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計画修正のポイント

Ⅱ-２. 地震・津波想定の見直し
総則（第１章）

Ⅱ-１. 災害応急活動体制について
地震災害応急対策計画（第５章）

Ⅱ-３. 津波対策の充実・強化
津波災害対策計画（第24章・第25章）

Ⅱ-７. 災害時応急活動事前対策の充実
地震災害予防計画（第3章）

Ⅱ-５. 避難・被災者受入れ、保護対策
地震災害予防計画（第3章5節）・地震災害応急対策計画（第10章）

Ⅱ-６. 災害時要援護者対策の充実・強化
地震災害予防計画（第3章6節）・地震災害応急対策計画（第13章）

　東日本大震災では、道路や交通・輸送網のみならず、ライフライン、電話やインターネットなど

の情報通信網が寸断され、その広範な被害は、災害対策初動期の救援・救護活動の混乱など、災害

応急対策活動等を大きく阻害しました。

　こうした大規模災害に対応するため、自分と家族の避難方法の確認、防災情報の入手先や活用方

法の確認、家庭や企業での備蓄などの自助を促すための取組や、自主防災組織、NGO、NPO、各

種法人、ボランティアの支援などの共助を促すための取組を推進し、自助・共助・公助の連携によっ

て乗り越えていかなければなりません。

　また、たとえ被災したとしても、人命が失われることなく、被害を最小化する「減災」という考え

方に基づき、防災まちづくりを進める必要があります。

　しかし、防災施設整備などのハード面のみからの防災対応には限界があります。自らの命と生活

を守ることができるよう、市や地域、市民それぞれの知恵と力を結集し、防災教育や避難対策の推

進などのソフト面での対応も含めた多重防御の考え方を、防災まちづくりの目標とします。

　市では、以下の項目について、重点的に取り組みます。

Ⅱ-４. 地域防災力の向上
地震災害予防計画（第４章） 地域で助け合い
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 　災害が発生したとき、もしくは災害の発生が

予想されるときは、市では状況に応じた配備体

制となります。

　災害警戒本部、災害対策本部は以下の基準で

設置され、災害対応を行います。

Ⅱ-１. 災害応急活動体制について
地震災害応急対策計画（第５章）

種　別

準備体制
・

警戒体制

非常体制

配備職員

配備編成計画に
基づく班の職員

全職員

発令基準

・市内で震度５弱の地震が観測されたとき。
・隣接する市の地震震度観測地点において震度５弱の地
　震が観測されたとき。
・気象庁の津波予報区の相模湾三浦半島に津波警報が発
　表されたとき。

・東海地震注意情報が発表されたとき。
・市内で震度５強以上の地震が観測されたとき。
・隣接する市の地震震度観測地点において震度５強以上
　の地震が観測されたとき。
・気象庁の津波予報区の相模湾三浦半島に大津波警報が
　発表されたとき。
・市内において、地震による重大な被害が発生し、又は
　被害の発生するおそれがあるとき。

