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平成 29 年度第２回 横浜市広報企画審議会会議録 

日 時 平成 30 年１月 30 日（火）10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 関内中央ビル 10 階 横浜市会議室 

出 席 者 伊藤 有壱、太田 塁、大谷 英典、片桐 朋子、加藤 直裕（会長）、川井 節夫、佐々

木 茂雄、佐藤 華名子、佐藤 豊彦（副会長）、杉本 ひろみ、塚原 泉、トルオン 

テイ トウイ チャン、林田 育美、春名 義弘、平山 正晴、吉富 真里 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議 題 震災時の広報・広聴体制等について 

議 事 （事務局） （事務局から震災時における広報班・広聴相談班の体制等について説明） 

 （加藤会長） 東日本大震災の際、問い合わせに対応するための情報が不足していたと

いうことなんですが、当時、市民からの問い合わせで一番多かったもの

は何だったかお聞かせ願えないでしょうか。 

 （事務局） 約 2 万件のお問い合わせのうち、74.2％が計画停電・インフラに関する

ことで、公共交通機関の運行等が約 20％、その他被災者・被災地支援の

関係が約５％という記録がございます。 

 （加藤会長） ありがとうございます。それでは、事務局からの説明をふまえてご意見、

ご発言をお願いします。 

 （吉富委員） 私は、防災メールが届くようにしています。先日の大雪のときは、横浜

駅がパンクするような状況で、駅構内に入れなかったという情報もある

んですが、そのような中でメールは一件だけしか届きませんでした。災

害時コールセンターというのがありますが、普段のコールセンターがそ

のまま災害時コールセンターになるんでしょうか。 

 （事務局） 市災害対策本部の立ち上げと同時に、既存のコールセンターがそのまま

災害時コールセンターとして活動しはじめますが、その時間帯が夜間だ

ったときなど、現在、委託している事業者が来られない場合は、市の職

員がコールセンターに行って対応するよう計画しております。 

 （吉富委員） 横浜市は大雨による災害や土砂崩れなどが多かったと思うんですが、そ

ういうときも情報が不足しているなということを感じます。道が通れな

いときなど、防災のときに横浜市全体のマップのようなものが立ち上が

って、どこが通れないといった情報がわかるといいと思います。 

特に中区や西区の一部というのは（建物の）密集地帯があって、土砂災

害も含めて、降水量の多い時に道が通れなくなるようなこともあると思

うんですが、そういうマップのようなものを出していただくと、いろい

ろな点でいいかと思います。 

 （加藤会長） 吉富委員からのご意見にありましたが、コールセンターの番号というの

は震災時も変わらないということでよろしいんでしょうか？ 

 （事務局） 同じ番号でございます。 
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 （加藤会長） 震災時にも横浜駅をはじめとするターミナル駅に入れないといったこと

があると思うんですが、そういった情報発信は市の方で予定されていま

すでしょうか。 

 （事務局） 公共交通機関の情報は、総務局の危機管理室に災害情報や交通機関の情

報が集まっておりますので、そこから発信をするということがあろうか

と思います。例えば、先日の大雪のときなど、いつ発信するかというの

は、現状では危機管理室等の対応になっております。 

 （加藤会長） では、平山委員お願いできますでしょうか。 

 （平山委員） 中区につきましては、山下町も非常に山が多いんです。災害が来てから

では間に合わないので、１か月に２回くらいは消防と打合せをしており

ます。これからも続けようと思っております。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では春名委員お願いします。 

 （春名委員） 新聞社も震災時に、工場の機能が停止したら、通信ができなくなったら、

本社が使えなくなったら、それから、新聞はトラックで運ぶものですか

ら交通網がストップしたら、インクが届かなくなったらと、いろいろ想

定しながら計画をたてています。 

東日本大震災のときに、意外に有効だったのは壁新聞でした。壁新聞に

生活情報、電気、水道、避難所情報などを載せたのが有効だったという

ことです。それから、遠く家族が離れて住んでいる場合は、家族の安否

情報が必要だったということです。そういった情報の大切さを日頃から

感じているわけです。 

事務局から、いろいろなところと協定を結んでいるという話がありまし

たけど、新聞社とは印刷の協定だけなんでしょうか。印刷はわかるんで

すが、提案としては、もっと広範囲に民間との協働を考えてみてはどう

かと思います。特にこの審議会には各分野の方がせっかく集まっている

ので、そういう時に何らかの関わりができるような、行動を起こす審議

会というのも必要なんじゃないかなと思っています。 

新聞社は、震災時になると震災の話一色なんです。事件事故の小さな話

や、町ネタのほとんどをやらずに、震災の話や情報を載せます。計画停

電も１ページを使って載せるというようなことをやっているんですね。

ということは、横浜市とやっている仕事が大分かぶることも多くなるん

ですね。もちろん、横浜市と神奈川新聞の役割は違いますが、震災時に

一緒に手をつないで、いろんなことを分担しながらやっていけるような

仕組みがあればいいと感じました。 

 （加藤会長） ありがとうございます。事務局から災害対策の広報紙を 72 時間以内に

発行すると説明がありましたが、印刷体制や、配付方法、またネットで

も見られる可能性をお伺いできますでしょうか。 

 （事務局） 72 時間以内では、電気が通っていないとか、協定を結んでいる業者さん
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と連絡が取れないといった可能性もありますので、基本的には手書きを

