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Ⅰ 神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画）及

び神奈川県石油コンビナート等防災計画の修正 

 

  神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画）、

神奈川県石油コンビナート等防災計画について、前回修正以降の法令改正

や国の施策動向、近年の災害対応の教訓などに基づく新たな取組等を踏ま

えた修正を令和元年度中に行う。 

 

１ 神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画）の

修正の方向性について 

(1) 法令改正等の反映 

〇 救助実施市の指定や資源配分計画の策定、災害救助に係る連絡会議

の設置など、改正災害救助法に関する本県の対応を反映 

〇 国の防災基本計画の修正を反映 

(2) 近年の災害対応の教訓などに基づく新たな取組の反映 

ア 南海トラフ地震に備えた防災対応の反映 

国の「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイ

ドライン」を踏まえた防災対応の反映 

イ 避難対策の強化 

５段階の警戒レベルを用いた防災情報の発信など、国の「避難勧告

等に関するガイドライン」の改定内容を反映 

(3) 広域応援・受援体制の強化 

   令和元年度中に修正予定の「神奈川県災害時広域受援計画」の内容を 

反映 

 

２ 神奈川県石油コンビナート等防災計画の修正の方向性について 

(1) 南海トラフ地震に備えた防災対応の反映 

国の「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイ

ドライン」を踏まえた石油コンビナートに係る防災対応の反映 

(2) 前回の修正以降の時点修正の実施 

 

３ 今後のスケジュール 

令和元年12月 防災警察常任委員会に修正素案を報告 

〃  県民意見反映手続(パブリックコメント)を実施 

令和２年２月 防災警察常任委員会に修正案を報告 

３月 神奈川県防災会議で審議、決定 

神奈川県石油コンビナート等防災本部会議で審議、決定 
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 ＜参考１＞神奈川県地域防災計画の概要 

  神奈川県地域防災計画は、災害対策基本法第 40 条に基づき、国の防災基

本計画と連携しながら、本県の地域における防災に係る処理すべき事務又

は業務について、神奈川県防災会議が定める計画であり、市町村地域防災

計画の指針となるものである。 

「地震災害対策計画」及び「風水害等災害対策計画」は、別に定める「原

子力災害対策計画」とともに「神奈川県地域防災計画」を構成している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考２＞神奈川県石油コンビナート等防災計画の概要 

神奈川県石油コンビナート等防災計画は、石油コンビナート等災害防止

法第31条に基づき、本県の石油コンビナート等特別防災区域における防災

に係る処理すべき事務又は業務について神奈川県石油コンビナート等防災

本部が定める計画である。 

直近では、東日本大震災で被災した他県の石油コンビナート地域におけ

る被害状況や国の動向、県で実施した防災アセスメント調査結果等を踏ま

え、平成28年３月に修正を行った。 

  

災 

害 

対 

策 

基 

本 

法 

≪ 神奈川県地域防災計画 ≫ 

・ 地震災害対策計画 

・ 風水害等災害対策計画 

・ 原子力災害対策計画 

防 

災 

基 

本 

計 

画 

市町村地域防災計画 
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Ⅱ 神奈川県災害時広域受援計画の修正 

 

東日本大震災で全国から被災地応援が行われたことを受け、自治体の受

援計画の策定が、災害対策基本法及び防災基本計画に位置付けられた。 

このため、本県では、平成26年３月に神奈川県災害時広域受援計画を策

定したが、その後の熊本地震の教訓や法令改正、新たな施策動向を踏まえ

修正を行う。 

 

１ 現行計画の章立て 
第１章 総論（受援体制、拠点施設等） 第５章 医療救護活動 

第２章 警察災害派遣隊 第６章 物資調達 

第３章 緊急消防援助隊 第７章 自治体の広域連携 

第４章 自衛隊  

 

２ 主な修正の方向性 
 〇 切迫性が指摘されている首都直下地震を対象に、国が定めた「首都直

下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」との整合を図る。 

〇 平成 30年度に見直しを行った現地災害対策本部の新たな役割と機能

を位置付ける。 

 〇 東日本大震災後に法定化され、定着している国のプッシュ型支援を

想定した物資の受援体制を位置付ける。 

〇 平成 30 年に制度化され、西日本豪雨で運用された「被災市区町村応

援職員確保システム」などによる人的支援の受援体制を位置付ける。 

〇 改正災害救助法を受け策定した神奈川県資源配分計画に基づく資源

配分の連絡調整体制を位置付ける。 

 