地震災害時非常配備体制

震度５弱

震度４　

震度３以下

震度５強以上 災害対策本部
（非常体制）

災害対策本部
（準備体制）
（警戒体制）

災害警戒本部

各部対応

津波なし

災害対策本部
（非常体制）

災害対策本部
（準備体制）
（警戒体制）

災害警戒本部

災害警戒本部

津波注意報

災害対策本部
（非常体制）

災害対策本部
（津波警報→準備体制・警戒体制）
（大津波警報→非常体制）　　　　

災害対策本部
（津波警報→準備体制・警戒体制）
（大津波警報→非常体制）　　　　

災害対策本部
（津波警報→準備体制・警戒体制）
（大津波警報→非常体制）　　　　

津波警報／大津波警報
地震・津波災害時非常配備体制の基準

第５章　応急活動体制
●第１節　応急活動期に留意すべき事項

●第２節　初動活動

●第３節　災害対策本部等の設置

●第４節　職員の動員と配備
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想定地震・津波
参  考

Ⅱ-２. 地震・津波想定の見直し
総則（第１章）

　鎌倉市は、大正12年（1923）の関東大震災（大正関東地震）によって、強い揺れや火災、津

波等により、特に沿岸地域では壊滅的な被害が発生しました。相模湾沿岸地域では、このよう

な相模トラフを震源とする巨大地震の発生と、それに伴う被害の発生が懸念されています。

　国の地震調査研究推進本部の「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価について（平成16年８

月23 日）」によると、南関東においては大正関東地震の再来型の地震（南関東地震）の発生確

率は低く、200 ～400年周期で発生するとされています。一方、県内には今後30年以内の

地震発生確率が高い「三浦半島断層群」などの活断層帯が分布しており、鎌倉市域での被害発

生が懸念されます。

　神奈川県は、県内で想定されるこれらの地震をもとに、被害想定を見直しました（平成21

年3月）。さらに、神奈川県から「今後発生し得る最大クラスの津波浸水想定（平成24年３月）」、

中央防災会議から「南海トラフ巨大地震による津波浸水想定（平成 24年８月）」が相次いで公

表されました。

　鎌倉市地域防災計画（地震災害対策編）では、これらの国・県による調査結果をもとに、15

ケースの地震・津波を想定し、計画の前提条件としました。

　また、津波については、今後の発生が懸念される南関東地震に加え、県が想定した「明応型

地震」と「慶長型地震」、及び国が想定した「南海トラフ巨大地震」の計 4 ケースの津波浸水想

定を前提としました。

第１章　地震・津波災害対策の計画的な推進
●第１節　計画の目的、位置づけ

●第２節　市の自然的、社会的条件

●第３節　計画の前提条件

●第４節　計画の推進主体とその役割

●第５節　計画の推進管理

・神奈川県「地震被害想定調査」（平成21年3月）
・神奈川県「新たな津波浸水予測図」（平成24年3月）
・中央防災会議「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）」（平成24年8月29日公表）

想定震源域

南海トラフ

相模トラフ

 

⑮東京湾内地震⑮東京湾内地震

⑤東海地震  

④神奈川県西部地震

⑥⑦⑫神縄・国府津－
　　　松田断層帯地震

⑩神奈川県東部地震

⑨東京湾北部地震

　⑭三浦半島断層群－
  　鴨川低地断層帯地震
　⑭三浦半島断層群－
  　鴨川低地断層帯地震

①明応型地震、②慶長型地震

　⑦南関東地震　⑦南関東地震
⑪⑫元禄型関東地震⑪⑫元禄型関東地震

⑬
房
総
半
島
南
東
沖
地
震

溝
海
本
日

①明応型地震
②慶長型地震
　
　
④神奈川県西部地震
⑤東海地震
⑥神縄・国府津―松田断
　層帯の地震
⑦（参考）南関東地震と神
　縄・国府津―松田断層
　帯の連動地震

⑨東京湾北部地震
⑩神奈川県東部地震
⑪元禄型関東地震
⑫元禄型関東地震と、神
　縄・国府津―松田断層
　帯地震の連動
⑬房総半島南東沖地震
⑭三浦半島断層群―鴨川
　低地断層帯地震
⑮東京湾内地震
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神奈川県「地震被害想定調査」
（平成21年3月）

神奈川県「地震被害想定調査」
（平成21年3月）

７

６強

６弱

震度

南関東地震
マグニチュード７.９

南関東地震による被害概要
建物（全壊） 13,810棟
火災（焼失） 6,260棟
人的被害（死者数） 240人
避難者数（1日後） 101,400人

（冬の18時を想定）

三浦半島断層群地震
マグニチュード７.２

７

６強

６弱

震度

三浦半島断層群地震による被害概要
建物（全壊） 18,520棟
火災（焼失） 3,210棟
人的被害（死者数） 200人
避難者数（1日後） 102,600人

（冬の18時を想定）

　地震発生の蓋然性が高く、鎌倉市に大きな影響を与える地震は、三浦半島断層群地震と南

関東地震です。県が予測した震度分布と被害想定の概要を示します。
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　東日本大震災の後に施行された「津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123

