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神奈川  県のたより 検　索 ▲でホームページ版は

地震に負けない神奈川を

　平成23年に発生した東日本大震災から2年が経過しました。
　これまでの想定をはるかに超えた東日本大震災は、自然災害
の脅威とそれに向けた備えの大切さをあらためて見つめ直す
大きな契機となりました。本県でも、東海地震や県西部地震、首
都直下地震など、大きな影響をもたらす地震が発生する恐れが
あり、地震への備えを確実にする必要があります。
　県では東日本大震災の経験を踏まえ、県、県民、事業者などが
協働し、着実に地震災害対策を進めるため「神奈川県地震災害
対策推進条例」を制定しました。
　条例では、県、県民、事業者が取り組む対策を規定し、それぞ
れの役割分担を分かりやすくま とめています。また、津波対
策や帰宅困難者対策な
ど、本県の特徴に基づく
対策を位置付けていま
す。 
　県全体で力を合わせ
て災害に備える、県地震
災害対策推進条例の内
容について、そのポイン
トをご紹介します。

自助・共助・公助の協働…県地震災害対策推進条例

4月1日施行
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力を合わせて、地震災害に立ち向かおう！
神奈川県地震災害対策推進条例とは

詳しくは県のホームページで。 防災　神奈川県 検　索 ▲で

地震災害から県民の生命、身体、財産を守ること
は極めて重要であることから、地震災害対策につ

いて基本理念や県、県民、事業者の責務、三者が取り組む地震災害対策の基本
となる事項を定め、地震災害対策を総合的に推進し、全ての県民が安全で安
心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とします。

目　的 地震災害対策は、4 つの基本理念に基づき実施
されるものとします。

1. いのちを最優先
県民の生命を守ることを最も優先するとともに、地震災害の防止、またはで
きる限り軽減する減災を目的として実施されるものとします。

2. 自助・共助・公助の協働
県民、事業者が自らの安全を自らで守る「自助」、連携・協力して助け合う「共
助」、県、市町村、国などが行う「公助」を基本とし、それぞれの主体が自らの
役割を果たしながら、協働して取り組むものとします。

3. 自然的・社会的条件を考慮
神奈川県における海、山などの「自然的条件」、人口の集積や石油コンビナート
の立地などの「社会的条件」を考慮して実施されるものとします。

4. 多様な視点に立って
男女双方、災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人その他の地
震災害が発生したときにおいて特に援護を要する者）、旅行者などの多様な
視点に立って、実施されるものとします。

【県】
●地震災害対策に関する県地域防災計画を作成すると

　ともに、進
しん

捗
ちょく

状況を管理し、地震災害対策を総合的かつ計画的に推進します。
●地震災害発生時において必要な事務・事業を継続することができるよう、
必要な計画を作成し、体制を整備します。

●地震の観測、調査、研究を行い、地震災害対策に反映します。　　
●地震災害発生時に迅速で適切な災害応急対策が実施できるよう、地震に
関する情報の収集と県民等への提供のための体制を整備します。

【県民】
●自ら地震災害対策を実施するよう努めます。
●地域での地震防災活動が円滑に行われるよう、相互に連携・協力するよう努
めます。
●県、市町村などが実施する地震災害対策、自主防災組織やボランティア団体
が行う地震防災活動に協力するよう努めます。　

【事業者】
●従業員、来所者などの安全を確保するための地震災害対策や、地域住民
の安全に配慮した対策を実施するよう努めます。
●地震災害発生時において、できる限り事業を継続することができるよう、
必要な体制を整備するよう努めます。
●県、市町村などが実施する地震災害対策、自主防災組織やボランティア団体
が行う地震防災活動に協力するよう努めます。

県警察による救出救助訓練 初期消火活動の訓練

家屋の耐震補強や、家具の転倒防止などに取り組みましょう。
○昭和56年以前に建てられた比較
的古い木造住宅は、専門家の耐震
診断を受け、必要があれば早めに
改修しましょう（耐震診断や改修に
ついて補助制度を設けている市町
村もあります）。

