を確保するため、避難方法、

安全指導体制、教職員の役割分担、情報連絡体制その他必要事項を定めた学

校防災計画を作成し、教職員等へ周知徹底を図ります。あわせて、該当校の

地域防災拠点運営委員会と、その計画の内容について共有することとします。 

▶▶地域防災拠点運営委員会との連携 

地域防災拠点に指定されている学校長は、当該地域防災拠点

運営委員会に協力するとともに、平常時から震災発生時には避

難場所となる事態に備えます。また、教職員は、地域防災拠点

訓練マニュアルを活用した拠点開設・運営訓練等に参加するな

ど、災害時に迅速かつ的確な行動ができるよう準備します。 

▶▶応急医療の見直し 

地域防災拠点での軽傷者への対応のため、一般家庭で行えるような応急手当程度の用品を保健

室に配備します。 

▶▶発災後の休校期間 

横浜市内で震度５強以上の地震が１箇所でも発生した場合、原則として当日及び翌日は休校と

します。ただし、被害が少ないなど状況によっては、学校長の判断で教育活動の継続を可能とし

ます。 

 

 

 ６  児童生徒の安全確保 

▶▶防災教育の実施 

児童生徒に対して、防災ハンドブック｢じしんとわたしたち｣等を活用した防災教育を行い、地

震時にとるべき措置・行動について周知します。さらに、教職員の研修会等を開催し、防災教育

に関する指導力や震災時の防災対応能力を高めます。 

 

 

「じしんとわたしたち」（平成 22 年 4 月発行）は横浜市総務局危機管理室ホームページに掲載しています。 
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▶▶防災訓練の実施 

児童生徒の安全を確保するため、学校防災訓練は、より効果的かつ

実践的な形の｢発災型訓練｣、｢児童生徒の預かり・引き渡し訓練｣等を

行います。 

訓練終了後は、教職員の指示方法、安全点検、児童生徒の避難行動

などについて評価を行い、以後の防災訓練をより充実します。また、

地域防災拠点運営委員会との連携についても十分配慮します。 

 

▶▶児童生徒の避難行動 

◆在校時 

地震発生後、児童生徒の安全確保ののち、児童生徒の預かり、引き

渡しについては、以下のとおりとします。 

※あらかじめ、各保護者や地域等の取り決めにより、方面別の集団下校等、児童

生徒を安全に下校させる取り決め等が交わされている場合はこの限りではあ

りません。 

【小学校・中学校・特別支援学校】 

・保護者が学校に引き取りに来るまで学校で預かります（留め置く）。 

【高等学校】 

・あらかじめ、保護者から学校に預かる（留め置く）か、下校させる

かの希望を聞き、原則それに従います。 

◆通級指導教室 

・発災時、児童生徒が、通級指導教室や日本語教室など、在籍校以外で学習している場合は、学

習している学校での「児童生徒の預かり」を原則とします。 

◆はまっ子ふれあいスクールや放課後キッズクラブの避難行動 

・これらに属している児童は、学校長の指示に基づき、学校管理下での「児

童の預かり」を原則とします。 

◆放課後児童クラブ（学童クラブ）における避難行動 

・あらかじめ、学校・放課後児童クラブ・保護者間で協議し、至近の施設等

（放課後児童クラブ・小学校も含む）の安全な場所を避難場所に決めてお

きます。 

・また、避難場所に、保護者が引き取りにくるまで、指導員等の管理下で「児

童の預かり」を原則とします。 
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 ７  地震に備えた対策の推進 

▶▶地域防災拠点の整備 

予測される避難者数に対する現行の地域防災拠点 

の収容人数が、大幅に不足する場合、未指定の市立 

学校等の位置や避難地区指定状況を考慮し、地域防 

災拠点の追加指定を行います。 

また、教育委員会事務局において学校施設の耐震

補強工事を進めています。 

 

▶▶都市基盤施設・防災施設の耐震化促進 

過去の大震災では、道路・鉄道などの都市基盤施設や庁舎・病院な

どの防災施設も被害を受け、災害応急対策に支障が生じたことから、

これらの施設については耐震診断、耐震改修など耐震強化に努めなけ

ればなりません。また、新たに整備する公共施設については、その施

設内容に応じてより高度な耐震設計に基づく建設を進めます。 

 

