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平成２９年６月３日（土）
市民安全部危機管理課



本日の内容

１ 想定される地震について

２ 三浦半島断層群地震について

３ 地震対策について

４ 津波の想定について

５ 避難地と避難所について





地震の種類



横須賀市における地震被害想定

想定地震
マグニ
チュード

建物被害 人的被害

三浦半島断層群
地震

７．０
全壊 8,330棟

半壊 22,030棟

死者 370人

負傷者 4,960人

大正型関東地震 ８．２
全壊 24,220棟

半壊 32,460棟

死者 2,910人

負傷者 10,650人

※設定条件 冬、平日、１８：００発災
神奈川県地震被害想定調査による









三浦半島断層群



横須賀市の活断層

断層名 区 間 長 さ
最新

活動期間
活動間隔 長期予測

衣笠断層
久里浜
～

葉山町一色
約13㎞

約2,800～
1,400年前

約12,000～
6,800年

次の活動までに
は数千年以上の
時間があると推

定される

北武断層
野比
～

久留和

陸域約12㎞
海域約4㎞
(海域区間の位
置は不確実)

約1,500～
1,000年前

約2,500～
1,000年

次の活動が近い
将来に起こる可
能性がある

武山断層
津久井
～
秋谷

約9㎞+
海域区間
(海域区間の長
さ・位置は不明)

約2,200～
2,000年前

約2,000年
次の活動が近い
将来に起こる可
能性がある





広域的な災害が発生した場合は・・・
消防署や自衛隊などは全力で消火活動や救助活動
にあたりますが、水道管が破損し、消火栓から水
が出せない、道路が寸断して救助現場まで行くこ
とができない、このような状態となり、地震発生
直後はみなさんの地域までは救助の手が届きませ
ん。



「防災」と「減災」

減災
公助

自助

共助

減災(一人でも多くの命
を救い、被害を少なく
する)を実現するには
「自助」,｢共助」,｢公
助｣の連携が大切

【自助】 自らのことは自らで守る
【共助】 地域においてお互いに助け合う
【公助】 行政機関が市民等の安全を確保する



何故、自助・共助は必要なのか？

災害発生直後は行政の 「公助」 による支援に
は時間的限界があるため、「自助」や地域の
「共助」 による支援体制の充実が求められる。

（社）日本火災学会：「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」による



建物の耐震化

・横須賀市には、昭和56年5月以前の住宅の耐震診断や耐震補強工事等
の費用の一部を補助する制度があります。

・インターネットで簡易な耐震診断ができます。

「誰でもできるわが家の耐震診断」(財)日本建築防火協会



寝室には家具を置かない

・就寝中に地震に襲われると無防備の状態で身動き
がとれなくなるため危険です。特に子どもやお年寄
り、病人などは逃げ遅れる可能性があります。



家具の転倒防止・落下防止

家具はＬ字金具等で固定しましょう。

食器棚は、棚板には滑りにくい材質
のシートやふきんなどを敷く。

重い食器は下に、軽い食器は上のほ
うに置く。扉が開かないように止め
具をつけましょう。



通電火災を防ごう

大地震が発生すると電気の供給がストップしま
すが、数時間から数日後に電気の供給が再開さ
れます。

その際に起こる火災が「通電火災」です。

避難する際には、必ずブレーカーを遮断しまし
ょう。



非常用持ち出し品

避難時に最初の1日をしのぐために必要な物
品を『非常用持ち出し品』として備えましょう。
個人やご家庭の事情にあわせて準備することが
重要です。

□貴重品（現金、通帳など） □飲料水（携帯用飲料水）
□非常食（乾パン、アルファ化米、缶詰など）
□応急医薬品
□衣類（上着、下着、履物、タオルなど）
□簡易トイレ □懐中電灯 □ラジオ
□生活用品（ライター、ろうそく、ビニール袋、軍手、電池など）
□家庭の事情にあわせて準備するもの
（ほ乳瓶、おむつ、生理用品、予備メガネ、持病薬など）

非常用持ち出し品

非常用持ち出し品の一例



自宅等で避難生活を送る際に必要な物品を『非
常用備蓄品』として備えましょう。

備蓄の目安は、最低3日間(できれば、1週間)を
自足するための分量を備えましょう。

□非常食品（レトルト食品、栄養補助食品、菓子類など）
□飲料水・生活用水（1人1日３リットルが目安）
□給水用品（ポリ容器、バケツなど）
□卓上コンロ・カセットボンベ □簡易トイレ
□生活用品（ビニールシート、トイレットペーパーなど）
□家庭の事情に応じて準備するもの
（ほ乳瓶、おむつ、生理用品、持病薬、ペット用品など）

非常用備蓄品

非常用備蓄品の一例
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国の知見を加え、想定外をなくすという考えのもと、津波
浸水予測を見直し、新たな浸水予測を公表

(平成２７年３月)

【対象地震(発生間隔)】

・相模トラフ沿いの海溝型地震(西側モデル)(2千年～3千年以上)

・相模トラフ沿いの海溝型地震(中央モデル)(2千年～3千年以上)

・元禄関東地震タイプ(2千年～3千年)

