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※外国語による発信は、ＹＯＫＥ（横浜市国際交流協会）を中心に行う

震災時の広報・広聴の動き

※地域防災拠点、公共施設での掲示、配付。ウェブでの掲示。可能なら自治会町内会掲示版も

※全世帯、地域防災拠点へ
配布。ウェブでの掲示。

災害発生時には、市災害対策本部の組織編成に伴って広
報班、広聴相談班（広報課、広聴相談課以外の課の職員
も含む）が編成されます。

＜ウェブ、ＳＮＳ、メール＞
緊急情報の発信

＜ＴＶ、ラジオ＞
市長メッセージ

・インターＦＭへの情報提供
・ケーブルテレビへ市内状況の
映像撮影指示

＜広報紙＞

＜ＴＶ、ラジオ＞

広

報

広
聴
相
談

臨時市民相談窓口の設置・運営
・電話や来庁による市民からの問合せ、相談、要望への対応（区本部のものを除く）
・専門相談員による相談（市民の安全が確保され、一応の落ち着きが見られるようになったとき）
・窓口等で寄せられた広聴情報や区で対応不可能な広聴情報を受け、整理し、関係区局に連絡

災害時コールセンターの設置・運営
・市民からの問い合わせへの情報提供（通常の市政案内等の対応は行わない）

（市災害対策本部設置後、最大72時間は24時間体制、72時間経過後は８時から21時まで運営）

災害対策本部等からの情報収集＜臨時市民相談窓口、災害時コールセンター他関係部署への提供＞

＜広報紙＞
「横浜市災害対策広報紙」初号の発行

＜広報紙＞
「横浜市災害対策広報紙」の発行（随時）

震災発生 ３日後



震災時の広報・報道チームについて 

 

１ 趣旨 

横浜市は、市内で震度５強以上の地震が発生した場合や、重大な災害について予報が発令さ

れた場合等に、市災害対策本部の広報・報道チームとして、市民向けに情報を提供します。 

 

２ 広報・報道チームの役割 
震災関連情報を迅速で的確に広報することで、市民の皆様の不安や、デマ情報による混乱を

防止します。また、応急・救援活動をお知らせすることで、市民の皆様の生活の安定化を図り、

被災された方の生活再建を促進します。 

 

３ 広報の内容 

１ 地震の概要（発生日時、震源、規模（マグニチュード）、震度、主な被害状況） 

２ 避難勧告等に関する情報 

３ 応急対策活動等の状況 

４ 医療情報（病院、診療所及び薬局等の再開状況） 

５ 地域防災拠点の開設状況 

６ ライフライン等の被害・復旧状況 

７ 生活支援情報 

（被害認定調査、罹災証明書の発行、横浜市被災者支援に関する各種制度の案内） 

 

４ 時期ごとに行う広報 

発災直後 

主にインターネットを通じて、災害情報の速報を発信します。 

メディアへの情報提供や、協定を結んでいる事業者への放送、市内被災状況の撮影要請を行い

ます。 

 

  【広報媒体】 

市ウェブサイト、メール配信（防災Ｅメール、緊急速報メール）、Twitter、テレビ・ラジオ 

 

72時間までに 

被災された方に向けて、災害対策広報紙を発行し、地域防災拠点での掲示や、市ウェブサイト

への掲載を行います。また、自治会町内会等の掲示板への掲示を依頼します。 

 

可能な段階で 

 

・「広報よこはま特集号」の発行 

全世帯に配布します。地域防災拠点で掲示や配布をし、市ウェブサイトに掲載します。 

 

・市広報番組 

 市広報番組の内容を変更し、災害関連情報を発信します。 



震災時の広聴相談班について 

 

１ 趣旨 

  被災者の生活相談や援助業務の一環として、要望、陳情等を聴取し、災害活動に

反映させます。また、市民からの問合せに対応するため、災害時コールセンターを

設置し、情報提供します。 

 