想定してはおります。それを印刷できるかという問題もございまして、

印刷して配送することが難しければ、72 時間内に発行する災害対策広報

紙は手書きで書いたものを私どもが自分の足で届けるか、災害時優先

FAX などで各区役所に送り、区役所から各地域防災拠点、自治会町内会

に流して掲示板に掲示します。また、インターネットが通じていれば、

ウェブサイトにアップします。 

可能な段階、つまり印刷ができる状態になった段階で、広報よこはま特

集号を発行します。これは交通の面などすべて確保されているという前

提になりますので、通常の広報よこはまと同じルートを使って、各世帯

に配付させていただくとともに、地域防災拠点、ウェブサイトでも掲示

することを予定しています。 

東日本大震災につきましては、広報よこはまの特別号を発行したのが４

月８日でございます。約一か月くらい経過してから、ようやく発行する

体制が整い、発行したということです。 

 （加藤会長） ありがとうございます。林田委員お願いできますでしょうか。 

 （林田委員） 東日本大震災を機にいろいろと体制を強化されていることは、とても喜

ばしいことだと思っております。 

情報をどこに出すかという部分で、地域の中には防災拠点をよく知らな

い、あるいは自治会町内会に加入していない方も大勢いらっしゃると思

います。そういう意味では、防災拠点のさらなる周知と、自治会町内会

の加入促進をより強く打ち出していかないと、結局のところ、情報を受

け取れないということになると思いました。ですので、さらにいろいろ

な所と手を結ぶことを強化して、進めていかなければいけないと感じま

した。 

それから、もう一点、いろいろと想定をし、それにいかに対応するかに

よって、シナリオが作られていくわけですけれども、想定外のことが当

然起こるだろうと思っています。想定外のときに各部署がどれだけ柔軟

に対応して連携をとるかという、その観点を忘れてはいけないと感じて

おります。 

というのも、私がおります施設は大型商業施設の中にありまして、年に

２回、全館を挙げてかなりきめ細かな防災訓練を実施しています。昨年

末に、ある階から小さな火災が発生しまして、ランチタイムでお客様が

たくさんいらっしゃるときに、全館避難せよという命令が発令されまし

た。無事に一人のけがもなく外に出られたことは評価に値すると思って

いますが、想定外のことが起きまして、細かいことがいろいろと発生し

ました。やはり日頃からそこまで考えた各部署の準備や対応力も必要な

んじゃないかと感じております。 
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 （加藤会長） ありがとうございます。事務局にお伺いしたいんですが、こうした大き

な地震災害が起きると、情報を受け取れない人がいるということが課題

にあがっていると思いますが、横浜市がいま解消しようと思っている点、

難しい点などありましたらお聞かせ願えますか。 

 （事務局） 私どもも、想定外の部分をいろいろ考えながら、年に２、３回防災訓練

を実施しています。その中で、情報が届かない方をどうするかというこ

とですが、地域防災拠点での掲示や自治会町内会掲示板の掲示はもちろ

ん、区役所の広報車を使ってのアナウンス、聴覚障害者の方への FAX な

ど、情報提供を可能な限り行います。そうはいっても情報が届かない方

もいらっしゃると思いますので、みなさまからのお声をいただきながら

その都度、きっちりと対応していきたいと考えてございます。 

 （加藤会長） そういったときに、広報課・広聴相談課の活動が生きるということはあ

りますよね。お電話をいただければお応えします、という。 

 （事務局） あとは地域性ということもあると思いますので、区役所にも広報・広聴

担当がおりますから、そこでの対応というのもあろうかと思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、塚原委員お願いします。 