▶▶緊急輸送体制の整備 

区役所や土木事務所、消防署、主要な病院等、災害発生時の拠点と

なる建築物から緊急交通路※1又は緊急輸送路※2に至るまでの路線を定

め、沿道の建築物の耐震改修を促進します。 

※1：大規模地震発生時に応急対策を実施する車両の円滑な走行を確保するため、交 

通規制が行われる路線（神奈川県公安委員会が指定） 

※2：応急対策の実施に必要な物資、資機材、要員等を輸送する車両が通行する高速 

道路や幹線道路などの輸送の骨格をなす道路（横浜市が指定） 

 

▶▶情報受伝達手段の整備 

災害情報等の入手手段を確保するため、緊急地震速報対応 

ラジオの配置やテレビアンテナ、特設公衆電話回線及びイン 

ターネット環境の整備を進めます。 

 

▶▶高層建物の地震対策 

高層建物等については、ハード対策として、長周期地震動による影響も大きいことから、上層 

階への物資の備蓄や地震管制運転装置付エレベーターへの改修促進などの啓発に取り組みます。 

また、ソフト対策としては、高層マンション等における防災マニュアルの整備等の支援に取り 

組みます。 
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 Ⅲ 地震発生直後から３日目まで（応急対策） 

 

 １  避難 

 

 

▶▶まず、すること 

・大きな揺れの最中は、無理にコンロなどの火を消したりせず、まず身を守りましょう。 

・大きな揺れがおさまったら、素早く火を止めましょう。 

 

▶▶隣近所の助け合い 

・隣近所で協力し、消火活動、救出活動を行いましょう。 

・高齢者、障害者等の要援護者の安全を確保しましょう。 

 

▶▶津波からの避難 

・沿岸部や河川沿いにいる場合は、地震による大きな揺れを感じた

り、津波警報などの情報を得たときは、直ちに避難しましょう。 

・避難場所 

① 海抜5m以上の高台  

又は 

② 鉄筋コンクリート若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の頑丈な建物の3階以上 

を目安に避難しましょう。 

▶▶避難場所 

◆いっとき避難場所 

・近くの学校、公園、広場など地域防災拠点に避難する前に集結する安全な場所 

◆広域避難場所 

・地震による火災が多発し延焼拡大した場合、熱や煙から生命・身体を守るために避難する場所

（大きな公園やグラウンド等）※ 避難時間は長くても数時間程度と想定しています。 

 

 

 

 

 

 

○地震が起きた時は、自分の身は自分で守ることが基本です。 

○地震がおさまった後は、消火活動や救助活動を行いましょう。 

○自宅建物が火災や倒壊の危険がある場合は、地域防災拠点などへ避難しましょう。 
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◆地域防災拠点 

・家屋の倒壊などにより自宅に戻れない場合に避難 

生活を送る場所（あらかじめ指定された市立の 

小・中学校等） 

 ・地域防災拠点の運営は、避難してきた方々全員が協力しあいましょう。 

 ・地域防災拠点は、食料や日用品などの物資の配布や地域の被災情報や生活情報の収集、伝達も 

実施する場所です。 
 

◆補充的避難場所 

・避難者数等の増加により、地域防災拠点の収容能力が超える場合には、区内の他の公共的施設

や民間施設等を補充的な避難場所として開設します。 

・この場合の避難所の運営は、地域防災拠点と同様とします。 
 

◆特別避難場所 

・地域防災拠点での避難生活に支持等が必要な要援護者のために、社会福祉 

施設等を特別避難場所として指定し、地域防災拠点での生活が困難で援護の 

必要性の高い方を優先して受け入れます。 

 

 

 

 

 

▶▶自宅で被災生活を送る被災者等の対応 

自宅で被災生活を送る被災者（以下「在宅被災生活者」という。）及び地域防災拠点などの公 

的避難場所以外で、発災後、市民が任意に設置した避難場所（以下「任意の避難場所」という。） 

で被災生活を送る避難者の対応は、以下のとおりとします。 

① 地域防災拠点運営委員会、自治会町内会等に、被災生活を送って 

いる場所、避難者の住所･氏名及びその他必要事項を報告してください。 

② 地域防災拠点に集まる情報や物資を入手するため、地域防災拠点 

運営委員会、自治会町内会等と調整をしてください。 

③ 情報や物資の提供等が不要となった場合は、地域防災拠点運営委 

員会や自治会町内会等へ、その旨を連絡してください。 

 

◎最寄りの特別避難場所の確認方法は？ 

 お住まいの区役所のホームページや防災マップ等で確認することができます（ご不明な場合は、

区役所総務課へお問い合わせください）。 

 また、市ホームページ（防災情報）でも、「市内避難場所一覧」を公表しています。 

 