２ 広聴相談班の役割 

(1) 臨時市民相談室の設置・運営 

   被災生活の不安の解消、生活の立て直し、自力復興を促進するため、臨時市民相談室

を設置し、問い合わせ、相談、要望に対応します。 

ア 市災害対策本部等から情報収集を行い、整理、更新し、関係部署へ提供します。 

イ 電話や来室による被災市民等からの問合せに対応します（災害発生状況、ライフラ

インの状況、公共交通機関の運行状況、避難場所の案内等）。 

ウ 直接寄せられた広聴情報及び区本部から連絡のあった広聴情報を案件ごとに整理し、

関係各局に連絡します。 

エ 市民の安全が確保され、一応の落ち着きが見られるようなったときは、状況に応じ

て、専門相談員による相談業務を順次開始します。 

オ 復旧・復興期においても、臨時市民相談室を継続して設置し、市民生活の早期回復の

ための相談・要望等に対応するとともに、相談等で得られた有用な情報を関係部署へ

提供します。 

 

 

(2) 災害時コールセンターの設置・運営 

横浜市において市災害対策本部が設置された場合、原則として災害時コールセンター

を立ち上げ、災害等に関する問合せ対応を行います。 

ア 市災害対策本部及び区災害対策本部で把握した情報をもとに、市民への情報提供を

行います。 

イ 災害時コールセンターは、通常の市政案内等の問合せ対応は行わず、災害等に関す

る問合せ対応に業務を移行し、情報提供します。 

 



東日本大震災発生時の対応状況の概要と現在の取組について 

 発災～３日目 ４～１０日目 １１日目以降 

実
施
事
項 

○市ホームページに震災関連情報を掲載（市長
メッセージ、被災状況、帰宅困難者向け情報、
鉄道運行情報、施設情報等）。 

○協定に基づき、協定締結事業者に放送及び被
災状況の撮影記録を要請。 

○市ホームページに震災関連情報を掲載（市
長メッセージ、計画停電、交通情報、相談窓
口、義援金に関する情報）。 

○ツイッターのアカウントを取得し、発信を
開始。 

○市長メッセージを TV・CATVで放映。 
 

○市ホームページに市長メッセージ動画を掲
載 

○「広報よこはま震災対策特別号」を発行 
○テレビ・ラジオ広報番組の内容を一部変更
して震災関連情報を発信 

○フリーペーパーに震災関連情報を掲載 

評
価
・
課
題 

【評価】 
○早い時期から市ホームページに災害関連情
報を掲載できた。 

【課題】 
○協定事業者との事前調整が不足していたこ
と 

○多言語による十分な情報発信ができなかっ
たこと 

○サーバーダウン時のリスク対策を講じてい
なかったこと 

【評価】 
○ツイッターの利用や、地元テレビ局の電波
を通じた市長メッセージの発信は、広く市
民の皆様に情報を届けることができ、効果
が高かった。 

【課題】 
○Web や広報紙以外に、SNS などの発信体制
が整っていなかった。 

○経常業務に災害関連業務が加わり、厳しい
執行体制となった。 

 

【評価】 
○テレビ・ラジオの番組内容を、当初予定の内
容を変更し柔軟に対応することで、市民の
皆様にとって大切な情報を届けることがで
きた。 

○震災対策特別号の紙面がわかりやすかった
との声があった。 

【課題】 
○震災対策特別号をもっと早く出すべきとの
声があった。 

現
在
の
取
組 

○協定事業者と事前打ち合わせや情報受伝達
訓練を実施することで、連絡体制を強化し
た。 

○多言語による情報発信を迅速かつ正確に行
うことができるよう、「外国人震災時情報セ
ンター」を立ち上げる横浜市国際交流協会と
事前打ち合わせを行い、連絡体制を強化して
いる。 

○東日本大震災で作成した市ホームページを
参考に、アクセスが集中した際に耐えられる
よう、ページを簡素化した震災時用ウェブペ
ージのテンプレートを事前に準備した。ま
た、Yahoo!株式会社と協定を締結し、アクセ
スが集中した際は、キャッシュサイト（本市
ウェブサイトのコピー）を公開することとし
た。 

 

○災害関連業務に交代で従事できるよう、他
課が広報班に応援職員を配置する体制にし
た。 

○震災対策特別号を迅速に発行・配布できる
よう、様式を定めた。 

 

広報班 



東日本大震災発生時の対応状況の概要と現在の取組について 
 発災～３日目 ４～１０日目 １１日目以降 

実
施
事
項 

〇市庁舎１階に広聴相談班（臨時市民相談室含
む）を設置し、被害情報、交通機関情報等を
収集して問い合わせに対応(紙張り出し等) 