○大型の家具には、転倒防止器具を
取り付けましょう。

○出入り口や通路には物を置かず、ガ
ラスには飛散防止フィルムを貼りま
しょう。

地震防災について学びましょう。
○地震が発生した時に的確に対応するために
は、まずは、地震や津波の発生によって、どう
いった被害が発生するのか、また、被害を軽
減するためにはどういった対策が有効なの
かを知っておく必要があります。
○県では、防災教育に取り組むとともに、地震
被害想定調査などを行い、ホームページ等
で公開しています。ぜひ、一度確認してみま
しょう。
・震度分布図や津波浸水予測図などの地図
	 情報は、【e-かなマップ】で検索できます。
		 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70005/
◦県総合防災センターで体験学習をしましょう。
	 災害体験コーナーや防災に関する映像・展示がありますので、ご利用ください。	
	 	（事前申し込みが必要です）
			場所／厚木市下津古久280　☎046（227）1700
			http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5115/

❶地震防災に配慮したまちづくりの推進
県………計画的な土地利用、市街地・

道路・河川等の整備
県民……家屋の耐震性の向上、
	 家具の転倒防止
事業者…事業所の施設・設備の耐
	 震性の向上

❷地震防災に関する知識の普及等
県………地震防災に関する知識の普
	 及、防災教育の推進
県民……地震防災に関する知識の習

得・普及
事業者…従業員のとるべき行動の明

確化、その内容の習得

❸物資の備蓄等
県………広域応援活動に必要な資機
	 材の整備
県民……食料・飲料水等の備蓄、持ち
	 出し品の準備
事業者…食料・飲料水等の備蓄

❹自主防災組織およびボランティア
　団体が行う地震防災活動の充実
県………人材育成、ボランティアの受
	 け入れ体制の整備
県民……地震防災活動への参加
事業者…地震防災活動に参加する
	 ための体制の整備

❺防災訓練の実施等
県………地域特性に応じた、多様で

実践的な防災訓練の実施
県民……防災訓練への積極的な参加
事業者…防災訓練の実施、防災訓練

への積極的な参加

地震に備えよう

避難路、避難場所、家族等との連絡方法などをあらかじめ確認
しておきましょう。

○地域の避難場所や通勤・通学等で家にいない家族との連絡方法、待ち合わ
せ場所を確認しておきましょう。
○災害時は一般電話や携帯電話が通じに
くくなるため、家族との連絡は公衆電話
か災害用伝言ダイヤル（NTT東日本）や、
災害用伝言板サービス（携帯電話各社）
を活用するよう確認しておきましょう。

地震が発生したときは
地震や津波に関する情報に注意して、状況に応じて避難しましょ
う。津波が発生する恐れがある場合は、自ら迅速に避難すること
が必要です。
○慌てずにまず身の安全を確保しましょう。
○沿岸地域では、直ちに近くの津波避難ビルや高台
などに避難しましょう。

○海岸で津波からの避難を呼びかける「オレンジフ
ラッグ」を見かけたら、すぐに避難しましょう。

鉄道の運行停止等により、多くの人が駅
周辺に集まることは危険です。
交通情報などに注意し、むやみに移動を
開始しないようにしましょう。

○地震発生直後に駅周辺に人が滞留すると、混乱
や事故が発生する危険があります。電車の運行
状況などを確認し、安全に帰れることが判明す
るまで、「むやみに移動を開始しない」ことが基
本です。