３ 今後のスケジュール 
市町村、防災関係機関等との調整を行い、令和元年度中の修正を目指

す。 
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Ⅲ 津波災害警戒区域の指定に向けた県の取組 

 

県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、平成27年に設定・

公表した津波浸水想定を踏まえ、津波災害警戒区域の指定に取り組む。 

 

１ 津波災害警戒区域の概要 
 〇 法に基づく津波浸水想定を踏まえ、県が、警戒避難体制を特に整備す

べき区域として指定できる区域。 

 〇 津波災害警戒区域の指定地域では、市町村は、津波のせり上げ高を考

慮した基準水位に基づくハザードマップの作成や、要配慮者利用施設等

において避難確保計画の策定や避難訓練が義務化される。 

  

２ 県の取組方針 
 〇 指定にあたっては、区域指定を進める意向のある地域から、順次段階

的に進めていく。 

 〇 現時点で、区域指定の意向がある小田原ブロック（小田原市、真鶴町

及び湯河原町）をモデル地域として、その成果を踏まえながら、その他

の地域の指定を目指す。 

  

３ 今後のスケジュール 
   指定予定地域の住民を対象とした説明会や、不動産関係団体等への周知、

説明を行い、令和元年度中にモデル地域における区域指定を目指す。 
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Ⅳ 大涌谷周辺の火山活動に関する県の取組 

 

 箱根（大涌谷）については、「箱根山火山防災協議会」の下、箱根町、

事業者等と連携し、安全対策に取り組んでいる。 

  

１ 令和元年度の主な取組 

平成 31 年２月 21日、第４回箱根山火山防災協議会を開催し、「安全対

策の推進」を令和元年度の取組方針として掲げ、火山ガス対策の充実強化、

避難対策の強化、大涌谷園地周辺の安全対策の推進を図ることとした。 

(1) 火山ガス対策の充実強化 

火山ガスの危険性に対する普及啓発の充実強化、観光部局との連携

による普及対策の拡充及び火山ガスに対する継続調査の実施 

(2) 避難対策の強化 

効果的な避難誘導訓練の継続実施及び大涌谷園地外の避難促進施設

における避難確保訓練を行うなど新たな訓練の実施 

(3) 大涌谷園地周辺の安全対策の推進 

安全対策に必要な緊急避難路や避難誘導看板の整備、地すべり観測

の継続的な実施 

 

２ 箱根山の噴火警戒レベル２への引き上げに伴う対応 
(1) 箱根山（大涌谷）の火山活動の状況 

箱根山（大涌谷）では、平成 31年３月中旬頃から山体膨張を示すと

考えられる一部の基線で伸びの変化がみられはじめ、令和元年５月 18

日に芦ノ湖西岸を震源とする火山性地震が増加し、大涌谷周辺の想定

火口域では、活発な噴気活動が続き、想定火口域内に影響を及ぼす噴火

が発生する可能性が出てきたため気象庁は、同年５月 19日午前２時 15

分に噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）に引き上げた。 
 

(2) 主な措置状況 

  ア 情報伝達の実施 

  大涌谷周辺の観光客等の避難誘導マニュアルに定める関係機関、 

事業者に対する情報伝達を実施した。 

  イ 警戒体制を確立 

     関係職員の招集を図り、情報収集体制を確立し、警戒体制継続中。 

ウ 立入り規制 

箱根山の噴火警戒レベルをレベル２（火口周辺規制）に引き上げた

ことに伴い、箱根町は、５月 19 日午前７時 30 分より大涌谷園地に

ついて、終日立入規制を開始した。 
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エ 活動状況の観測・監視 