〇発災直後、横浜市コールセンターは業務を一
時停止。安全確認の上、約２時間後に業務再
開。 

 

〇引き続き問合せ対応を実施。 
市民からの問い合わせに対応できるよう
に、計画停電エリアや断水情報、市営地下
鉄の運行情報、放射能測定値などの情報を、
市庁舎１階広聴相談課執務室前の壁に最新
情報を張り出し、随時更新を行った。 

〇本市で行っている被災者向け支援策が個々
に存在していたため、市災害対策本部から、
避難者への支援のために市民相談室及び各
区役所に被災者相談窓口（※）開設の依頼
があり（３月 17 日）、全体像把握のために、
市民相談室で支援策の情報取りまとめを行
った。 

 
 
 

〇３月 24 日、東日本大震災被災者相談窓口開
設(各区広報相談係及び市民相談室)。 

評
価
・
課
題 

【評価】 
〇市民相談室に人的・物的被害がなく、計画に
定められた災害時対応が実施できた。 

 
【課題】 
〇問合せに対応するための情報が不足し、苦慮
することがあった。災害対策本部等と連携し
た情報収集及び情報共有が課題となった。 

〇コールセンターについて防災計画に位置付
けられてなかった。 

〇コールセンターは、安全確認しながら短時間
の業務停止に留めることができたが、鉄道運
休による人員確保が課題となった。 

〇外国人や障害のある方への対応が不明確で
ある。 

【評価】 
〇震災関連の問合せ、相談、要望に対応する
ことができた。 

 
【課題】 
〇コールセンターは問い合わせが急増し応答
率が低下した。 

〇防災計画に規定された業務以外に、市民相
談室として対応が迫られた想定外の業務が
発生した場合にどのように対応するか。 

【評価】 
〇震災関連の問合せ、相談、要望に対応する
ことができた。 

 
【課題】 
〇既存の被災者支援策以外の支援策（新たに
立ち上がった支援策等）について、担当部
署からの情報提供が不十分だった。そのた
め、相談窓口としてのＰＲも不十分なもの
になった。 

〇災害時の専門相談実施にあたり、専門相談
員の派遣について根拠となるものがなかっ
た。 

現
在
の
取
組 

〇広聴相談班の体制を見直し、災害対策本部等
からの情報収集や、コールセンター設置・運
営に従事する人数を増やした。 

〇広聴相談班が参集し業務を行う市民相談室
に、情報収集用のテレビを設置した。 

〇防災計画に災害時コールセンターの設置及
び運営の項目を設け、発災時における問合せ
対応について明記した。 

〇災害時のコールセンター業務について委託
事業者と協定を締結し、市災害対策本部設置
後、最大 72 時間は 24 時間体制で（72 時間
経過後は８時から 21 時まで）問合せに対応
することとした。 

〇コールセンターが被災した場合は庁舎内に
災害時コールセンターを設置するよう整備
した。（新市庁舎移転後も、コールセンター
が被災した場合は、庁舎内に災害時コールセ
ンターを設置する方向で検討している。） 

〇外国語対応については「外国人震災時情報セ
ンター」を立ち上げる横浜市国際交流協会と
連携し、また、聴覚障害者への対応について
は横浜ラポールと連携し、災害時の問合せ・
相談への対応に支援を受けられるよう調整
している。 

 

〇広聴相談班の体制を見直し、災害対策本部
等からの情報収集や、コールセンター設
置・運営に従事する人数を増やした。＜再
掲＞ 

〇想定外の業務への対応に備え、班体制を拡
充した。 

〇東日本大震災や熊本地震の際の支援策を参
考にして、実際に行われる支援策を効率的
に把握して相談者へ紹介できる。 

〇東日本大震災や熊本地震の際の支援策を参
考にして、実際に行われる支援策を効率的
に把握して相談者へ紹介できる。＜再掲＞ 

〇市の既存支援策では対応できない専門家と
の相談のために、弁護士会、司法書士会、
宅建協会、税理士会、公証人会と専門相談
について協定を締結した。 

※市対策本部の総合相談窓口と連携して被災

者支援策の所管部署を紹介する窓口 

 

広聴相談班 
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