○徒歩で帰宅する場合は、コンビニエンスストア、
ガソリンスタンドなどの災害時帰宅支援ステー
ションで水道水、トイレ、情報の提供等の支援を
受けることができます。

津波避難ビルの図記号

このステッカーが目印！

地域で助け合おう
自主防災組織やボランティア団体が行う地域での防災活動に
積極的に参加し、地域における協力体制を築きましょう。

○倒壊した家の下敷きになった人が、近所の人によって救助された例は少なく
ありません。「皆のまちは、皆で守る」という意識を持ち、地域の防災力を高
めましょう。

県や市町村、自主防災組織等が行う防災訓練に積極的に参加
しましょう。

○円滑な避難、初期消火や救助、避難所運営を行うには、防災訓練に参加する
　ことが大切です。

いざ、地震が発生した時には、自分の身の安全に注意しつつ、地域
で協力して、初期消火や救助などに取り組みましょう。

○地震発生時は、地域において相互に連携・協力した初期消火、救助、応急手当
　てなどが重要です。

津波避難訓練

❻避難対策の実施
県………情報提供体制の整備、避難

路・避難場所の確保
県民……避難路・避難場所等の確認、

的確な避難の実施
事業者…従業員等の安全確保、的確

な避難の実施

❼津波対策の実施
県………津波避難施設の確保、避難

を促す多様な情報提供手
段の確保・普及

県民……迅速な避難の実施
事業者…従業員等の迅速な避難の

実施

❽災害応急対策の実施
県………必要な体制の確立、対策の

的確な実施
県民……初期消火、救助、応急手当

ての実施
事業者…初期消火、救助、応急手当

ての実施

❾帰宅困難者対策の実施
県………帰宅困難者を一時的に受

け入れる施設の確保、情報
提供の実施	

県民……むやみに移動を開始しない
事業者…従業員等の一斉帰宅の抑

制の実施

❿復旧および復興
県………必要な手順の策定、体制の

確立、対策の的確な実施
県民……相互に助け合い、自ら生活

を再建
事業者…雇用の確保、地域経済の復

興への貢献

県民の皆さんには、自助・共助の取り組みとして、次のような具体的な対策をお願いしています！

チェック！

県総合防災センターで消火体験

【問合せ】県災害対策課 ☎045（210）3425  045（210）8829

基本理念

10の基本的な対策 条例では、県、県民、事業者がそれぞれ取り組む10項目の対策を規定しています。各対策の主なものをご紹介します。

責　務

食料、飲料水等を備蓄したり、地震災害が発生したときに持ち
出す物品を準備しておきましょう。

○地震が発生した後、被災者に食料や飲料水が支給されるまでには、一定の時
間がかかります。その間の食料等は、自分で備蓄しておく必要があります。高
層住宅にお住まいの方はエレベーターが停止
した場合、階段で上り下りする必要があります
ので、多めに用意しましょう。

○非常持ち出し品も併せて準備しましょう。
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大 規 模 地 震 に 備 え よ う ！

　東日本大震災では応急・復旧・復興にボランティアが大きな役割を果た
し、大規模災害への対応に「共助」がいかに大切か再認識されました。
　県は、(社福)県社会福祉協議会、(特非)神奈川災害ボランティアネット
ワークと協働で「かながわ東日本大震災ボランティアステーション事業」を
立ち上げ、継続して被災地を支援するボランティアを支援してきました。
　この事業では、被災地へボランティアバスを定期運行するとともに、岩
手県遠野市に宿泊施設「かながわ金太郎ハウス」を設置し、たくさんのボ
ランティアに被災地で活動していただきました。被災地からは「神奈川の
ボランティアに感謝している。この教訓を忘れないで。」といった声も寄
せられています。
　この事業で培った経験や学びとった課題・教訓を、災害対策でカギとな
る「共助」を進める取り組みに生かしてまいります。

かながわ東日本大震災
ボランティアステーション事業の取り組み

いざというときのための準備はできていますか？
避難先や連絡方法などを家族で確認していますか？

〈一次持ち出し品リスト〉避難するときに最初に持ち出すもの
重さは、男性15㌔、女性10㌔程度が目安です。

■非常食料・水
カンパン・缶詰など火を使わないで食べられる
もの、飲料水、水筒、紙皿、コップ、ナイフ、缶切
り、栓抜きなど

■貴重品
現金（公衆電話用に10円硬貨があると便利）、
通帳類、証書類、身分証明書、健康保険証、免許
証、印鑑など

■携帯ラジオ 小型で軽く、FM・AM両方聞けるもの
予備の電池も用意する

■懐中電灯 できれば１人にひとつ
予備の電池と電球も用意する

■救急薬品・
　常備薬

絆
ばん

創
そ う

膏
こ う

、ガーゼ、包帯、消毒薬、解熱剤、胃腸薬、
風邪薬、鎮痛剤、とげ抜きなど

■その他

下着、上着、靴下、ハンカチ、タオル、ティッシュ
ペーパー、ビニールシートなど
乳幼児がいる場合：ミルク、哺乳瓶、おむつ、バ
スタオル、母子健康手帳など
要介護者がいる場合：着替え、おむつ、常備薬、
障害者手帳など
持病がある場合：服用薬、処方が分かるお薬手
帳など