    〇 県温泉地学研究所による観測・監視体制を確立 

    〇 気象庁機動観測班と県温泉地学研究所による現地調査を実施 

    〇 国土地理院による地殻変動の観測（ＧＰＳの設置等） 

(3)  広報等 

  ア 記者発表 

５月 19 日午前５時 30 分に警戒レベルの引き上げについて県及び

箱根町が記者発表し、知事、箱根町長のメッセージを発信した。 

   イ 広報 

(ｱ) 県のトップページに、箱根山の噴火警戒レベル２への引き上げに

伴う措置について掲載するとともに、大涌谷周辺の警戒区域が「広

い箱根のごくごく一部の限られたエリア」であることが分かるよ

う地図を掲載した。 

      併せて、 

     〇 知事からのメッセージ 

     〇 大涌谷遠望ライブカメラの映像 

     〇 大涌谷周辺の警戒区域及び立ち入り規制の状況 

〇 県温泉地学研究所による箱根火山の地震活動の状況 

     〇 箱根ロープウェイの運行情報及び県道の通行止の状況 

     〇 かなチャンＴＶによる箱根火山における地震活動の解説 

などを掲載した。 

   (ｲ) 県 Twitter で火山活動の状況等について発信 

(4)  会議等の開催 

  ア ５月 19日 

  (ｱ) 危機管理対策会議幹事会の開催 

     災害対策に係る今後の対応に関し全庁的な情報の共有を図った。 

(ｲ) 箱根山火山防災協議会臨時幹事会の開催 

   イ  ５月 20 日 

    「箱根山火山防災協議会」を開催し、今後の対応等を確認。 

(5)  関係機関の対応 

  ○ 箱根ロープウェイは全線で運休、代行バスの運行を開始 

   ○ 気象庁機動観測班が現地調査を実施 

  〇 県警察では、噴火警戒レベル引き上げに伴い災害警備連絡室を設置 

(6)  今後の対応 

正しい情報発信を継続するとともに、火山活動状況を注視し、関係機

関と連携して、人的被害、風評被害ゼロを目指す。 
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Ⅴ 神奈川県現地災害対策本部の役割・機能の見直し 

 

本県で、大規模災害が発生した際には、本庁に県災害対策本部（以下

「県本部」という。）、各地域県政総合センターに現地災害対策本部（以

下「現地本部」という。）を設置し、災害対応を図ることとしている。 

近年における各地の大規模災害の対応状況を踏まえ、県全体として一体

性を高めた災害対応を行うため、平成30年度に県本部と現地本部の役割の

見直しを行った。 

 

１ 従前の県本部と現地本部の役割 
   県本部：県における災害対策の方針を定め、関係機関の総合調整等を行う。 

現地本部：所管区域における関係機関の総合調整等を行う。 

 

２ 見直しの背景 
〇 近年の熊本地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震における被災県の

災害対応では、現地本部を設置しないなど、国の現地災害対策本部、県

の災害対策本部、市町村の災害対策本部のシンプルな３層構造となっ

ている 

〇 熊本地震以降、被災市町村の要請を待たずに、国が物資を供給するプ

ッシュ型の支援が本格化した。 

〇 平成 30年に被災自治体を原則として１対１で支援する対口支援制度

が発足した。 

 

３ 平成 30 年度の見直しの内容 
(1) 県全体の体制の見直し 

県本部、現地本部がそれぞれの立場で総合調整を行う体制から、県全

体として一体性を高めるため、指示、指揮系統を県本部に一元化する。 

(2) 現地本部の機能の純化・強化 

現地本部の役割を「地域の災害情報の収集」、「応援部隊の活動場所

や支援物資の受入場所の確保と調整」などに純化し、機能強化を図る。  
 
４ 令和元年度の取組 
(1) 現地本部への配備要員の確保 

災害時の職員の参集率や、対応の長期化に備えたローテーションを

勘案し、現地本部の運営に必要な応援職員が確保できるよう配備編成

計画の見直しを行う。 
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(2) 現地本部への配備要員の対応力強化 

災害対応に関する基礎的な知識を習得する研修や、避難所や物資拠

点の運営等に関する専門研修、現地本部や防災拠点の運営訓練などを

実施する。 

 

５ 今後のスケジュール 
新たな現地本部の運営体制の検証や、配備編成体制などを見直したう

えで、令和２年度から本格運用を行う。 
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Ⅵ 神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）の取組状況 