号）」において、２つのレベルに区分した防災・減災対策が求められることとなりました。

　鎌倉市では、国・県の想定を基本として、予測されるレベルに応じた津波防災・減災対策を

推進します。想定津波のレベル分けなどは、今後、県等との協議を踏まえて決定されます。

【レベル１津波】津波防護レベル
最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波

県想定南関東地震（マグニチュード7.9）
　大正12年（1923年）関東地震の再来を県が想定したもので、
到達時間が短いケースです。
　市内では、最大震度７の揺れも想定されています。

●第１波到達時間
　10～15分程度
●市内の最大津波高
　8.0ｍ

【レベル２津波】津波減災レベル
発生頻度はきわめて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

県想定明応型地震（マグニチュード8.4 相当）
　神奈川県の津波浸水想定のうち、市内の浸水範囲が最大とな
るケースで、明応年間（1492～1501年）に発生したとされる
地震をもとに、県が想定したものです。

●第１波到達時間
　50～60分程度
●市内の最大津波高
　12.9ｍ

県想定慶長型地震（マグニチュード8.5 相当）
　神奈川県の津波浸水想定のうち、市内の津波高が最大となる
ケースで、慶長９年（1605年）頃に発生したとされる地震をも
とに、県が想定したものです。

●第１波到達時間
　40分程度
●市内の最大津波高
　14.5ｍ

南海トラフを震源とする巨大地震（マグニチュード9.1相当）
　近い将来、大きな地震の発生が懸念されている南海トラフで、
東日本大震災クラスの巨大地震・津波が発生した場合を想定し
たものです。国（中央防災会議）が平成24年８月に公表した11

ケースのうち市内への影響が最大となるものを採用しています。

●第１波到達時間
　60分程度
●市内の最大津波高
　9～10ｍ

鎌倉

鶴岡
八幡宮

和田塚
由比ヶ浜

長谷
極楽寺

稲村ヶ崎

七里ヶ浜鎌倉高校前

腰越

片瀬山
高徳院

鎌倉

鶴岡
八幡宮

和田塚
由比ヶ浜

長谷
極楽寺

稲村ヶ崎

七里ヶ浜鎌倉高校前

腰越

片瀬山

目白山下目白山下

高徳院

凡例
県想定明応型浸水範囲
南海トラフ浸水範囲
県想定南関東浸水範囲

※レベル１・２津波の設定については、今後県等との協議を踏まえて
　決定してまいります。
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　東日本大震災では、巨大地震と大津波によって、広範で甚大な被害が発生しました。