情
報
が
・
・ 
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 ２  消火活動、救助・救急活動 

 

 

 

 

▶▶応急活動体制の確立 

消防隊等は、大規模な地震が発生した場合、消防団、関係機関等と連携を 

図りながら、消火活動を優先とした応急活動体制を確立します。 

また、自主防災組織（町の防災組織等）は、自助・共助の観点から初期消火、避難誘導など 

の活動を行うとともに、消防隊等に火災状況等の情報を提供し、消火活動に協力します。 

 

 

 

 

 

 

▶▶消火活動、救助・救急活動の原則 

各主体における消火活動、救助・救急活動の原則は次のとおりとします。 

 消火活動 救助・救急活動 

町の防災 

組織 

・自宅の出火防止措置及び家族の安全確保を

実施します。 

・消火器の活用、バケツリレーなど地域の初

期消火活動を実施します。 

・火災が拡大して危険となった場合は、活動

を中止し速やかに避難します。 

・消防隊の消火活動に協力します。 

・周囲の人の協力を得ながら、救出・救助活動を 

実施するとともに、二次災害発生の防止に努め 

ます。 

・日頃の地域コミュニティの活動等を通して把握 

している要援護者等の情報をもとに、効率的な 

救助・救急活動を実施します。 

・消防隊の救助、救急活動に協力します。 

消防団 ・火災発生時には、防火水槽、プール等を原

則とした消火栓以外の水利を活用し、消火

活動を実施します。 

・火災の進展状況に応じて、飛火警戒を実施

するとともに、避難路及び住民の安全確保

を重点に消火活動を実施します。 

・車両隊は、消火活動を主体として行うことを原

則としますが、状況に応じて、救助・救急活動

を実施します。 

・地域活動隊は、地域内の住民に対し、「初期消

火の実施」、「人命救出活動の実施」などの指導

等を実施します。 

消防隊等 火災状況が消防力を上回るときは、次の原則

に基づき活動します。 

・木造密集地、消火有効区域などを優先とし

た消火活動を実施します。 

・地域防災拠点や病院などの市民に直接影響

を及ぼす施設の消火を優先します。 

・市民の安全を確保するための延焼阻止活動

を実施します。 

・人命の救助及び救命活動を優先します。 

・緊急度のより高い人や重症者の処置を優先しま 

す。 

・幼児、高齢者及び要援護者への処置を優先しま

す。 

・延焼火災が発生し、多数の救助、救急事象が併

発しているときは火災現場付近を優先としま

す。 

・多くの人を救出できる事象を優先とします。 

○地震発生時に消防が行う災害応急活動は、人命の安全確保を最優先とします。 

○消防団、企業自衛消防隊等とともに、連携して火災の早期鎮圧及び拡大防止を図ります。 

○特別高度救助部隊等を活用し､人命の救助・救急活動を実施します。 

○地域住民の避難が完了するまで、火災の鎮圧と拡大防止を図ります。 

 

 

◆関係機関等  ・警察、自衛隊、海上保安庁 

・電気、ガス事業者など 
◆消防隊等 

○陸上消防隊 

○航空消防隊 

○水上消防隊 
◆緊急消防援助隊 ・他都市から応援派遣された

消防隊等 

◆消防団  ◆自主防災組織（町の防災組織等） 
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 ３  医療・救護活動 

○震災時にけがをしたり、病気になった場合は、症状の重さなどに応じた医療機関や、地

域防災拠点などの避難所で診療や手当を受けます。 

○診療可能な医療機関には、「診療中」を表す旗を、目印として掲げます。 

○震災時に備えて、外傷や慢性疾患などに対応する医薬品を備蓄確保します。 

▶▶緊急度・重症度に応じた医療提供体制 

 

重症

中等症

軽症

極めて軽度の負傷

①災害拠点病院（市内13か所）

②災害時救急病院（災害拠点病院以外で、負傷者等を受入れる病院）

③診療所
④地域防災拠点（医療救護隊による巡回診療など）

⑤市民の自助・共助による応急手当

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・

・・

 

①災害拠点病院（市内 13か所） 

主に緊急かつ重症の負傷者等の診療を行います。⇒赤い旗が目印です。 

 

②災害時救急病院（災害拠点病院以外で、負傷者等を受入れる病院） 

主に中等症の負傷者等の診療を行います。 ⇒黄色い旗が目印です。 

 