 

平成 25 年４月１日に施行した「神奈川県地震災害対策推進条例」第４条

の規定に基づき、地震災害対策の総合的な推進のため、「神奈川県地域防

災計画（地震災害対策計画）」の進捗状況の管理を行う。 

 

１ 神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）の取組状況 

神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）に位置づけた事業について、

実施状況と予算の措置状況を取りまとめた。（参考資料のとおり） 

 

２ 今後の取組 

取組状況について、ホームページ等で公表するとともに、条例及び計画

に基づき、地震災害対策の総合的かつ計画的な推進を図る。 
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Ⅶ 被災地・被災者支援の取組 

 

東日本大震災や、熊本地震などの大規模災害に対し、国や全国知事会等

と連携して、被災地・被災者支援に取り組んでいる。 

 

 １ 令和元年度の主な取組 

(1) 被災地への支援 

東日本大震災の被災地へ任期付職員の派遣を引き続き行う（令和元

年６月１日現在、任期付職員の派遣数は、新規31人を含め、124人）。 

(2) 県内への避難者の支援 

ア 応急仮設住宅の提供 

東日本大震災で神奈川県に避難した被災者（平成31年４月１日現

在204人）に、公営住宅等や県借上げ民間賃貸住宅を提供する。 

イ かながわ避難者支援会議による支援 

各団体が蓄積している避難者支援の取組内容や避難者情報を共有

しながら、各団体が連携し効果的な支援を行う。 

ウ 東日本大震災等支援・情報ステーションによる支援 

避難者支援のための情報提供及び各種相談等の支援を行う。 

エ かながわ避難者見守り隊による支援 

避難者の孤立を防ぎ、きめ細やかな生活支援を行うために、電話

による相談対応のほか、戸別訪問を行う。 

(3) ボランティアへの支援 

「かながわ災害救援ボランティア活動支援室」を提供するなどの支

援を行う。 

 

２ 今後の対応 

各地で災害が発生した場合には、国や全国知事会等と連携し、被災

状況に応じた被災地・被災者支援に取り組んでいく。  
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Ⅷ 令和元年度の主な防災訓練予定 
 

「神奈川県地震災害対策推進条例」、「神奈川県地域防災計画（地震災

害対策計画）」及び「神奈川県地震防災戦略」に基づき、市町村、国、防

災関係機関、自主防災組織等と連携して、多様かつ実践的な訓練を実施し

ている。 

令和元年度は、東日本大震災をはじめ、熊本地震、御嶽山及び箱根山火

山災害、平成30年７月豪雨等の教訓や、ラグビーワールドカップ2019™、

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を踏まえ、各種訓

練に取り組む。 
 
１ ビッグレスキューかながわ（第40回九都県市合同防災訓練、令和元年

度神奈川県･伊勢原市合同総合防災訓練） 

大規模災害発生時における関係機関との連携強化等を図るため、大規模

災害発生時の初動対応における救出救助、医療救護活動等の実践的訓練

を実施する。 

(1) 実施日 

令和元年８月31日（土） 

(2) 場所 

中央会場：伊勢原市総合運動公園 

他会場 ：東海大学医学部付属病院、平塚市立病院、秦野赤十字病 

     院等 

(3) 主催者 

県、伊勢原市 

(4) 参加機関 

九都県市、消防、警察、自衛隊、在日米軍、日本赤十字社、 

米国赤十字社、医療関係機関、民間事業所、自主防災組織等 
 
２ かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練） 

県内全体で一斉に訓練を行うことによる、県民や事業者の防災意識の向

上などを目的として、事前登録した方々が一斉にそれぞれのご家庭・学

校・職場等で安全確保行動を行う。 

(1) 実施日 

令和元年９月５日（木）（７月から10月までの間で実施可） 

(2) 場所 

県内全域 

(3) 参加者 

県、市町村、学校、企業、個人等 

(4) 目標 

参加登録者数200万人  
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３ 高圧ガス地震防災緊急措置訓練 