 （塚原委員） 今回は震災時の情報提供ということですが、横浜防災だとか、防災情報

ガイドという資料があるので、平時から自分のスマートフォンにダウン

ロードしておくことが大事だと思い、施設内でも進めていきたいと思っ

ております。 

私どもは子どもと親、妊産婦さんがくる施設ということで、いっとき避

難所や地域の拠点に避難をする、また避難所を開設するというときに、

どういうマニュアルがあるのか調べてみました。横浜市にも防災マニュ

アルがあって動画でもきちんとアップされていたんですが、アクセス数

がまだ五千くらいということで、あまり広報されていないのかなと残念

に思いました。他都市の状況はどうかと思い、仙台市のホームページも

見てみたんですが、避難所の運営マニュアルにしても、 初からあまり

無理せず、今できることは何かということからチェックしていこうとい

うものでした。やはり震災を経験をしているところとしていないところ

ではこんなに違うのかと感じたので、経験している自治体から多くを学

ぶ必要があるのかなと思いました。 

その中に、子ども、妊産婦がいる家庭については特別資料のようなかた

ちできちんと PDF でアップされていました。日頃からそういうことが

啓発されていると、避難生活が長期化し、どう運営していくかというと

きに、互いが理解しあう避難所になっていくのかなと思いました。 

 神奈川大学に防災に大変明るい先生がいらっしゃって、神戸市の避難所

では「待ってるだけの避難所にしない」というキャッチコピーをつけて、

一人ひとり全員が関わる避難所運営をしたという事例について勉強した
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ことがあります。横浜市の動画の中にも「避難者はお客様ではありませ

ん」といったコピーがあるんですが、みんながもっと主体的に避難所運

営に関わろうというような啓発も市のホームページで日頃から訴えてい

ただくといいと感じております。 

 （加藤会長） ありがとうございます。続いて、杉本委員お願いします。 

 （杉本委員） 在住外国人の方々をいかに情報難民から救っていくかという観点から申

し上げますと、先ほど林田委員がおっしゃったように、外国人の方たち

は、自治会に加入している率が大変低いです。外国人の方にはお国によ

って地震というものを全く経験したことがない方や、耐震化していない

お宅に住んでいるようなお国では、すぐ外に出る、家にいては危ないと

考えているなど、いろいろなケースがあるようなんです。そうした人た

ちに対し、まず広報をしていただき、啓発をすることが大事だと思いま

す。 

地域防災拠点の活動なんですが、東日本大震災が起こったとき、横浜市

は震度４くらいで、地域防災拠点は若干利用されたという程度だと思い

ます。保土ケ谷区でも、外国人の方々がいったん避難されたんですが、

おそらく多言語表記が整備されていなくて、結局は車の中で過ごされた

と聞いております。地域防災拠点には、備蓄品の中に災害時の多言語表

示シートとコミュニケーションボードも両方常備されているということ

なんですね。どこの避難所にも備蓄品としてあるようですので、せっか

くいいものがあるのですから、市と区が連携して、それが埋もれないよ

うな形で対応していただけると非常にいいと思います。昨今、横浜市に

転入されているベトナム籍の方が非常に増えておりまして、かなりのパ

ーセンテージを占めていますが、これが平成 21 年の３月に作成されて

おりまして、ベトナム語が載っていないんです。国際局と連携をとって

アップデートできるようお願いできればと思います。 

それと、災害対策広報紙を手書きでもということだったんですけれど、

多言語化というのをお考えになっているのか確認をさせていただければ

と思います。 

また、コールセンターなんですが、横浜市コールセンターと、外国人向

けのコールセンターというのは、いま二つにわかれておりますよね。例

えば、災害発生後、 大 72 時間は連続で対応しなければいけないとき

に、コールセンターをその時だけでも統合して対応するということが可

能であれば、より情報の一元化ができるような気がしますのでご検討い

ただければと思っております。 

 （事務局） まず、多言語表示シートについては、各地域防災拠点に配備されてござ

います。地域防災拠点は、横浜市の場合、市が運営するのではなく、自

治会の方に委員長になっていだだき、避難されてきた方も含めて地域の
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方に運営していただきます。そのお手伝いをするのが、区役所でござい