避難場所（地）・避難所を確認しよう

一時避難場所

避難者が一時的に集合して様子をみる場所、または集団を形成する場所
集合した人々の安全がある程度確保されるスペースをもつ公園、緑地、学校のグラウンド、団地の広場など

広域避難場所
　　　　　 （地）

地震後に発生する市街地火災から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する公園、緑地等の空き地
（オープンスペース）

避 　 難 　 所
家屋の倒壊・焼失などによって自宅での生活が困難になったときに、しばらく生活する場所

【問合せ】県災害対策課 ☎045（210）3425  045（210）8829

防災　神奈川県 検　索 ▲で詳しくは県のホームページで。

[主な実績]　平成25年１月31日現在
行先 運行便（台）数 参加者数

岩手県 152便152台   4,232人
宮城県 164便196台   6,430人

計 316便348台 10,662人
主な活動内容：がれき撤去、家屋片付け、
泥出し、海岸清掃、足湯、イベントの手伝
い、漁業支援、農業支援　など

かながわ金太郎ハウス 宿泊者数 10,695人

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ス

家族防災会議を開こう

〈会議のテーマ〉

■一人ひとりの役割分担・日常の防災対策上の役割と地震発生時の役割・高齢者や乳幼児を誰が助けるか

■危険箇所のチェック

・ブロック塀や門柱の老朽化、屋根瓦やアン
テナに危険はないか

・ベランダからの落下物になるようなものは
ないか

・プロパンガスのボンベは固定されているか

■安全な空間の確保
・家の中に家具のない安全なスペースはあるか
・大型家具は固定されているか
・ガラスには飛散防止フィルムを貼っているか

■非常持ち出し品の
　 チェック

・必要なものはそろっているか
・保存状態や使用期限は適切か

■防災用具などの確認 ・消火器、救急箱の置き場所の確認
・消火器の使い方、応急手当ての方法の確認

■連絡方法や避難場所
　の確認

・家族が離ればなれになったときの連絡方法
・避難路や避難場所の確認

家族防災会議の結果を踏まえ、必要な防災対策を整えましょう。

突然起きる地震に備え、日頃から家族で話し合っておきましょう。

【問合せ】かながわ県民活動サポートセンター 
☎045（312）1121  内線2820   045（312）4810

ワカメの加工作業を手伝うボランティア
（宮城県気仙沼市）

〈二次持ち出し品リスト〉災害復旧までの数日間を自活するためのもの
最低でも３日分、できれば５日分を用意しておきましょう。

■食料
そのままか、簡単な調理で食べられるもの
缶詰、レトルト食品、切り餅、チョコレート、梅干
し、チーズ、調味料など

■水

大人１人当たり１日３㍑が目安
飲料用以外に炊事、洗濯、トイレなどに使う生活
用水確保のため、風呂水をため、ポットややかん
などに水を入れておく

■燃料・その他

卓上コンロ、固形燃料や予備のガスボンベ
洗面具、生理用品、ビニール袋、キッチン用ラップ、
新聞紙など
アウトドア用の携帯コンロやキャンピングマット
も役立ちます

※非常持ち出し品は、定期的に保存状態や使用期限を点検し、必要に応じて交換しましょう

非常持ち出し品を準備しよう
一般的な持ち出し品リストは下記のような内容ですが、ご家庭の家族構成や状況などに応じて、必要なものを準備しましょう。

自宅や職場などの近くの避難場所（地）・避難所を記入し、見やすいところに貼ったり、
コピーして家族で持つなどして、スムーズに避難できるようにしておきましょう。
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