高圧ガスを取り扱う事業所等の地震防災意識の高揚を図るため、防災

体制を検証し、関係機関等との連携体制の整備の徹底、一層の充実を図

るため、高圧ガスによる地震災害、事故を想定した実践的な訓練を実施

する。 

(1) 実施日 

令和元年10月３日（木） 

(2) 場所 

淵野辺公園隣接地 多目的広場  

(3) 主催者 

県、相模原市消防局、神奈川県高圧ガス・火薬類関係保安５団体 

 (4) 参加機関 

警察 

 

４ 津波対策訓練 

津波災害に対する関係機関の連携強化と住民の意識啓発等を図るため、

水難救助、物資輸送活動や住民避難などの実践的な訓練を実施する。 

(1) 実施日 

令和元年11月９日（土） 

(2) 場所 

大磯港ほか 

(3) 主催者 

県、大磯町 

(4) 参加機関 

消防、警察、海上保安庁、自衛隊、関係機関、住民等 

 

５ 石油コンビナート等防災本部訓練 

特別防災区域における災害の発生に備え、石油コンビナート等防災本部

の迅速かつ的確な災害応急対策活動を図るため、防災関係機関や特定事

業所との連携強化を目的とした図上訓練を実施する。 

(1) 実施日 

令和元年11月25日（月） 

(2) 場所 

神奈川県庁 

(3) 主催者 

県 

(4) 参加機関 

関係市、消防、警察、海上保安庁、特定事業所等 
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６ 九都県市合同防災訓練・図上訓練 

大規模地震発生時における、九都県市相互の連携や応急対策活動の対応

能力の強化等を図るため、九都県市が合同で図上訓練を実施する。 

(1) 実施日 

令和２年１月21日（火） 

(2) 場所 

神奈川県庁ほか 

(3) 主催者 

九都県市 

(4) 参加機関 

消防、警察、自衛隊、関係機関等 

 

７ かながわ消防訓練 

単独の消防本部では対応できない局地的な大規模災害の発生を想定し、

県及び県内全消防機関が一丸となって被災消防本部を応援する訓練を実

施する。 

(1) 実施日 

令和２年１月下旬～２月中旬 

(2) 場所 

県消防学校ほか 

(3) 主催者 

県 

(4) 参加機関 

市町消防等 
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Ⅸ 市町村の消防広域化の取組状況 

 

県は、市町村の消防体制の強化を図るため、「神奈川県消防広域化推進計

画」を策定し、消防広域化を推進している。 

 