・元禄関東地震タイプと国府津-松田断層帯地震の連動地震(評価なし）

・慶長型地震（評価なし）
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市 沿岸

これまでの
最大津波高（ｍ）
【平成24年３月

公表】

今回の
見直し結果（ｍ）
【平成27年３月

公表】

差引
（ｍ）

最大波
到達時間
（分）

横須賀市

東京湾側 9.6 9.2 △0.4 56

相模湾側 7.5 13.2 5.7 10

三浦市 相模湾側 9.5
15.4

（城ケ島24.9ｍ）
5.9 11

大磯町
二宮町

相模湾側
9.2
5.8

17.1
7.9
11.3

３
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横須賀市における津波ハザードマップについて

新たな浸水想定をもとに平成28年12月末に
完成。本年１月４日から配布開始。

県の想定地震に加え、西相模灘地震、大正
型関東地震、明応型地震、神奈川県西部地
震の４つの地震を加え作成。

９つの地震のすべての浸水区域を重ね合わ
せて、気象庁から発表される津波情報の４つ
の区分に基づき作成。
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津波警報・注意報の種類

種 類 発表基準
数値での発表

(想定される津波の

高さ区分)

巨大地震の

場合の発表

津波警報

大津波
(特別警報)

高いところで３ｍ超の津波が

予想される場合。

５ｍ

１０ｍ

１０ｍ超

巨大

津 波
高いところで１ｍ超３ｍ以下

の津波が予想される場合。
３ｍ 高い

津波注意報
高いところで０.２ｍ以上１ｍ

以下の津波が予想される場合。
１ｍ



適切に避難する

①いち早く高い所に避難する

高台

鉄筋コンクリートの建物の上階

②基本的には徒歩で避難する

車での避難は渋滞に巻き込まれる恐れ。

③川には背を向けて避難する。

海沿いの川では、津波が逆流する恐れ。



５ 避難地・避難所について



「広域避難地」とは

地震の発生に伴う大規模な
延焼火災が発生した場合に、
その熱や煙から住民の生命・
身体を守るための空地です。

※広域避難地の目的は火災による熱や煙
から一時的に逃れるための空地です。

横須賀市は学校のグランドや広い公園など
８１箇所を広域避難地として指定しています。



広域避難地は「万能の避難場所」ではない

広域避難地は、あくまで大規模火
災から身を守るための空地であって
、それ以外の機能はありません。例
えば、三笠公園も広域避難地ですが
、もし津波の恐れがある場合には、
三笠公園には避難せず、高台に避難
してください。



「災害時に、自宅で生活することができなく
なった人が、当面の間、避難生活をするため
の施設」です。
◇震災時避難所 ◇風水害時避難所

71箇所 289箇所

「避難所」とは



「震災時避難所」とは

①震災時に自宅が倒壊するなど
して住居を失った人や自宅での
生活に危険を伴う人が一時的に
避難生活を送る場所

②震災時に自宅で生活する人の
支援拠点
⇒水・食料、各種情報

※横須賀市は校舎及び体育館の耐震化
が完了している市立小・中学校71校を
指定しています。



震災時避難所の開設基準

横須賀市内に震度５弱以上の震度を観測した場合
は、被害の有無に関係なく、学校の安全確認後、原
則７１校全ての震災時避難所が開設します。

ただし、津波警報等が発表された場合、浸水が予想される
震災時避難所は開設しません。
未開設の震災時避難所は津波警報等の解除され、かつ、
被害を受けなかったときに開設します。

参考
津波情報は、全国の沿岸部を66区に細分した予報
区に対して発表されます。
横須賀市は「相模湾・三浦半島」と「東京湾内

湾」の２つの予報区が該当するので、自分の地域
が該当する予報区を理解することが大切です。
「相模湾・三浦半島」と「東京湾内湾」の境目は
観音崎の最東端です。



震災時の避難場所の選択

状況に応じた生活場所の選択

自宅に住み続けることが困難 自宅に住むことが可能

震災時避難所

(市立小中学校)
自 宅



市内の小・中学校に備蓄している災害用物資

○ サバイバルフーズ

○ アルファ化米

○ 防水シート

○ 炊飯袋

○ 災害用毛布

○ 子供用おむつ

○ 生理用品



「風水害時避難所」とは

大雨や台風などの風水害時
に、横須賀市が発令する避難
勧告等により避難が必要と
なった地域（世帯）の人たちの
一時的な避難施設として、原
則横須賀市が開設するもので
す。
※横須賀市は市立の小中学校、コミュニティセンター、
寺院、町内会館等２８９箇所を指定しています。



正しい避難行動を理解する

ある市立の小学校を例にあげると・・・

①校舎・体育館⇒震災時避難所・風水害時避難所

②グランド（校庭）⇒広域避難地

⇒一の施設であっても、災害の種別によって、異なる目的
を持った避難所・避難地になる場合がある。



正しい避難行動を理解する

適切な避難のあり方（何からの避難なのか、
どこに避難するのか）を理解し、災害時に正
しい避難行動をとることが重要です。

⇒間違った避難行動は命を落とす危険性があるこ
とを十分に認識する必要があります。

⇒日頃から、地域内の避難場所（避難所・避難地
など）を複数確認しておくことが大切です。



「無くしてしまう」

被害小さくする

今できることから、お願いします。



ご清聴ありがとうございました！