ます。もちろん、年に１、２回くらいは自治会町内会さんを中心に地域

防災拠点の訓練をしております。参集訓練や炊き出し訓練など、さまざ

まな備蓄品を使って訓練を行っています。その中にこの多言語表示シー

トも入ってございます。杉本委員がご指摘されたとおり、内容が古いも

のや、やさしい日本語になっていないものなどもございます。ですから、

いまご指摘の部分につきましては、所管の国際局にお伝えしたいと考え

てございます。 

もう１点、災害対策広報紙の多言語化については、もちろん日本語版の

みならず多言語版も考えております。多言語につきましては、YOKE（横

浜市国際交流協会）で、外国人震災時情報センターを立ち上げますので、

そちらの方に翻訳を依頼しながら、適宜発行したいと考えております。 

コールセンターにつきましては、平常時の場合も YOKE と協定を結び、

対応していただいている状況でございますが、災害時につきましても、

外国人震災時情報センターと協力・連携してコールセンターの運営をし

ていくということで、いま進めております。先ほど、杉本委員がおっし

ゃられましたように、両者が連携して情報提供に努めていきたいと思っ

ております。 

 （加藤会長） では、チャン委員お願いいたします。 

 (チャン委員) 私の国では地震がありません。そのために、地震がおきてしまうとパニ

ックになってしまいます。横浜市では英語圏の方だけでなく、 近、中

国やベトナムの方もたくさん増えておりまして、地震が起きるとどうす

ればいいのかわからない状態です。 

ちょうど東日本大震災のとき、私は相談窓口におりました。地震が起き

た時は、電話がすごかったです。どうすればいいだろうか、国に帰った

方が安全なのか、両親は障害があるがどうすればいいかというような相

談が来ました。私の携帯にも電話がたくさん入りました。余震がたくさ

ん起きて、怖くて外に出られず、布団をかぶって隠れても怖いという、

本当にパニックの状態でした。 

情報というのはとても大事で、いまは英語版以外にも、市が YOKE と連

携をとって、いろいろな言語を提供していただいていると思うんですが、

私としてはたくさん言語を増やしていただき、区役所と地域と連携して、

できるだけペーパーで出していただきたいと思います。もちろんラジオ

やウェブサイトなどでも出していただいていると思うんですが、ペーパ

ーじゃないと読めない、手元に届かない、わからないという高齢者の外

国人も多くおりますので、その辺の連携をとっていただきたいんです。 

親よりも子どもの方が、学校で避難拠点やどうするべきかということを

教わっていて、落ち着いています。ですから、地域、学校と連携をとっ
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ていただいて、正確な情報を提供してほしいんです。 

もちろん、YOKE と市役所は深く連携をとっているんですけど、YOKE

以外にもいろいろな交流団体、ボランティア団体があり、特に地域だと

いろいろな言語を話せる方がいるので、情報収集していろんな言語で発

信してもらえるとありがたいです。 

 （加藤会長） 震災時に、チャン委員の周りの外国人の方で、一番不安の声があがるこ

と、一番 初に知りたいという声があがることは何でしょうか。 

 (チャン委員) 国に帰った方が安全なのかという相談が来ます。入管（入国管理局）に

行ってもすぐに再入国許可証がもらえないといった状態で、日本にいる

と不安という相談が多いんですね。ということは、正確な情報が入って

いないからだと、私は強く感じています。（出身国に）地震が無い私たち

はちょっとのことだけでもすごい敏感なんですよね。ですから、落ち着

いてどうするべきなのかということを、母国語で正確に提供して、まず

安心させないといけないと思うんです。 

 （加藤会長） やはりたくさんの言語を増やして、目に見えるかたち、ペーパーで安心

させてほしいという気持ちが強いということですね。では、川井委員お

願いいたします。 

 （川井委員） 中途失聴・難聴者協会で作りました災害時緊急時対応マニュアルは、非

常に洗練された形になっておりますので、参考になるかと思います。こ

れは情報ばかりではなくて、いろいろなことが載っております。東北、

熊本での災害体験も内容に入っております。 

情報関係で一番困る点は、停電でテレビが見られなくなることだという

のはみなさん同じだと思いますが、私たちは停電が解除されたとしても

聞こえないから、字幕がないとよくわからないという点があります。テ

レビは、「ｄ」というボタンがあると思うんですが、私は字幕がない時は

よくそちらだけを見ています。地域の情報等も入るので、ぜひ試してみ

ていただきたい。やはりテレビが一番情報取得が多いようです。テレビ

から入る情報は 60％と出ていました。非常に多いです。だから、我々と

してはテレビの字幕をぜひ増やしてほしい。スマートフォン、携帯電話

はほとんど全員がもっていますが、年配者は持っていません。医師会の

話だと 65 歳以上の人は 40％が聴覚障害だと言っております。推算して

みますと、日本全国で 1100 万人になります。そして、横浜市の人口が

360 万として推定すると、約 22～３万の人が聴覚障害と思っていいと思

います。ただその中には軽い人もおり、聴覚障害の等級でいろいろあり

ます。 

もう一つ大きな情報取得源は電話です。私は、電話は全然できません。

できない人が多いです。電話リレーサービスというものがあり、電話と

電話の間に通訳さんがいて文字化して伝えるというかたちをとっている
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んですが、日本はまだほとんどありません。小規模の企業がやっている