　特に、岩手・宮城・福島の３県で亡くなられた方の９割は津波によるものでした。

　津波が発生した場合には、時間に余裕のない状況下で、地域特性に応じた避難が求められ

ることから、自助・共助による迅速な避難行動が重要となります。

　迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による高台への避難を原則として、地域の実情

を踏まえつつ、避難場所や避難路の確保など、できるだけ短時間で避難が可能となるような

まちづくりを目指します。

Ⅱ-３. 津波対策の充実・強化
津波災害対策計画（第24章・第25章）

避難ビル標識海抜表示板津波注意看板 避難経路路面シート

津波避難空地・津波避難ビルを拡充します
●迅速な高台への避難を可能とするため、避難空地（津波来襲時緊急避難空地）の追加指定を

　進めるとともに、急傾斜地の防災工事などを活用した避難路の整備を検討します。

●津波ハザードマップや地理的条件等を考慮し、安全かつ迅速に避難できる津波避難ビル（津

　波来襲時緊急避難建築物）の指定・協定の締結を進めます。

国・県と連携した中長期のまちづくりを進めます
●市は、地域防災計画、都市計画、交通計画等の計画相互の有機的な連携を図るため、関係

　部局による共同の取組を進め、防災の観点を取り入れたまちづくりに努めます。

●公共施設、災害時要援護者に関わる施設を新設する場合は、できるだけ津波浸水の危険性

　の低い場所に立地するよう誘導するものとします。

●沿岸域の護岸等については、必要に応じて、改修、補修、補強等の措置を計画的に実施す

　るとともに、水門や河口堰の設置等について検討していきます。

避難の迅速化をはかります
●地域の実情に合わせた津波避難路・避難場所・避難標識の整備

　を推進します。

●国・県による「最大クラスの津波」を想定して津波ハザードマッ

　プを改定しました。引き続き、避難の啓発、各種訓練の継続に

　よる避難体制の充実をはかります。

家族で防災について
定期的に話し合いましょう

第 24章　津波災害予防計画
●第１節　津波に強いまちづくり

●第２節　津波防災知識の普及、訓練

●第３節　災害時応急活動事前対策の充実

第 25章　津波災害応急対策計画
●第１節　津波発生直前の対策

●第２節　津波発生直後の情報の収集・連絡

●第３節　応急活動対策
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　災害が発生した場合、まず「自分の身は自分で守る」こと、「皆のまちは皆で守る」ことが

防災の基本となります。規模の大きな災害では自治体や関係機関の対応が遅れることも予想

され、日ごろから、市民一人ひとりの自助、自主防災組織等による共助の対応力を高めてお

くことが重要です。

防災知識の普及と意識の向上

平常時

災害時

第４章　市民・企業への啓発、自主防災活動及び防災訓練
●第１節　市民・企業等の役割

●第２節　防災知識の普及と意識の向上

●第３節　自主防災組織・防災コミュニティの育成強化

●第４節　防災訓練の実施

市民の心得

防災思想の普及、徹底
　市民は「自分の身は自分で守る」という自覚を持ち、平常時から災害に対する備えを心がけ

ることが重要です。また、災害時には、近隣の負傷者、災害時要援護者を助ける、避難所で

主体的に活動する、あるいは、市、県、国、公共機関等が行っている防災活動に協力するなど、

防災への寄与に努めることが求められます。このため、市は、市民一人ひとりに対して、防災・

減災思想の普及、徹底を図るものとします。 

平常時

●地域の避難所及び家族との連絡方法を確認

●火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意

●がけ崩れ、出水に注意

●建物の耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止等の対策を実施

●消火器の準備、浴槽への水の確保等、初期消火に備える

●自助・共助の精神の重要性について認識する

●食糧・飲料水（３日分）、トイレットペーパー等の買置き、携帯トイレ、

　非常持出品等を準備する

●隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合う

平常時

災害時

●正しい情報に基づき冷静に行動する

●がけ、海、川には近寄らない

●秩序を守り、衛生に注意する

●災害時要援護者への支援を行う

●市民が協力して応急救護を行う

●安否確認等は、東日本電信電話㈱の「災害用伝言ダイヤル（171）」や「災

　害用伝言板（web171）」携帯電話事業者の「災害用伝言板」等を活用する

●災害時の男女双方の視点に配慮する

●緊急地震速報を受けた時に適切な行動をとる

災害時災害時

Ⅱ-４. 地域防災力の向上
地震災害予防計画（第４章） 地域で助け合い
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助け合って救出 地域活動への参加初期消火 避難所等の運営