１ 各地区の取組状況 
ブロック 構成市町村 取組状況 

県西地区 小田原市、南足柄

市、中井町、大井

町、松田町、山北

町、開成町、箱根

町、湯河原町、真

鶴町 

・小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松

田町、山北町及び開成町の７市町は、平成

25 年３月 31 日に広域化。 

・箱根町、湯河原町及び真鶴町は、段階的に

この広域化へ参加するとしている。 

三浦半島 

地区 

横須賀市、逗子

市、三浦市、葉山

町 

・横須賀市、三浦市及び葉山町の３市町は、指

令の共同運用を開始（横須賀市及び三浦市

は平成 25 年４月１日、葉山町は平成 27 年

４月１日から。） 

・横須賀市及び三浦市の２市は、平成 29 年４

月１日に広域化。 

県央東部 

地区 

大和市、海老名

市、座間市、綾瀬

市 

・海老名市、座間市及び綾瀬市の３市は、平

成 27 年４月１日に指令の共同運用を開

始。 

県央西部 

地区 

秦野市、厚木市、

伊勢原市、愛川

町、清川村 

・厚木市及び清川村の２市村は、平成 28 年

４月１日に広域化。 

・秦野市及び伊勢原市の２市は、平成 31 年

２月１日に指令の共同運用に向けて検討委

員会を設置。 

湘南地区 平塚市、鎌倉市、

藤沢市、茅ヶ崎

市、寒川町、大磯

町、二宮町 

・相模川を境に東西に分けた新たな枠組で、

広域連携の強化について検討中。 

・東部の茅ヶ崎市及び寒川町の２市町は、平

成 28 年２月 15 日に指令の共同運用を開

始。また、消防広域化に向け合意がなされ

たことから、平成 31 年３月 27 日に消防広

域化重点地域に指定。 

・西部の平塚市、大磯町及び二宮町の３市町

は、平成 29 年４月１日から指令の共同運

用を開始。 

・平成 31 年３月 27 日に特定小規模消防本部

（消防吏員数が 50 人以下の消防本部）で

ある大磯町及び二宮町を消防広域化重点地

域に指定。 
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２ 今後の対応 

(1) 市町村の合意形成に向けた調整と支援 

    広域化に向けた検討を進めるため、引き続き、合意形成に向けた市町

村間の調整を積極的に行う。 

    また、消防の広域化や指令の共同運用等に伴う施設・設備の整備や広

域化を検討するための経費に対して、市町村地域防災力強化事業費補助

金による支援を行う。 

(2) 国への働きかけ 

引き続き、国に対して消防の広域化に係る支援措置の充実を図るよう

求めていく。 

  

県西地区 

 

指令の共同運用 

(H29.4.1) 

平塚市・大磯町・二宮

町 

湘南地区(西部) 

 指令の共同運用 

(H28.2.15) 

茅ヶ崎市・寒川町 

湘南地区(東部) 

県央東部地区 

 

三浦半島地区 

 

広域化(H28.4.1) 

厚木市・清川村 

県央西部地区 

 

指令の共同運用 

(H25.4.1) 

横須賀市・三浦市 

指令の共同運用 

(H27.4.1) 

海老名市・座間市・

綾瀬市 

広域化(H25.3.31) 

小田原市・南足柄市・

中井町・大井町・松田

町・山北町・開成町 

 
重点 
地域 

 
重点 
地域 

 
重点 
地域 

広域化重点地域の指定 

(H31.3.27) 

大磯町、二宮町 

広域化重点地域の指定 

(H31.3.27) 

 茅ヶ崎市・寒川町 

消防指令業務共同運用検

討委員会を設置(H31.2.1) 

秦野市・伊勢原市 

指令の共同運用 

(H27.4.1) 

横須賀市・三浦市・葉

山町 

広域化(H29.4.1) 

横須賀市・三浦市 
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Ⅹ 神奈川県石油コンビナート等防災計画の取組状況 

 

災害予防対策等を推進するため、神奈川県コンビナート等防災計画の取

組状況の管理を行う。 

 

１ 調査概要 

 神奈川県石油コンビナート等防災計画に位置付けた取組について、調

査を行い、その実施状況を取りまとめた。 

(1) 調査時期 

平成30年７月～８月 

(2)  調査内容 

石油コンビナート等災害防止法の特定事業所及び横浜市、川崎市等の

行政機関を対象とし、コンビナート地域外に影響が拡大する恐れのあ

る大規模な災害を防止するため、必要な対策の取組状況を調査した。 
 

２ 調査結果 

(1) 回答状況 

全 79 事業所及び横浜市、川崎市から回答を得た。 

 (2) 事業所の取組状況 

ア 主な取組状況 

想定災害 取組の考え方 主な取組状況 

平常時の 

事故 

爆発火災の発生

確率と災害影響

度を下げるため

の対策を充実強

化する。 

・事故発生時に影響が大きい化学製品等の製造

設備の安全対策は、36 事業所全てが、危険な

箇所や操作を抽出するリスク評価を実施、設

備を継続的に改善。 

・高圧ガス配管の保温材下等の外面腐食対策は、

51 事業所中 34 事業所(67%)が、点検計画を策

定し、実施済み。 

地震(強震

動)による

被害 

・ＬＰガス等の高圧ガスタンクは、255基全てが、

法より厳しい県の耐震基準に適合済み。 

・原油等の大型危険物タンクは、972 基全てが、

新しい耐震基準に適合済み。また、687 基

(71％)が、油の流出防止に有効な緊急遮断弁

を設置済み。 
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想定災害 取組の考え方 主な取組状況 

地震(長周

期地震動)