ものもあります。韓国は電話リレーサービスをやっております。この辺

が私は非常に残念だと思います。大した技術はいらないんです。回線の

途中に入れればいいというものなので、ぜひやっていただきたい。 

東日本大震災のときに、友達から聞いたのは、テレビが見られないとい

うような状況では、携帯ラジオが情報取得源だということでした。でも、

本人はラジオが聞こえないので、家族に聞いてもらって情報を得た。そ

ういうことを考えるとラジオの字幕化ということが必要と思いますが、

昨年から人工知能、AI など音声認識が非常に発達しています。100％声

を文字化できるわけではないんですが、実用的といえるほどの、認識率

を示しています。我々も非常に注目して、いろいろ試しながらやってい

ます。テレビも音声が出るところに音声認識機器を入れれば、放送され

ている音声の高低、量の大小にもよりますけれど、アナウンサーが話す

内容などは非常に正確に出ます。90％近い認識率ですので、非常に有効

だと思います。 

我々は、携帯メールも電話と同じように非常に頻繁に使っていますが、

東日本大震災のときは、中継点が満杯になって使えなかったという話も

あります。 

音声認識というのは非常に精度が上がっています。それをぜひ、テレビ・

ラジオの関係団体の方にも利用することを考えていただきたいと思いま

す。 

FAX については、年配者はいまだにいろいろと使っています。私から

FAX で送信することはあまりないですが、FAX は備えています。だから

いろいろな通信機器等を備えることになると思います。 

視覚障害者の場合は、インターネット等も利用できるシステムをお持ち

の方が多いようですが、各ウェブサイトで 近は PDF を多用していま

す。PDF というのは、（読み上げソフトで）一字一字読めないんですね。

PDF の資料がたくさんありますけれど、それらがうまく使えないという

ことを聞いております。 

浜身連（横浜市身体障害者団体連合会）は５千人いますけれど、その方

たちの大部分は移動が困難ということで、移動のためのいろいろな情報

をほしいと思います。 

浜身連でも昨年の秋から、災害に対する検討会を実施しております。東

日本大震災の時は、こちらから必要なものを聞いて、どんどん物資は送

ったけど、ある時から置き場所がないから送るなと言われました。そう

いった物の管理も必要かなと思います。我々で一番困るのは、補聴器の

電池なんですが、これはどんどん劣化していきますから、買いだめてお

くことはできないです。そういった面で、定期的に送るというシステム
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も考える必要があるかなと思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、佐藤委員お願いいたします。 

 （佐藤(華) 

委員）

我々は芸術文化を支援する中間支援組織でございます。東日本大震災で

は、弊会の方で芸術文化による震災復興支援ファンドというのを 2011 年

11 月 24 日に立ち上げました。みなさまからご寄付を募りまして、復興

に必要な芸術文化活動へ助成するものであります。それを通して、弊会

でも災害時にとって芸術文化がどういったお役に立てるのかということ

を真剣に考えてまいりました。ファンドの運用を通じて得た教訓は、芸

術文化は心のライフラインであるということ、それは強く痛感しており

ます。すぐに生活に必要なものではないかもしれませんけども、例えば、

長く避難生活、仮設住宅で過ごされている方々が、心のよりどころを失

っていく。そういったところで、芸術文化というのは大きく力を発揮い

たします。発災から、避難生活が始まっていったときに、外から力づけ、

応援するために多くの方々が集まって、音楽や美術などいろんなジャン

ルで支援をされてきまして、いまだに続けていらっしゃるところもあり

ます。 

我々が想定しなかった力を発揮したものがあります。それはコミュニテ

ィです。たとえば、いま現在はやめられてしまったんですが、アサヒビ

ールさんがアサヒアートフェスティバルというのを 15 年くらい続けて、

全国各地の芸術文化をつなぐネットワークを形成されました。東日本大

震災の際に、そのネットワークが大きな役割を果たしまして、行政や国

の手が届かないところにネットワークでつながって、支援をしていくよ

うな、草の根的なコミュニティを形成されました。また、震災後は支援

された方々が現地に赴いて、そのまま定住して新たなコミュニティを作

られるという、そういう想定外のことが起こりました。 

それから、郷土芸能というのは地域のコミュニティそのもので、特に東

北はものすごく、祭、郷土芸能が盛んな地域でしたので、そこが新たな

コミュニティを形成する礎ともなり、大きく力を発揮したというところ

がございました。 

今回、横浜市の取組をお聞きして、東日本大震災は悲しい出来事ではご

ざいましたが、それを教訓にいろいろな想定をされて、ここまでのこと

が人間はできるんだなと思っております。 

お伺いしたいんですが、情報収集がすごく重要になってくるかと思うん

ですけれども、情報収集機能の拡充ということで、具体的にどのような

機能の拡充をされているのかということと、関係機関との連携だけでな

く、広報課の中でも発信と情報収集をする中での連携を想定をされてい

るのか、そういったことを訓練する場面があるのかどうかということを

お聞きしたいと思っております。 
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 （事務局）

 