③診療所（負傷者等の受入が可能な診療所） 

軽症の負傷者等の診療を行います（受入可能な診療所のみ）⇒黄色い旗が目印です。 

 

④、⑤地域防災拠点等の避難所 

避難所にいる軽症の負傷者等に対しては、医療救護隊が巡回診療などを行います。 

なお、極めて軽度のけがの場合は、自助・共助により応急手当を行ってください。 

 

▶▶医療情報の提供 

診療可能な医療機関には、目印として横浜市共通の「診療中」の旗を掲げるとともに、

地域防災拠点等や区役所等では、受診可能な医療機関等の情報を随時提供します。 

日頃から、地域にある医療機関をよく調べておきましょう。 

 

▶▶医薬品の確保 

震災時に備えて、外傷や慢性疾患などに対応する医薬品を備蓄確保するほか、必要に応

じて、本市と協定を締結している横浜市薬剤師会や医薬品卸会社などから調達します。 

【イメージ図】 
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４  情報 

 

 

 

▶▶正確な情報収集 

ラジオ等の情報や横浜市が提供する情報を入手したり、災害用伝言ダイヤル等を利用しましょう。 

 ◆横浜市防災情報Eメール 

・パソコンや携帯電話から事前に登録いただいた方に、次の種類のメールを送信するサービスを行ってい

ます（地震、津波、気象情報・注意報、河川水位、緊急なお知らせ、天気予報）。 

・横浜市防災情報 http://www.bousai-mail.jp/yokohama/ 

 ◆緊急速報メール 

・NTTドコモの「エリアメール」、au、ソフトバンクの「緊急速報メール」サービスを利用し、対応携帯

電話に緊急を要する防災情報を提供します（登録は不要）。 

 ◆わいわい防災マップ・洪水ハザードマップなど 

・災害が発生した場合に予想される様々な危険性や、それらの危険に備えるための情報を横浜市のホーム

ページで公開しています。 

・横浜市行政地図情報提供システム http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/ 

 ◆災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板（Web１７１） 

・災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生

により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状

況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。 

・災害用伝言板（Web１７１）は、インターネットを利

用して被災地の方々の安否情報を確認する手段です。 

 

▶▶災害時広報・報道、広聴活動 

◆広報内容、広報媒体 

主な広報内容  広報媒体 

１ 地震の概要（震源、震度、主な被害状況等） 

２ 避難勧告・指示情報 

３ 応急対策活動等の状況 

４ 医療情報（病院、診療所及び薬局等の再開状況） 

５ 地域防災拠点の開設状況 

６ ライフライン等の被害・復旧状況 

７ 生活支援情報（被害認定調査、り災証明の発行、

横浜市被災者支援に関する各種制度の案内） 

■紙媒体 

・地域防災拠点へ印刷物の提出等を行う。 

・補助的な広報ツールとして、自治会町内会

等の掲示板に可能な範囲での 

提出を依頼する。 

■ツイッターなどの活用 

■広報番組（テレビ、ラジオ等） 

■航空機、広報車の利用 等 

◆広聴活動 

・市民からの問合せに対応するため、災害時コールセンターを設置し、情報提供を行います。 

 
○災害発生時には、様々な情報が飛び交うことが予想されます。 

○デマに惑わされず、正しい情報を入手するようにしましょう。 

【災害伝言ダイヤルの利用方法】 

①伝言を登録 

 ⇒「１７１」のあと「1」をダイヤル 

②伝言を再生 

 ⇒「１７１」のあと「２」をダイヤル 

※音声ガイダンスに従って伝言の録音、

再生を行って下さい。 

 

Web171 検索 
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５  災害時要援護者 

 

 

 

 

▶▶要援護者の避難と援護対策 

・高齢者、障害者等の被災状況を迅速かつ的確に把握し、 

避難誘導、救出救護及び必要な福祉保健サービスの提 

供等の要援護者対策を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

▶▶日頃からの見守り活動 

・災害発生時における安否確認、避難支援等の取組を行うためには、日 

頃からの地域と要援護者との関係づくりを通じて、災害への備えを進め 

ていくことが大切です。 

・そこで、自助、共助を基本とした地域による自主的な見守り、支えあいの取組が重層的に行われ 

るとともに、関係機関・団体等の連携、情報共有等が 

進んでいくよう、各区で展開している地域福祉保健計画 

等の取組を進め、災害に備えた平常時からの要援護者対 

策を推進します。 

 

