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横浜市 総務局危機管理室

東日本大震災時には
平成23年3月11日14時46分に発生

した東日本大震災では、震度5強の揺れ

を観測した首都圏のほとんどの鉄道は、

運行を停止してしまいました。
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３．１１の状況

港北区小机町

西区南幸町

横浜関内ビル（道路局）
4

横浜市での液状化と思われる被害

液状化危険度判定を
していない場所においても、
液状化と思われる被害が
発生しています。

金沢区柴町 金沢区柴町

中区錦町
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３．１１の帰宅困難者対応状況
■市内約８７箇所で約25,300人の受入れ

■民間事業者様でも受入れを行った。
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パシフィコ横浜 展示ホール

横浜市の防災計画見直し
～東日本大震災の経験から～
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防災計画とは

風水害対策編

都市災害対策編

地震・津波（平成24年度全部修正）

台風・豪雨・洪水・土砂災害（平成21年度修正)

地下街火災・毒劇物・ＲＩ災害（平成19年度修正）

横 浜 市
防 災 計 画
作成:横浜市防災会議

震災対策編

7

●防災計画の構成

8

東日本大震災で明らかになった課題
や得られた教訓など

横浜市防災計画「震災対策編」
修正の基本的な考え方

◆減災
◆人命を守ることを最優先とする対策の強化

１ 防災計画の修正について



3

「震災時避難場所について」
地震に伴う火災の輻射熱や煙から

逃れるために避難する場所です。

避難時間は長くても数時間を想定

しているため、食料・飲料等の備蓄

は、していません。

「広域避難場所」

公園などの場所で、拠点や広域

避難場所へ避難するために地域

住民が一時的に集まる場所として、

各自治会･町内会

が定めます。

「いっとき避難場所」 「地域防災拠点

（震災時避難場所）」
市立小中学校を指定、物資・食料

の備蓄、運営は地域の自治会･町内

会等が運営委員会を構成して行い、

訓練は各拠点年

１回以上実施して

います。
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避難のながれ

街区火災など

「炎」「煙」からの避難

いっとき避難場所

（公園など）

自宅

広域避難場所 地域防災拠点

地震発生

14

(1) 避難所数の確保について
(2) 公的避難所以外への避難に

ついて
(3) 地域防災拠点の開設について
(4) 地域防災拠点

の運営について
(5) 地域防災拠点

の訓練について

■ 避難所のあり方

地域防災拠点の備蓄品
【食料】

クラッカー、乾パン、おかゆ等（約160万食）
【飲料水】

水缶（約180万缶）
【生活資機材】

移動式炊飯機、トイレパック、組立式トイレ など
【救助資機材】

エンジンカッター、発電投光器 など
【その他】

毛布、おむつ（高齢者用・乳幼児用）、生理用品
担架、リヤカー など

◇ 震災以降の各地域防災拠点での訓練実例

〔避難者受付の設置〕 〔避難者カード記載・集計〕
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〔避難生活基盤の形成① 区割り、停電･夜間対策〕 〔避難生活基盤の形成④ 男女ニーズの違いへの配慮〕

・女性の更衣室及び授乳室
の設置

（防犯上目の届く場所）

〔避難生活基盤の形成② トイレ対策訓練〕

〔避難生活基盤の形成③ 飲料水の確保〕

備蓄資機材による救出救助訓練
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震災以降の各防災拠点訓練から
◇ 多くの市民は、東日本大震災を経て

危機感を感じており、訓練参加者が増加

◇ 運営委員（自治会･町内会）は、避難所

の開設･運営に対する意識が向上

◇ 訓練に参加できない年代に参加して

いただくための児童･生徒が参加する訓

練内容

～ 訓練内容が徐々に変化 ～

「新たな課題に対する取り組み」

児童･生徒の
訓練の参加

地域コミュニティの形成に向けて ＝ 多くの参加者

◇普段からの見守り
活動

◇安否確認訓練
地域コミュニティ
の形成に向けて
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「効果的な避難所の
開設・運営に必要なこと」

１ 普段からの地域コミュニティの形成

２ 運営委員等の地域の防災リーダー

３ 発災時の行動などの共通認識

４ これらを踏まえた避難所としての

開設・運営訓練の実施

まとめ
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･一斉帰宅抑制などの
事業者等への啓発

･主要駅周辺等における
混乱防止対策の充実

帰宅困難者への対策
が不明確

★帰宅困難者への対策
検討事項・課題等 計画案

その教訓を踏まえて
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１ 帰宅困難者の発生抑制
２ 一時滞在施設の拡充
３ 徒歩帰宅者への支援

帰宅困難者の発生を抑制すること
が重要であり、「むやみに移動を開始
しない」ということを基本原則に

28

企業等における従業員等の

施設内待機やそのための備蓄
の推進

１ 帰宅困難者の発生抑制
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市民の皆様だけでなく、観光などで
横浜を訪れた方々が、安心して過ご
せる街づくりを民間事業者の皆様の
御協力を頂きながら進めています。
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２ 帰宅困難者の一時滞在
施設の確保

帰宅困難者一時滞在施設
の指定

帰宅困難者用の、食料(ビスケッ

ト）、水、保温用アルミブランケット

やトイレパックを備蓄
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帰宅困難者の物資の備蓄

一時滞在施設内に備蓄品の
保管等の協力をお願いする
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帰宅困難者対策に関する取組

■ 帰宅困難者一時滞在施設検索シス
テム災害発生時に、どの一時滞在施設
で受け入れ可能かなどの情報を携帯電
話やスマートフォンで検索できる

「一時滞在ＮＡＶＩ」を整備

・ 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などを

帰宅支援ステーションに

・ 水道水、トイレや災害関連

情報など知り得た情報など

を提供
32

３ 徒歩帰宅者への支援
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第５部 津波対策【新設】

検討事項・課題等 計画案

･減災レベルの津波に対し
ては、住民避難を軸とした
総合的な対策の確立
【避難場所の指定、情報伝
達手段の整備等】

･防護レベルの津波に対し
ては、港湾区域等における
適切な防護手法を検討し整
備を推進
【海岸保全施設等の整備、
下水道施設等の対策など】

津波への対応要領が
不明確

津波避難施設表示
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・津波避難施設には、
その施設が津波避難
施設であることが分か
るような表示を掲示し
ています。

海抜表示の設置

35

万一の津波に備え、

「より早く、より高い場所

への避難」をしてもらう

ため海抜表示を設置し

ています。

４か国語で表記

（日本語、英語、中国語、

ハングル）

津波避難情報板
 市民や観光客等の皆様が、迅速・的確な

避難行動ができるよう、

「津波避難情報板」を浸水

予測区域内に６基設置し

ました。

□ 主な掲載内容

・ 周辺地図、浸水深、

標高、避難の方向、

津波避難施設 48
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減災へ向けて

どうすれば被害は減るのか・・

37 38

１ 自助・共助・公助とは

「自らの身は自ら守る」ことは、防災・

減災の基本です。自らが自分・家族を

守るための備えや行動を「自助」と呼び

ます。

減災の第１歩目

＜自助＞
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「みんなのまちはみんなで守る」ことは、

地域の皆さんの安全・安心を守るため

の最も効果的な方法です。

近隣の皆さん同士が、互いの安全・安心

のために協力しあう地域活動を「共助」と

呼びます。

減災の第２歩目

＜共助＞
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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

対応を「公助」と呼びます。

減災に向けた後押し

＜公助＞
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41

皆様へのお願い

① 命を守るために

自助・共助の意識を高める

② 人を救うために

地域コミュニティの醸成
42