による被害 

浮き屋根式タン

ク等のスロッシ

ングの発生抑制

に係る対策を充

実強化する。 

・原油等の浮き屋根式危険物タンクの浮き屋根

は、201 基全てが、スロッシングに係る耐震改

修等の対応済み。 

・原油等の内部浮き蓋式危険物タンクの浮き蓋

は、85 基中 40 基(47％)が、スロッシングに係

る耐震改修等の対応済み。 

津波による

被害 

浸水被害、流出物

対策を充実強化

する。 

・事故発生時に影響が大きい化学製品等の製造

設備の津波対策は、212 施設中 199 施設(94％)

の計器室が、津波対策を実施済み。また、201

施設(95％)の非常用発電設備が、津波対策を

実施済み。 

イ 防災訓練の実施状況 

全79事業所のうち76事業所は、公設消防や近隣事業所などと合同訓

練を実施した。また、73事業所は、大規模地震を想定した防災訓練を

実施した。 

ウ 計画的な取組状況 

  全 79 事業所のうち 59 事業所は、事業所内で優先順位を検討し、

計画的に事故の未然防止対策に取組んでいる。 

(3) 行政機関の取組状況   

取組実施機関 主な取組状況 

神奈川県 

・大規模な災害を想定し、災害発生直後の初動対応の

習熟及び関係機関の連携強化を目的とした合同図

上訓練を実施 

・事業所における被害範囲の検討を推進するため、研

修会等で防災アセス調査※の結果とその見方を再周

知。 

横浜市及び川崎市 
・大規模な災害を想定した避難対策として、市の運用

計画を見直し。 

※神奈川県石油コンビナート等防災アセスメント調査 

(4) 調査結果の公表 

コンビナート防災に係る周辺住民の理解促進のため、事業所等の

取組状況をホームページで公表した。（平成 31 年 3 月） 

 

３ 今後の対応 

 神奈川県石油コンビナート等防災計画の取組状況の進捗管理を行い、

石油コンビナート等特別防災区域に係る事故や災害の未然防止及び拡大

防止対策の推進を図る。 
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Ⅺ 神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定後の取組 

 

自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等(以下「保

険等」という。)加入の義務化を柱とした本条例が本年４月に施行された。

これに伴い、これまで条例の施行に係る周知を図ってきたが、今後は特に

保険等加入の義務化がされる 10 月に向け、広く県民に条例の内容を周知

していく取組みを進めていく。 

 
１ 周知に向けた取組 
 (1) 既に実施済みの取組 

ア ポスター・チラシの配布 
 平成30年度予算を活用してポスター・チラシを作成し、県内の各
市町村や各警察署のほか駐輪場等に配布した。 

   イ 各種広報媒体の活用 
ＦＭ放送やテレビ放送のほか、県の広報誌・ホームページ等を活

用した。 
   ウ 損害保険会社等との協定の締結 

損害保険会社等三社と「自転車等の交通安全の促進に関する協定」
を締結し、民間力を活用した。 

 (2) 今後実施予定の取組 
    保険等の加入義務化の周知をさらに促進するため、令和元年度予算で

次のような取組を行う。 
ア ポスターの掲示 
  県内各市町村や県警察等の行政機関のほか、駅やバス車内などを
中心に掲示を依頼していく。 

イ チラシの配布 
  各町内会の回覧板、教育機関、行政機関等のほか、事業所、自転
車販売店などに配布を依頼していく。 

ウ 小冊子の配布 
  自転車販売店等において自転車の購入者を中心に配布していく。 
エ 動画の放映 
  鉄道車内広告のほか、行政機関、駅等の施設を活用していく。 
 

２ 今後の対応 
行政機関、協力団体や公共交通機関、さらには自転車販売店、民間企業

等と継続して連携を図るとともに、周知に協力していただける団体や民
間企業等を新たに開拓するなどにより、自転車の安全で適正な利用の促
進と保険等の加入の義務化を中心に、県民への周知活動を強化する。 
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Ⅻ かながわ消費者施策推進指針の改定 

  

県では、中長期的視点に立った消費者施策の基本方針として、平成18年

３月に「かながわ消費者施策推進指針」(以下「指針」という。)を策定

し、平成27年３月の改定を経て、消費生活相談、消費者教育や事業者指導

といった様々な施策に取り組んできた。 

現行の指針は、策定後、概ね５年後をめどに指針の有効性について検証

することとしており、消費者を取り巻くさらなる社会状況の変化に対応す

るため、次のとおり改定を行うこととする。 

 