 

 

○地域の中には、災害発生時の避難行動など臨機に対応することが難しい高齢者や障害者等の

要援護者の方々が暮らしています。 

○日頃からの地域ぐるみでの見守り活動で災害から要援護者を守りましょう。 

  

 

◆市民、地域の役割 

１ 地域防災拠点運営委員会及び町の防災組織等の自主

防災組織は、地域の助け合いを基本として、地域ぐるみ

で震災から要援護者を守るため、自治会・町内会、民生

委員・児童委員、保健活動推進員等地域関係者及び地域

住民と連携して安否確認、避難支援等その他必要な援護

を行います。 

２ 地域の連帯という観点から主体的に要援護者の支援

に取り組みます。 

３ 行政、関係団体等と相互に連携協力して、要援護者の

援護を行います。 

※ 横浜市では、町の防災組織などが希望する場合は、区役所

との協定締結などの手続きを経て、要援護者の情報をあらか

じめ提供することができます。 

足
が
・
・ 
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 ６  帰宅困難者 

 

 

 

 

 

 

 

▶▶帰宅困難者の発生抑制と慌てないための備え 

             ・事業者等は、従業員等の施設内での待機に備え、３日分の飲料水、 

食料などの物資を備蓄しておきましょう。 

・家族等との安否の確認手段、連絡手段を確認しておきましょう。 

・徒歩で帰宅せざるを得ない場合に備えて、帰宅経路の確認や携行品 

 等を用意しておきましょう。 

  

▶▶帰宅が困難になってしまったら 

・むやみに移動しない     二次災害に巻き込まれないようにしましょう。 

・正確な情報を収集する    被害状況、交通情報、家族の安否確認等 

・職場や避難スペースにとどまる    時間をおいて帰宅しましょう。 

・駅周辺には立ち寄らない    人が滞留し、身動きがとれなくなる可 

               能性があります。 
 

▶▶帰宅困難者への支援 

◆一時滞在施設等の開設・運営 

・横浜市では、地震により大量の滞留者の発生が予測される主要駅等を中心に、滞留者の安全の 

確保と災害関連情報を提供するための一時避難場所及び一時滞在施設を指定しています。 

◆帰宅困難者への情報提供 

・ホームページやツイッター、ＦＡＸ等を活用して、鉄道の運休・復旧状況や代替輸送の実施状

況等について広報します。 

・スマートフォンや携帯電話で検索できる「帰宅困難者一時滞在施設検索システム『一時滞在

NAVI』」等を活用して施設の開設、運営状況を把握し、必要な支援を実施します。 

【ＱＲコード】 

 

 

 

◆徒歩帰宅者への支援 

・徒歩帰宅者の支援拠点としてコンビニエンスストア・ファ 

ミリーレストラン等や、ガソリンスタンドと協定を締結し 

ており、これらの施設では、水、トイレ、災害関連情報の 

提供等を行います。 

○震災時には、鉄道機関の運行停止等により、主要駅を中心に大量の滞留者や帰宅困難者の

発生などの混乱が予測されます。 

○「むやみに移動を開始しない」を基本原則として、帰宅困難者 

 の発生が抑制されることが重要になります。（一斉帰宅の抑制） 

○発生した帰宅困難者に対しては、支援を行います。 

 

携帯電話用 スマートフォン用 

（左）災害時帰宅支援ステーションステッカー 

（右）災害時徒歩帰宅者支援ステーションステッカー 
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 ７  地域防災拠点 

 

 

 

 

 

 

▶▶地域防災拠点の開設、閉鎖・統合 

◆被災者の避難・受入れ 

・震災により住家を失い、又は破損等により居住すること

ができなくなった住民が避難生活を行う場所です。 

・また、ライフラインの停止などにより自宅での避難生活

が困難となった住民が、物資や情報を入手します。 

◆開設 

・市内1か所以上で震度５強以上の地震（気象庁発表）が発生したときは、全地域防災拠点を開

設します。 

・開設にあたっては、区本部拠点班、学校連絡調整者、地域防災拠点運営委員は、速やかに地域

防災拠点に参集し、施設の安全性を確認した後、避難の受入れに必要な措置を講じます。 

◆閉鎖・統合 

・災害の状況が明らかになる時期（概ね３日程度）、ライフライン復旧時期、応急仮設住宅整備

時期等の段階において、区本部長は各地域防災拠点の避難状況等を考慮し、地域防災拠点運営

委員長と協議を行ったうえで、地域防災拠点の閉鎖・統合・避難者の集約等を決定します。 

 

