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　今後30年以内に横浜市で震度6弱以上の大地震が発生する確率は、82％といわ
れています。私たちの大切な人の命を奪うかもしれない大地震へ備えるために、
できることから始めましょう。

▼A4に折り畳んで、防災グッズと一緒に保管しよう！▼

もしものためのいつもの備え

横浜市防災情報Eメール
　地震、津波、気象警報・注意報、河川水位、緊急のお知
らせなどを配信します。

飲料水（1人1日分で3リットルが目安）
　1人3リットル×家族の人数×3日分＝必要数＿＿＿＿リットル
食料品（クラッカーや缶詰など調理せずに食べられるもの）

　※食物アレルギーのある人は、自分に適したものを備蓄しましょう。
トイレパック（1日あたりの平均排泄回数は5回といわれています）

　1人5回×家族の人数×3日分＝必要数＿＿＿＿個
マスク、体温計などの感染症対策物品
懐中電灯・ランタン・携帯ラジオ（停電への備え）

　※蓄電池やポータブルソーラーパネルの
　　活用も有効です。

貴重品➡ 免許証・保険証　 現金・預貯金通帳　 印鑑
日用品➡ 眼鏡・コンタクトレンズ　 ビニール袋　 タオル　

ティッシュペーパー・ウェットティッシュ　
ヘルメット　 軍手
常用薬・救急医薬品　
紙皿・紙コップ　
厚底の運動靴

※上記は一般的な備蓄品・非常持ち出し品です。
　詳しくは をご確認ください。

Yahoo!　防災速報
　横浜市からの防災緊急情報を配信します。

あさひ安全・安心かわら版
　区役所から携帯電話などに区内の防災・防犯情報を
メールで配信します。

旭区ツイッター
　平時は旭区の魅力や子育て情報、防災・災
害情報を、災害時には正確な緊急情報を配
信します。

登録方法➡下記メールアドレスへ空メール
を送信すると、登録案内メールが届きます。 

entry-yokohama@bousai-mail.jp

利用方法➡スマートフォンでアプリをダウ
ンロードするか、パソコンや携帯電話で利
用できる「メール版」に登録してください。

配信内容・登録方法
　　➡

総務課危機管理・地域防災担当　 954-6007　 951-3401

事前に登録して防災情報を集めよう 備蓄品チェックリスト

非常持ち出し品チェックリスト

あさひ安全・安心かわら版 検索

横浜市  防災備蓄 検索

最低3日分
（できれば1週間分）

用意
しましょう
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1〜 37…地域防災拠点

　…災害用地下給水タンク

…配水池
…緊急給水栓

…災害時救急病院
…災害拠点病院

凡 例

※元禄型関東地震とは、関東大震災をも
たらした大正型関東地震の約2倍のエ
ネルギーを発するマグニチュード8.1
の想定地震です。市内の最大震度は7と
想定されます。

震度6弱

●震度の揺れの目安（気象庁震度階級関連解説表より） ●旭区の地震被害想定

市全域

屋内にいる人の一部がわず
かに感じる

吊り下げている物は激
しく揺れ、棚にある食器
類が落ちることがある

窓ガラスは破損し、固定
していない家具の多く
が倒れる

座りの悪い置物が
倒れることがある

固定していない家具の
大半が移動し、ドアが開
かなくなることがある

吊り下げタイプの照明など
がわずかに揺れる

固定していない家具が倒
れることがある

固定していない家具のほと
んどが倒れ、飛ぶこともある

屋内にいる人のほとんどが
揺れを感じる

強い揺れによる
建物全半壊棟数

火災による
建物焼失棟数

避難者数
19,064人

帰宅困難者数
11,081人

負傷者数 1,134人
死者数    58人

負傷者数 21人
死者数    16人

※上記の数値は、「横浜市地震被害想定調査報告書（2012年10月）」に基づいたものです。
　設定条件の中で最大の被害となるものを採用しています。

地図は「地震マップ：旭区」（横浜市消防局2012年10月作成）を基に作成しています。

6,241棟 887棟
震度１

震度5弱

震度6強震度5強

震度7震度2

震度3

震度4

建物倒壊
による

火災
による旭区の多くの地域で

想定されている震度6弱は、
立っているのが難しくて、固定して
いない家具の大半が移動して倒れる
ほどの揺れだよ。被害を最小限に
抑えるため、しっかりと
地震に備えよう！
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知り合いをつくって
支え合って暮らそう
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「在宅避難」という選択を！

大地震発生時の避難行動の流れ

　過去の震災では、家屋の倒壊
は免れたものの、家具の散乱に
よって在宅避難ができず、避難
所生活を余儀なくされた例も
あります。家具の転倒によって
けがをする危険性もあるため、
転倒防止対策を行いましょう。

L字金具
（壁に強度が必要）

（おもり式）

（ばね式）

　過去の震災では、発生した火
災の6割以上が電気に起因す
るものだといわれています。
　感震ブレーカーは、大きな揺
れを感じると電気を自動的に
遮断する器具です。地震後の出
火を減らすため、感震ブレー
カーの設置を検討しましょう。

粘着マット
（有効期限に注意）

つっぱり棒
（天井に強度が必要）

　震災初期の共助活動をリーフレット形式にま
とめた「旭区ご近助マニュアル」を作成しまし

た。「みんなで生き残るた
めの取組み」をまとめてい
ますので、ぜひご確認くだ
さい。

　震災時にけがをしたり病気になったりし
た場合は、症状の重さなどに応じ、診療可能
な医療機関で受診できます。いざという時に
備え、地域にある医療機関を日
頃から調べておきましょう。

近くの広域避難場所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

近くの地域防災拠点 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、大地震が発生した場合、地域防災拠点（避難所）は3密（密閉、密集、密接）の条件が
そろいやすくなります。自宅の安全が確保できているか確認し、「在宅避難」という選択ができるようにしましょう。

　避難が必要なときは、周りの状況に応じて避難ルートを考えましょう。また、危険がない場合は
あえて避難する必要はありません。

火災が広がっている場合 倒壊や火災により自宅で生活できなくなった場合

倒壊や火災により自宅で生活できなくなった場合

専門職（保健師）などの判断をもとに、
区役所が受け入れを決定

自治会・町内会など地域で取り決めている避難場所です。

　地震による延焼火災の熱や煙から生命・身体
を守るために一時的に避難する場所です。

　横浜市内で、震度5強以上の地震が1か所でも観測
された場合に開設する避難所です。避難者が一時的に
生活するための最低限の食料・水、救助資機材などが
整備されています。

　高齢者や障害のある人など、地域防災拠点や自宅で
の生活が困難で、特別な配慮を必要と
する人のための二次的な避難所です。

家具の転倒防止対策

通電火災防止対策

自宅 いっとき避難場所

広域避難場所 地域防災拠点

福祉避難所

旭区ご近助マニュアル

震災時の医療体制

旭区ご近助マニュアル 検索

横浜市　災害時医療 検索

横浜市旭区　広域避難場所 検索

横浜市旭区　地域防災拠点 検索

横浜市旭区　福祉避難所 検索

▲旭区の
地域防災拠点

▲旭区の
広域避難場所

　　旭区の
福祉避難所▶

感震ブレーカー ➡

広報よこはま　あさひ区版4


	asahi_2009_hozon01_0818_2
	asahi_2009_hozon02_03_0818_2
	asahi_2009_hozon02_0818_2
	asahi_2009_hozon03_0818_2
	asahi_2009_hozon04_0818_2