自主防災組織・防災コミュニティの育成強化
　平成７年の阪神・淡路大震災では、家族、近所や地域住民による助け合いにより、多くの

人命が救出されました。東日本大震災においても避難時の助け合いが行われました。大規模

災害が発生した場合は、市や防災関係機関だけでなく、災害時のあらゆる場面で「自助・共助」

の力が重要です。

　自力脱出が困難な状況が発生した場合の救出・応援の要請、火災が同時多発的に発生した

場合の初期消火、また、避難所での生活面での助け合いなど、多くの場面で市民一人ひとり

による日ごろからの心がけと地域ぐるみの防災対策（自主防災組織）や取組が重要です。

平常時

災害時

避難時

防災意識の普及・啓発

・地域内パトロール
・危険箇所の点検

防災訓練の実施

・初期消火、避難訓練
・応急手当訓練

防災意識の普及・啓発

・啓発チラシの作成、配布
・地域防災マップの作成

初期消火活動

消火器やバケツ等による
初期消火活動を行う。

避難誘導

住民を避難場所などの安全
な場所へと誘導する。

救出・救助

負債者などを救出し、応急
手当を行う。

情報の収集・伝達

公共機関と
連絡を取り
合い情報
を住民に
伝える。

避難場所の管理・運営

避難場所で給食・給水活動
を行う。

平常時

災害時

災害教訓の伝承
　市は、過去に発生した災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、過去の災害

に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するととも

に、広く一般に閲覧できるよう公開に努めます。

自主防災組織の主な活動
　自治会・町内会などで結成される「自主防災組織」の活動に積極的に参加しましょう。

　突然の災害に見舞われたとき、大きな被害を受けやすいのは、高齢者や子ども、障害者、

傷病者、外国人等（災害時要援護者）です。

　しかし、それ以外の人でも災害で怪我をすれば、その時点で『要援護者』となります。日ご

ろから地域のみなさんで助け合える関係を作りましょう。

避難時

●氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型等）を携行

●3日分の食糧・飲料水、常備薬、最小限の着替え肌着、懐中電灯等を携行

●軽装で素足をさけ、ヘルメットや頭巾等を着用し、雨具や防寒衣を携行

●来街者や観光客（外国人を含む）に避難方法・避難場所を案内する

●平常時から用意できる品物は、非常用袋に入れておく

避難時
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　地震発生後の火災や家屋倒壊、がけ崩れなどから、市民の生命の安全を確保するために、

迅速かつ的確な避難行動と被災者の受入れ、保護を実施するための対策について定めます。

　市は、地震発生後、人命の安全を第一に市民等の避難誘導を行い、あらかじめ指定された

避難施設及び避難経路や、津波による浸水が想定される区域、土砂災害警戒区域等の所在、

その他避難に関する情報の提供に努めます。

　また、震災時において、交通機関の途絶により、通勤・通学者、来街者や市外からの来訪

者に加えて、多くの観光客などの滞在者が帰宅手段を失いますが、市はこうした避難者を避

難所等に一時的に受入れます。

　交通機関の復旧の見通しがない場合、こうした外部の避難者を交通機関が途絶していない

他の地域へ移送し、そこから帰宅するよう対策を進めます。

Ⅱ-５. 避難・被災者受入れ、保護対策
地震災害予防計画（第3章5節）・地震災害応急対策計画（第10章）

避難所等の名称が変わり、
福祉避難所と一時滞在施設が新設されました！

各避難施設分布図は16 ～17P参照

（平成25年3月現在）

補助避難所（予備避難所）［旧名称：避難所］

避難所（ミニ防災拠点）の収容状況等に応じて開設します。

横浜国大附属小・中学校

清泉小学校

鎌倉女学院

県立大船高等学校　

鎌倉学園

鎌倉女子大学岩瀬キャンパス

県立七里ガ浜高等学校

県立鎌倉高等学校

県立深沢高等学校

栄光学園

第３章　災害時応急活動事前対策の充実
●第５節　避難対策

第10章　避難・被災者受入れ、保護対策
●第１節　避難対策

●第２節　避難所（ミニ防災拠点）の開設と運営

●第３節　姉妹都市等他市町村への避難先のあっせん

●第４節　観光客等滞在者の域外移送

●第５節　帰宅困難者対策

●第６節　ペット・動物の保護収容

福祉避難所
避難所（ミニ防災拠点）や補助避難所（予備避難所）に収容することが困難となった、要援護

高齢者や障害者を収容する施設です。

名越やすらぎセンター

県立鎌倉養護学校

今泉さわやかセンター

玉縄すこやかセンター

教養センター

避難所（ミニ防災拠点）［旧名称：ミニ防災拠点］

被災者を収容する施設で、状況に応じて市の判断で開設します。

市立小学校（16校） 市立中学校（9校） ※大船中学校は改築中のため休止中

一時滞在施設（帰宅困難者用）
災害発生により帰宅の手段を失い、駅の周辺・市街地・社寺・

名所旧跡等に滞留している人を一時的に収容する施設です。

鎌倉芸術館

鎌倉生涯学習センター

円覚寺

建長寺

長谷寺

鎌倉宮

鶴岡八幡宮
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避難所（ミニ防災拠点）の開設と運営
避難所（ミニ防災拠点）の開設