▶▶地域防災拠点における広報 

◆避難者や市民への広報活動の拠点 

・地域防災拠点には、様々な情報を迅速、確実に受伝達する通信手段として、音声やFAX、デ

ータの受伝達が可能なデジタル移動無線を、各1台配置しています。 

・避難生活に欠かせない身近な生活情報については、地域防災拠点を通して広報します。 

・校内放送、ハンドマイク、学校掲示板、チラシ及び災害情報に 

関する印刷物等を活用し、避難者、住民に対して必要な情報を 

提供します。また、印刷物による情報提供として、地域防災拠 

点への掲出等に併せ、補助的な広報ツールとして、自治会町内 

会等の掲示板に可能な範囲での掲出を依頼します。 

・情報の提供にあたっては、警察、消防、郵便局等との連携を図 

り、相互の情報を交換し、整理します。 

○地域防災拠点は、家の倒壊などにより、自宅で生活できなくなった人たちが一時的に生活

するための最低限の食料・水を備蓄するとともに、救助活動に必要な資機材などを整備し

ています。 

○地域防災拠点の運営は、地域住民による相互扶助によって行うことを基本とし、原則とし

て避難してきた方々全員が協力します。 
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▶▶地域防災拠点の管理・運営 

◆地域防災拠点運営委員会 

・地域防災拠点ごとに、地域・学校・行政等からなる 

地域防災拠点運営委員会を設置しています。 

それぞれの主な役割は、次のとおりです。 

区 分 主 な 役 割 

地域住民 
地域防災拠点の開設及び管理運営、情報の受伝達、救出・救護、食料等物資の配

布、避難所での相互扶助、防犯パトロールなど 

行政 
地域防災拠点の開設、避難場所の安全性の確保、食料等物資の確保、医療救護、

情報の受伝達、市民生活の自立支援など 

学校等（※） 
児童生徒の安全確保、学校施設の管理、教育の早期再開、地域防災拠点の開設･運

営支援など 

（※）統廃合によって廃校となった学校（地域防災拠点）の跡地利用施設が引き続き地域防災拠点として指定された 

      場合は、施設利用者の安全確保、施設の管理などを実施 

 

◆避難生活の維持、管理 

・地域防災拠点運営委員会と避難者が協力し、安全で秩序ある 

避難場所運営を心がけましょう。 

・女性、乳幼児、高齢者、障害者、外国人等に対する配慮すべ 

き項目は次のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

◎女性 

・拠点運営への女性の意見の 

反映 

・女性への暴力等を防ぐため 

の防犯の強化 

・男女のトイレを離すなど、 

トイレを安全・安心に利用 

きる工夫 等 

 

◎乳幼児・子ども 

・授乳スペースの確保 

・泣き声への対応（専用スペ 

ースの確保等） 

・子どものプレイルームや学 

習スペースの確保 等 

 

◎高齢者 

・認知症等への配慮 

・生活不活発病（※）の予防、 

早期発見と対応 

・高齢者が孤立しないように 

コミュニティスペースの確保 

等 

 
 

◎外国人 

・避難所標識の工夫 

・通訳ボランティアの確保 

・日本人との生活習慣の違い

への配慮 等 

 

（※）体を動かさない生活が続くこと

により、全身の機能が低下して動

けなくなる病気。 

 

◎障害者 

・支援のためのスペースの確

保（行動障害など） 

・視覚・聴覚・知的障害者な

ど障害の特性に応じた情

報伝達の対応 等 

 

◎感染症患者等 

・インフルエンザ等の感染症

が、地域防災拠点全体に感

染拡大することを防止する

ため、感染症患者等の専用

スペースの確保 
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８  物資等の供給 

 

 

 
 