１ 現行指針の主な内容 

「消費者の権利の尊重と消費者市民社会(※)の形成」を基本理念とし、

次の３つの基本方向を定めるとともに、２つの重点的取組みを進めるこ

ととしている。 

＜基本方向＞ 

〇 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 

〇 消費生活相談機能の充実 

〇 安全・安心な消費生活の確保 

＜重点的取組み＞ 

〇 神奈川の特色を活かした消費者教育 

〇 高齢者の消費者被害の未然防止と救済 

 

※ 消費者市民社会 

一人ひとりの消費者が、自分だけでなく周囲の人々や、次世代の人々

の状況、内外の社会経済情勢及び地球環境にまで思いをはせて生活し、

社会の発展と改善に積極的に参画する社会 

 

２ 改定の背景 

前回の指針改定後、次のような社会状況の変化や課題が生じており、

これらに対応した指針改定の必要性が生じている。 

〇 加速する高齢化やＩＣＴ（情報通信技術）化、グローバル化の急激

な進展 

〇 多様化・複雑化する消費者問題、商品やサービスに対する不安 

〇 地震、豪雨等の災害発生に関連する消費者トラブル等 

〇 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の策定・発効 

〇 民法改正による成年年齢引下げ 
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３ 改定の方向性 

現行指針の基本理念を継承しつつ、次の方向性に基づき指針の改定を

行う。 

〇 社会状況の変化や課題への対応と、現行指針の検証結果に基づく施

策体系や施策の見直し 

〇 消費者施策推進にあたっての多様な主体との連携強化 

〇 ＳＤＧｓの理念に基づく施策の推進 

 

４ 改定のスケジュール 

  令和元年 ５月 24 日 知事が神奈川県消費生活審議会に、指針の改定

について諮問 

 ７月  神奈川県消費生活審議会で、改定素案を審議 

       ９月   防災警察常任委員会に、改定素案を報告 

      10 月   県民意見反映手続(パブリックコメント)を実施 

  令和２年 １月   神奈川県消費生活審議会で答申 

       ２月   防災警察常任委員会に、答申結果を報告 

       ３月   指針改定 
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ⅩⅢ かなチャンＴＶにおける動画配信の停止について 
 

県は、かなチャンＴＶによる動画配信により、県民向けにわかりやすく
広報を行っている。 
この度、アニメ「かなかなかぞく」パパ役の声優等として出演していた

タレントくまだまさしが、特殊詐欺グループの会合に参加し、金銭を受領
していたことが確認された。こうしたことから、県は、同タレントが出演
している動画の配信を停止するとともに、今後の出演は行わないこととし
た。 

 
１ これまでの経緯 
      

令和元年６月 13
日 

株式会社よしもとクリエイティブ・エージェ
ンシーからくまだまさしが５年ほど前、特殊
詐欺グループの会合に参加していたことが判
明したと情報提供があった。 

令和元年６月 14
日 

同社の役員が来庁し、県に対して謝罪。 
当面の間、同タレントの出演を行わないこと
とするとともに、引き続き当人に対しヒアリ
ングを実施する旨の説明があった。 

令和元年６月 24
日 

同社から県に対し、その後のヒアリングの結
果、同タレントが当該グループの会合に参加
し、金銭を受領していたことが確認された旨
の情報提供があった。 

このことから、同タレントが出演している動
画について配信を停止した。 

令和元年６月 25
日 

同社社員が来庁し、謝罪するとともに、配信停
止にかかる今後の対応について協議開始 

 
２ 配信を停止した動画 
(1) アニメのキャラクター及び声での出演 

・ 第 31 話『シェイクアウトって何？』 
(2) アニメの声での出演 

・ 第 36 話 人生 100 歳時代スペシャル～それぞれの 100 歳時代～ 
・  第 37 話 社会参加で未病改善！ 
・ 第 38 話 運動して未病改善！ 

 (3) 本人が実写版として出演  
・ くまだまさしが「運動」を語る！ 

 
３ 今後の対応 

動画配信の停止に関する広報の代替措置等を検討していく。 