　市は、災害の規模、状況に応じ、避難所等を開設します。

　また、市長は避難所の開設状況について、すみやかに県知事及び関係機関に報告又は通知し

ます。 避難所として開設した学校施設については、応急教育の実施等、義務教育の実施に著し

い支障を来さないよう、避難住民の意向等に十分留意して、必要に応じ、 移転・統合を図ります。

　災害発生から、なるべく早い時期に、施設の状態を確認し、被害状況等に応じ災害対策本部

の指示により開設します。

避難所（ミニ防災拠点）の運営
　大規模災害時には、多くの避難者が、一定期間、避難所を臨時の生活拠点として利用する

こととなります。したがって、避難所が避難者にとって秩序のとれた施設として機能するこ

とが求めらます。

　市は、避難所（ミニ防災拠点）運営マニュアルに基づき、各避難所

に避難所運営委員会を設置します。

　避難所運営委員会は、避難所の運営に関し、必要事項を定めます。

　避難所運営委員は次により構成します。

　●自主防災組織　●施設管理者（教職員）

　●市職員　　　　●避難者

　●その他避難所運営委員会が必要と認めるもの

帰宅困難者対策
一斉帰宅の抑制

　市は、帰宅困難者の行動の基本原則である「むやみに移動を開始しない」ことを、報道機関

等の協力を得て、周知します。

　市及び防災関係機関は、帰宅困難者に冷静な行動をとってもらうため、必要な情報提供等

に努めます。

　企業・学校等は、災害発生時に従業員・生徒等を、事業所・学校内に一定期間収容するほか、

来訪者・利用者に対しても同様の対応を行うよう努めます。

帰宅困難者への支援
避難施設の提供

　災害発生により帰宅の手段を失い、駅周辺、市街地、社寺・名所旧

跡などに滞留している人に対し、一時滞在施設を提供します。一時滞

在施設は、公共施設等の中からあらかじめ選定します。

避難誘導

　●周辺の土地に不案内な帰宅困難者に的確な行動を促すため、十分な情報提供を行います。

　●駅構内の滞留旅客については、鉄道機関が避難誘導を行います。

　●市は、駅構外の帰宅困難者の避難誘導について、自治会・町内会、商店会等とも連携し

　　て行います。

　●市は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に

　　避難できるよう、消防署員、警察官その他の避難措置の実施者と相互に連携し、一時滞

　　在施設への誘導に努めます。なお、その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意します。
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　災害時において、災害時要援護者は、情報の入手や自力での避難が困難なことから、避難

等に際しての支援が必要となります。災害時要援護者の被害を最小限にとどめるため、市は、

国が示した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年３月）をもとに、個人情報に

配慮しつつ災害時要援護者の情報を庁内で共有・把握するとともに、平常時から地域において

災害時要援護者を支援する体制を整備します。

　また、地震発生直後の避難や救出の困難さ、避難所生活での困窮など、災害時にハンディキ

ャップのある災害時要援護者への支援や対応について検討を進めます。

Ⅱ-６. 災害時要援護者対策の充実・強化
地震災害予防計画（第3章6節）・地震災害応急対策計画（第13章）
第３章　災害時応急活動事前対策の充実
●第６節　災害時要援護者対策