▶▶飲料水 

◆個人や企業などでの飲料水の備蓄 

・地震発生後から3日目までは、個人や企業などで備蓄した飲料水を活用しましょう。 

・最低1人1日3リットル、3日分で9リットルの飲料水の備蓄が必要です。 

◆災害用地下給水タンク 

・市民に身近な応急給水拠点として、災害用地下給水タンクを整備しています。 

・地域防災拠点となっている市立の小・中学校を中心に設置しており、原則として市民の共助に

より仮設の蛇口を設置し、必要な飲料水を確保します。 

◆応急給水 

・水缶詰を配布するほか、応急給水拠点において、応急給水

を実施します。 

・発災後、４日目以降は耐震管の先端に整備した緊急給水栓

からの給水が可能となるよう、優先的に復旧します。 
 

▶▶食料・生活必需品 

◆備蓄庫 

・食料、水缶詰等は、地域防災拠点防災備蓄庫、区役所災害用備蓄庫、区役所分散保管場所（消

防署出張所備蓄庫）、方面別備蓄庫及び帰宅困難者用備蓄庫に備蓄されています。 

◆物資の供給 

・発災直後から概ね3日間は、飲料水、食料、毛布など必要不可 

欠な物資を迅速に避難所等に供給します。（プッシュ型供給） 

・交通インフラや物流機能等の回復後、避難所等の被災者ニーズ

を把握し、区本部からの要請に基づいて、物資を避難所等に供

給します。（プル型供給） 

◆物資配付の優先順位 

 

 

◆食料供給の留意事項 

 

 

○大災害では、ライフライン施設の復旧や物流回復に時間を要するおそれがあることから、発

災後概ね 3 日間は公的備蓄、家庭内備蓄を合わせた対応が必要となります。 

○そのため、少なくとも 3 日分の家庭内備蓄に努めましょう。 

 

 

 

・物資配布の優先順位は、①災害時要援護者（高齢者、乳幼児、障害者、 

妊産婦等）及び子ども、②地域防災拠点等の避難者、③任意の避難場所 

の避難者及び在宅被災生活者、④その他（帰宅困難者等）とします。 

・アレルギー疾患者への対応として、アレルゲンが除去された 

食品を確保し、他の食料とは分けて備蓄、保管及び供給します。 
○食物アレルギー有病率 
 ①乳児：約 10％ 

 ②３歳児：約５％ 
 ③学童以降：約 1.3～2.6％ 
 ④全年齢：約１～２％ 
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Ⅳ 地震発生後４日目以降（復旧・復興対策） 

 

 １  被災者の生活援護 

臨時の市・区民相談室を開設し、市民生活の早期回復のための相談・要望等に対応します。そ

の他､職業のあっせんや各種支援金・見舞金の給付等を行います。 

また、専門知識を必要とする相談案件に対応するため、弁護士会、税理士会、司法書士会、宅 

地建物取引業協会等に、臨時市・区民相談室への弁護士、税理士等の派遣を要請します。 

 

 ２  応急仮設住宅等の供与 

▶▶建設による応急仮設住宅 

建設用地として一定規模以上の公園のほか、大学用地、 

道路建設用地、国有地、市保有土地、港湾緑地などから、 

可能な限り要件を満たす用地を確保します。 

建物配置は、駐車区画も含め、敷地形状に応じて効果 

的に建設します。また、入居者の生活環境や、コミュニ 

ティに配慮した住宅構造・形式（住棟の向かい合わせ、 

だんらんスペースや浴室等の共同利用施設設置など）に配慮します。 

▶▶借上による応急仮設住宅 

公営住宅等や民間賃貸住宅を活用し、借上仮設住宅（みなし仮設住宅）を供与します。 

 

 ３  被害認定調査とり災証明 

▶▶被害認定調査の手順 

被害認定調査は、発災後、区域全体の被害状況を把握するため

の初期調査、発災後おおむね４日目以降から、り災建物を個々に

調査する第１次調査、おおむね20日目以降から、第１次調査の

判定結果を不服とする再調査申請に伴う再調査（第２次調査）を

実施します。 

調査の判定結果（全壊、大規模半壊、半壊等）により、各種支援制度の支援内容が異なること

から、公平かつ公正な調査を実施しますが、被災者の方々には調査への協力・理解をお願いいた

します。 

▶▶り災証明 

り災証明は、住家等の被害程度の事実を証明するもので、災害救助法に基づく応急仮設住宅の

供与や被災者生活再建支援金の支給や市税の減免を受ける際に必要となります。 

り災証明の発行は、発災後おおむね20日目以降から、住家のり災証明を優先に発行します。 
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 ４  復興対策 