東日本大震災以降、体制の強化をしたということで、機能別のチームが

あります。私ども広報・報道チームのほかに、市役所内の関係局がそれ

ぞれチームに分かれておりまして、本部立ち上げと同時に活動するとい

うことになります。情報収集については、医療チームであれば病院など

からの情報、統括調整部には、自衛隊や海上保安庁、国なども含めて情

報が逐一入ってくるというかたちになってございます。私ども広報・報

道チームはこの統括調整部の直轄になりますので、そういった情報を常

に得ることができます。 

訓練については年に２、３回行っているんですが、災害対策本部に、こ

れらのチームがそれぞれ集まっていろいろなシミュレーションを行い、

情報収集や発信について訓練をしております。 

広報課では、チーム要員とは別に通常業務も行っていきます。チーム 

 立ち上げと同時に局内のほかの課からも応援をもらって本部に詰めます

ので、そこで情報を取る側と発信する側が常に連携しているというかた

ちになってございます。 

 （加藤会長） よろしいでしょうか。では、佐々木委員お願いします。 

 (佐々木委員) ボランティア活動の一つに、外から来る人の道案内をするというものが

あります。そういう人たちは中区の場合だと、山下公園、大さん橋、赤

レンガ倉庫とかへ行くわけですが、発災時にどこへ逃げたらいいのかと

いうのが、定かになっているのかなと思います。区民の方はどこの建物

に逃げればいいか、案内を受けて大体わかっているけども、初めて来た

人はどこへ逃げたらいいのかということです。すでにあるかもしれませ

んが、避難場所への案内のしるしがあると、みんな安心して、あそこへ

逃げようということになるんじゃないかと思います。その辺の整備もや

っていただければ観光客も安心して避難できるんじゃないかと思いま

す。 

 （加藤会長） 観光に来られた方を守るということも、大事な広報の役目ではないかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 （事務局） いわゆる帰宅困難者の対応としましては、市災害対策本部の中にもチー

ムをつくっております。例えば横浜アリーナやパシフィコ横浜にもご協

力いただきながら、いっときの避難をする場所というのもございます。

通常の広域避難場所とかいっとき避難場所というのは、東日本大震災以

降、なるべく目立つような表示をするようにしております。また、ウェ

ブサイトでのご案内とか、SNS を使ったツイッターでの発信も検討して

いるところでございます。ただ、現場での案内が第一になりますので、

帰宅困難者対策チームの職員が、たとえば横浜駅などに向かいましてご

案内をしていくということになろうかと思います。 

 (佐々木委員) 市の調査によれば、横浜市には毎日 10 万人くらいの観光客が来られる



 

11 
 

ということで、半端な数ではないと思うんです。ですから、とっさの時

に対応がとれて、横浜市はそこまで考えてくれているのかということが

観光客にわかると、横浜市にとってもプラスになるんじゃないかと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では片桐委員お願いします。 

 （片桐委員） いま、お話が出ましたけれども、東日本大震災の折には、私ども横浜ア

リーナでも２千人余りの帰宅困難者の方の受入れをいたしました。当時

は、細かいマニュアルの整備や訓練がまだされておらず、現状でもいろ

いろブラッシュアップしながら現在進行形でやっているような状況で

す。当時はまだ昼間の発災だったので、受入れを始めたころには所管局

の方にも来ていただいて、いろいろとやり取りを確認しながら、やらせ

ていただいたんですけども、情報がどのタイミングで何が入ってくるか

ということは、その時になってみないとわからないということがあると

思います。現場でも広報というのが必要で、当日も市からいただいた情

報を、とりあえずホワイトボードに貼ったりしながら対応しましたが、

単純に情報提供するだけではなくて、その情報をもとに、その場にいら

っしゃる方の気持ちを落ち着かせたりとか、次のアクションを起こすき

っかけになるようにということで、広報という意味が場所によっても違

うのかなと思いました。現場では何をどういうふうにしたらいいのかと

いうことを常に考えていかないといけないと思います。 

あと、やはり時間によっては市や区の方に来ていただけないような場合

もあると思うんですね。そうなった場合にどうやって連絡をとって確認

をしたらいいのかということもあると思います。おそらく、各拠点から

（情報が）本部に集約されて、ほかの部署に指示がいくといったかたち

になると思うんですけれども、例えば状況の情報だけでも、直接どこか

に集約して、とりあえず発信をできるようになっていると、拠点側から

しても、市や区の方を待たなくても何かやれることがあってもいいのか

なと感じておりました。 

 （加藤会長） ホワイトボードにいろいろな情報を貼り出されたということですが、帰

宅困難者の方々が求めた情報としては、何が一番関心が高かったですか。 

 （片桐委員） 当日、実際は要望を言われる方はあまりいらっしゃらなかったんですね。

むしろ、だんだん情報が出てくるにしたがい、後から来る方の方が疲れ

ていらっしゃるので、気分的にもネガティブになっていて、このあとど

うなるのか、救援物資は来ないのかという声があがったりしました。私

どもとしては、鉄道の状況や横浜市の発表など、わかっている情報はホ

ワイトボードに掲示するようにしておくので見に行ってくださいとご案

内するようなかたちでやらせていただきました。 

 （加藤会長） ありがとうございます。では、大谷委員お願いいたします。 
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 （大谷委員） テレビの話で言うと、2011 年の東日本大震災の時は、計画停電の情報を