第 13章　災害時要援護者支援対策
●第１節　災害時要援護者に関する確認及び支援

●第２節　在宅災害時要援護者の安全確保

●第３節　社会福祉施設利用者、外国人の安全確保

●第４節　高齢者・障害者等に配慮した仮設住宅

●第５節　仮設住宅地区における見守り活動の推進

車いすを利用する人の場合

●必ず誰かが付き添ってください。
●段差があるところではゆっくり
　とした対応をしてください。

●口頭で伝わりにくいときは筆談を。状況に応じ
　て、手のひらに書いてもＯＫ。
●避難場所でも、伝達事項を看板に記入して伝
　えてください。

耳の不自由な人の場合

●「お手伝いしましょうか」とま
　ず声をかけてください。
●誘導するときは、腕を貸してゆっ
　くりと歩きましょう。

目の不自由な人の場合 外国人の場合

●孤立させないよう、日本語でも
　いいので声をかけてください。
●通じない場合は、身ぶり手ぶり
　で。道順は手で示してください。

●あらかじめ災害時の援護者
　を決めておきましょう。で
　きるだけ複数で対応してく
　ださい。

高齢者・乳幼児の場合

●程度に応じて、声をかける、肩
　を貸す、手をそえる等の援助を
　してください。

病気やけがの人の場合

困ったときこそ
温かい気持ちで接する

災害時の混乱や被害が大きいときほど、困って
いる人に温かい思いやりをもって接するように
しましょう。

　
災害時要援護者と一緒に防災訓練を行う

地域で協力して、災害時要援護者参加型の防災
訓練を行う。その際、一人の災害時要援護者に
対して複数の住民で支援するなど、地域で具体
的な救援態勢を決めておきましょう。

日ごろから
災害時要援護者との交流を密にする

日常的に挨拶をかわし合おう。災害時に何をし
てほしいかなどを事前に聞いておきましょう。

災害時要援護者の
身になって防災環境を点検する

避難通路は車いすで通れるか、標識は外国人で
もわかるか、目の不自由な人にとって障害物が
ないかなど、確認しておきましょう。
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　大規模な地震災害が発生した場合、災害発生直後の応急対策活動を適切に実施することが、

二次災害等による被害の拡大を軽減、防止するための鍵といえます。 

　災害時には、気象、水防、地震情報及び避難情報あるいは被害情報等各種の情報量が飛躍的

に増大します。このため、これらの各種情報を的確に把握して処理、判断するとともに、関係

機関及び市民に対して迅速、的確に伝達し、初動体制の確立を図る必要があります。

　また、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよう、災害対策本部等

防災組織体制の充実を図るとともに、ライフラインの停止や物資の供給が相当困難な場合を想

定し、食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備等を図る必要もあります。

　県や関係機関からの支援を受入れる体制の整備も重要となります。医療・救護活動において

は、大規模災害による多数の傷病者が発生した場合を想定し、DMAT（災害派遣医療チーム）

の円滑な受入れを行うため、県及び関係機関との連絡体制の整備に努めます。

　災害時における廃棄物の処理を円滑に進めるため、生活ごみや震災によって生じた災害廃

棄物の一時保管場所である仮置場の確保、災害廃棄物等の処理計画をあらかじめ策定するな

どにより、震災時における応急体制の整備に努めます。

　以上に示したように、本計画では、地震発生時に市民及び防災関係機関が速やかに応急対策

活動を講じられるよう、平常時に実施すべき事前対策を定めます。

Ⅱ-７. 災害時応急活動事前対策の充実
地震災害予防計画（第3章）
第３章　災害時応急活動事前対策の充実

●第 １ 節　災害時情報収集・提供体制の拡充

●第 ２ 節　災害対策本部組織体制等の拡充

●第 ３ 節　救助・救急、消火活動体制の充実

●第 ４ 節　警備・救助対策

●第 ５ 節　避難対策

●第 ６ 節　災害時要援護者対策

●第 ７ 節　孤立化地域への対策

●第 ８ 節　食糧、飲料水及び生活必需品の供給対策

●第 ９ 節　医療・救護・防疫対策

●第10節　文教対策

●第11節　緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策

●第12節　建築物等対策（危険度判定、応急修理）

●第13節　ライフラインの応急復旧対策

●第14節　災害廃棄物等の処理対策

●第15節　広域受援体制の拡充

●第16節　災害救援ボランティア活動体制等の拡充強化

避難 情報の拡充

災害救援ボランティア

ライフラインの応急

情報提供