▶▶復興本部の体制 

発災後、速やかに市長を本部長とする横浜市震災復興本部を設置します。 

震災復興については、被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう、被害状況の

早期把握に努め、「震災復興ガイドライン」、「震災復興基本方針」、「震災復興基本計画」を策定

するとともに、震災復興事業実施の総合調整を行います。 

▶▶復興の理念 

復興の理念として、「自助」、「共助」、「公助」の連動を 

図ることにより、地域力を生かした復興を行います。 

震災復興事業については、都市復興、経済復興、住宅復興、 

生活・暮らし復興等、市民生活の全てにわたる分野を対象とします。また、復興計画等の策定に

際しては、市民ニーズの把握をはじめ、女性、高齢者、障害者、こども、外国人等の視点を考慮

するとともに、策定過程への女性などの参画に配慮します。 

▶▶復旧・復興期の区分 

復興に取り組む時期を次のとおり区分します。 

区分 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

期間 

内容 

発災～２週間後 

‣震災復興本部設置 

‣復興計画検討委員

会設置 

2週間後～2か月後 

‣震災復興ガイドラ

インの策定 

‣復興基本方針策定 

２か月後～６か月後 

‣横浜国際港都復興

審議会設置 

‣復興基本計画策定 

６か月後～１年後 

‣地区別整備計画 

策定 

１年後以降 

‣地区別細部計画 

提示 

 
 
 
 
 
 
 

▶▶生活・暮らし復興 

生活基盤・環境を整え、被災者の暮らしを震災前の状態に回復し、質的向上を図るため、「生活・ 

暮らし復興基本方針」を策定します。 

 また、災害弔慰金、生活再建支援金等の給付、税の減免、義援金の配分などの被災者への経済 

支援、雇用の維持確保、再就職支援を進めます。あわせて、医療・福祉・学校・保育などの公的 

サービスの速やかな復興、再開を目指します。 

▶▶地域経済の復興支援 

経済復興に向け、緊急的な経済対策を取りまとめ、中長期的な視点に立った「経済復興基本方 

針を」策定します。 

 
◆産業ワンストップセンターの開設・運営 

被災した中小企業への一元的な緊急相談窓口として「震災時産業ワンストップセンター」を 

開設・運営し、緊急的な経営相談、融資などの支援を実施します。 

復興期 復旧期 

１年 ６か月 ２か月 ２週間 発災 

第４期 第５期 第１期 第２期 第３期 

復旧期 復興期 
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Ⅴ 津波対策 
 

１  津波対策の基本 

▶▶津波の予測 

◆減災レベルの津波 

  減災レベルの津波とは、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最 

大クラスの津波のことで、本市では平成２３年度に神奈川県が想定した「慶長型地震」による 

津波を想定しています。    

住民避難を軸とした総合的な津波対策を進めます。 
 

◆防護レベルの津波 

防護レベルの津波とは、最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波の高さは低いもの 

の、大きな被害をもたらす津波のことで、本市では「元禄型関東地震」による津波を想定し 

ています。    

適切な防護手法を検討整備していきます。 
 

２  予防対策 

▶▶津波から身を守るために 

 ◆津波避難施設等の指定 

浸水が予測されている区域から、安全な高台や建物に概ね 10 分以内に避難できるよう、地域 

と連携しながら、津波避難場所確保や津波避難施設指定を進めます。 
 

◆情報受伝達手段の整備 

  津波警報又は大津波警報が発表された場合、避難対象区域（慶長型地震による津波の浸水予測

区域）周辺にいる住民や観光客等に迅速な周知を可能とするため、津波警報伝達システム（89

か所）、緊急速報メール、広報車など複合的な手段を用いた広報活動を実施します。 

◆防災意識の啓発 

「津波からの避難に関するガイドライン」を活用し、防災訓練、講演会等のあらゆる機会をと 

らえて、津波に関する正しい知識、防災意識の高揚、津波避難対策の周知・啓発をします。 

 また、津波避難情報板、海抜標示などにより、津波からの避難意識を高めます。 
 

３  避難勧告・指示 

▶▶津波警報などが発表されたら 

本市では、原則として、東京湾内湾に津波警報が発表 

された場合は避難勧告、大津波警報が発表された場合は 

避難指示を発令します。 

 

 

 

津波からの避難ガイドライン 検索 

◆より早く、より高い場所へ避難しましょう。 

避難は、海抜５ｍ以上の高台又は、鉄筋コンクリート造等の堅牢な建物の３階以上に！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市防災計画「震災対策編」2013 
概要版 

 

横浜市総務局危機管理室 

平成 25 年 4 月 

 

〒231-0017 横浜市中区港町1-1  

℡ 045－671－4096  FAX 045－641－1677  

E メール so-kikitaisho@city.yokohama.jp 