データ放送等で細かくお知らせしたのが、見ている方にとっては非常に

有益だったというお声をいただいたのを記憶しております。 

横浜が被災をするとなると、停電だけではなく、ガス・水道・交通その

他、いろいろなものがストップしたり、不便になったり、壊滅的な状況

を受けたりすることも想定されるのですが、当時、計画停電だけであれ

だけのボリュームをやったということを考えると、横浜があのレベルの

被災をしたときに、伝えきるというのはなかなか難しいのかなと正直、

考えております。もちろんテレビだけがすべてを伝えるわけではなく、

ラジオや、ウェブを中心にさまざまなメディアがあるので、おそらく被

災された方がさまざまな手段で情報を取りにいかれると思います。 

そこで、やはり横浜市には横浜市からのみ提供される情報というのがあ

ると思います。例えば、停電やガスという部分に関しては、おそらく二

次的な情報だと思われますので、何が横浜市から出る一次的な情報なの

かという部分を普段から徹底して広報していただくと、いざというとき

に、ガスの情報は東京ガスに、電気の情報は自分が契約している電気会

社に行けばいいんだなとなる。できればワンストップがいいんでしょう

けども、そうもいかない部分はあると思いますので。かつ、FM ヨコハ

マさん、神奈川新聞社さん、うち（ｔｖｋ）もありますし、ケーブルテ

レビもありますので、一次的情報を速やかにご提供いただいて、どれを

見ても同じタイミングでその情報をキャッチできる体制を作っていきた

いと思います。 

情報メディアでは、更新がされないという状況が一番ストレスがたまる

と思います。更新できないという状況もあるので何とも言えないんです

が、更新が速やかにされるということもそうですし、次の更新がいつな

のかという予定や進捗状況などもぜひ広報していただきたいと考えま

す。 

あと２点目なんですけども、横浜市のホームページを拝見すると、防災

という項目が（トップページの）一番右上のところにあり、プライオリ

ティが高いということだと思いますが、これをクリックすると危機管理

室のおそらくトップページが出て、トピックスやこのような会議を行い

ましたということが出てきます。正直、一番知りたい情報は、バナー的

にある防災・災害情報で、むしろ 初にクリックして出てくるべきでは

ないかと思います。必要なのはおそらく緊急の時ですので、二つ目の階

層にある震災情報が出るように、可能ならばご検討いただきたいと、市

民として思いました。 

また、頭の方の情報が気象情報などで、地震情報はちょっと下の方なん

ですね。震災のときには切り替えるということなのかもしれませんけど、
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横浜市の職員も被災者になってしまうということも想定され、震災が起

こった直後から万全の態勢で、こういった情報発信ができるかというと

甚だ疑問なわけです。東北の震災の時には、行政もろとも壊滅的なダメ

ージを受けたという事例もありましたので、危機管理室のトップページ

の切り替えなんかやってる場合じゃないということもあると思います。

そういうことも含めて、災害情報はトップページに出しておいた方がい

いのではないかと思います。 

また、我々もそうなんですが、まずは自分の命、ご家族の命が 優先 

されるべきだと思いますので、地震が起こった直後からサービスが開始

されるとは限らないと、普段から市民の方にも知っていただく必要もあ

るのかなと思います。昨今では、３日間は自分の力で解決できる体制を

とってくださいというような広報をされると思いますが、日頃から３日

間の備えという部分を広報していただきたいと思います。 

後になりますが、先ほどボランティアの話も出ましたけれども、被災

地域ではボランティアや物資の受入れに大変苦労されている部分を見受

けられます。これまでにもいろいろな事例がありますので、横浜市も研

究はされているとは思うんですけれども、ボランティアや物資の受入れ

態勢など、被災地以外への広報も普段から行っていただきたい。突き詰

めてはやはり、震災が起こってからの広報も大切だと思うんですが、起

こる前の広報も充実させていただきたいと思っております。 

 （加藤会長） では、太田委員お願いします。 

 （太田委員） まず一つ目は、お話をうかがいまして、体制が整ってきていることはす

ばらしいなと感じました。重要なことはこういった体制を運営できるか

どうかになるんだろうと思います。 

震災当時、まず情報源としてテレビをずっとつけておりましたが、よく

考えてみれば、やはり地元の情報というのは横浜市をはじめとして地元

の団体から発信されるものが一番早いし確かなんだろうと思いました。

こういうふうに体制が整っているにも関わらず、利用しないというのは

もったいないことだと思いますから、やはり常日頃から、市民が、ここ

にいけばこういった情報が得られるんだ、今後こういうふうに情報が発

信されますよといったスケジュールも含めて、事前にわかっているよう

に予行演習ということをするのが大切かと思います。横浜市立大学も留

学生がどんどん増えてきておりますので、外国人向け、留学生向けのこ

とも合わせて、日頃からそういった対策をとっていくということが重要

なんだと思います。 

２点目は、実際の運営というところでは、やはり想定外のことをなるべ

く想定内にしておこうということが重要なんですが、やはり 100％とい

うのはなかなか難しいのかなと思います。特に、考えてもいないことに
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対して意思決定をするのはとても難しいことだと思います。林田委員は

柔軟にとおっしゃいましたが、私は、その時その時の判断だと、人の特

性に頼ってしまう部分があるように思いますので、意思決定というのは

なるべくマニュアル化した方が効率的に動くのではないかというふうに

考えます。 

東日本大震災時のようにデマが広まったとき、デマじゃないということ

をきちんと公式の正しい情報として伝えるということが一つのポイント

だったと思います。例えば、その情報の真偽を確かめるのに時間がかか

ったり、白黒はっきりできない部分があったりしたときに、誰が、どう

いう状況であったら発信していいか悪いか、緊急時には正確な判断はな

かなか難しいと思うので、フローチャートのようなものなどを日々確か

めておくことが重要かなと思いました。 

 （加藤会長） ありがとうございました。続いて、伊藤委員お願いします。 

 （伊藤委員） （東京芸術大学の）校舎が馬車道近辺にありまして、東日本大震災の時

には万国橋会議センターの３階を作業の場所としてキャンパスで使って

いたので大変揺れました。そのときは大学の映像研究科の事務を通して、

電話とメールで端的な指示は来ました。私が推測するには、横浜市にキ

ャンパスをおく学校は、事務室機能が必要な部局と連絡をとって、それ

ぞれの学校で状況や避難について判断して避難したんであろうと思いま

す。やはりマニュアル化しにくいところがそれぞれあるので、そこは両

方をうまく使うということだと思いました。 

子どもが市内の小学校に通っていますけれども、私立ということで頻繁

にメールが来ます。それを横浜市すべての保育園とか小中高に徹底する

のは金銭的な面でも無理だなと思っていて、学校の事務室機能みたいな

ところと横浜市がタイムリーな情報を提供したり、質問に答えたりする

というようなシステムがすでにあるのか、もしくは予定されているのか

聞きたいです。 

もう一つ、どうしても普段暮らしていると SNS に依存するんですが、想

定外という大きい事態の場合には回線のパンクとかサーバーのダウン、

携帯の電池が切れたとか、そういうところで情報がゼロになってしまう

可能性がとても高いので、それに対して横浜市の準備、対策をお聞かせ

ください。 

 （事務局） 東日本大震災の時には、交通機関が動かなかったものですから、区の職

員が自転車で走り回って市内の公共施設や保育園に、情報提供したとい

うことを聞いております。 

また、サーバーの関係なんですが、東日本大震災の時には市のホームペ

ージのサーバーがダウンしました。それを教訓に、現在はヤフー株式会

社と協定を結び、サーバーがダウンした場合はヤフーの持つミラーサイ
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トに誘導するようにしております。 

 （加藤会長） 佐藤委員お願いします。 

 （佐藤副会長）災害というと、本当にとことんひどい状況というのも、もちろん考えな

ければいけないことだと思います。関東大震災の際、横浜の家屋は東京

の 10 倍倒壊したと言われているそうです。過去に津波も起きているわ

けですし、３ｍ程度の津波がきてもおかしくないんじゃないかというこ

ともあります。津波では、例えばインフラが寸断されてしまう、それが

通信インフラであるとなった際に、市民全員孤立というよりも個々のタ

ーミナルが孤立してしまう状況が起きる可能性があると思うんですね。

そういう際に、何らかの形で、インターネットをコントロールできると

いう体制がとれているかどうかが、死活問題になりかねないと思うんで

すが、そういう際の対応を考えているのかどうか、いかがでしょうか。 

 （事務局） 総務局の ICT 基盤管理課という部署がございまして、サーバーを管理し

ておりますので、そういう対策は ICT 基盤管理課でやっていると思って

ございます。 

 （佐藤副会長）スマートフォンを使っている方、携帯電話を使っている方は非常に多い

と思いますが、そういう方に市からダイレクトにメッセージを発信する

ような検討はされてますでしょうか。 

 （事務局） いわゆる防災メールとかツイッターでの発信はしておりますし、エリア

メールでの対応は予定しています。 

 （佐藤副会長）個別にダイレクトにメッセージが届くということですよね。そういうも

の活用すればみなさんに逐一、大事なことを伝えられるということです

ね。 

あと、情報の見える化ということで、ここは通れないとかここは避難所

だとか防災マップみたいなものがパッと見てすぐにわかるというような

計画はいかがでしょうか。 

 （事務局） そういった情報をタイムリーにウェブで流すというところまではまだで

きていないというのが現状です。 

 （佐藤副会長）すごく簡単だと思うんですね。手書きのマップを撮影して上げるだけで

も、時間勝負で対応できるようなことが考えられていれば、何かあった

ときにまずインターネットで見ることができる。例えばツイッターで連

絡して、そこに貼ってあるリンクを見に行けばどこが危険なのかすぐわ

かるということを、いまは組み立てられる時代になっているので、検討

いただけるとありがたいと思います。 

 （加藤会長） みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。これをもちまして平

成 29 年度第２回広報企画審議会を終了したいと思います。 
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１ 資料 

 (1) 市災害対策本部組織図 

  (2) 震災時の広報・広聴の動き 

(3) 震災時の広報・報道チーム、広聴相談班について 

(4) 東日本大震災の対応状況の概要と現在の取組について 

 

 


