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 大規模な災害はいつ起こるかわかりません。特に地震は要注意です。災害への備え、実際に災害が起き

た時の行動、避難場所や地域情報の入手の仕方など、災害から身を守るための資料・情報の調べ方をご案

内します。 

 

 

  

 

 

 

 

  

                      ※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

(1) 地震について調べる           

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『地学ノススメ』 

鎌田 浩毅／著 講談社 2017  
V450/ｶ 

駅南・中央 

行徳 
12 

日本人に必須の地学の知識を解説。 

『絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象』 

藤岡 達也／著 講談社 2018 
450.9/ﾌ 

駅南・中央 

信篤 
19 

自然災害について図やイラストを使いわかりやすく解説。 

『日本列島大変動』 

後藤 忠徳／著 ポプラ社 2018 
V453/ｺﾞ 駅南 12 

地震や噴火のメカニズムを解説。災害にどう対処すべきかを語る。 

『日本列島の下では何が起きているのか』 

中島 淳一／著 講談社 2018 
V455.1/ﾅ 

駅南・中央 

大野公 
12 

地球深部から始まる日本列島の変動を最新地球科学で解き明かす。                        

 

(2) 防災・減災に関する資料 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ』 

今泉 マユ子／著 清流出版 2017 
H369.3/ｲ 

全 6 館 

大野公 
7 

 親子で今からできる備えを紹介。 

『地震イツモマニュアル』 

地震イツモプロジェクト／編 寄藤 文平／編 ポプラ社 

2016 

H369.3/ｼ 

駅南・中央 

行徳・平田 7 

 実際に役立つ防災マニュアル。 

 

１． 図書で調べる 

 

「災害情報（地震）」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

 「災害」「地震」「震災」「活断層」「液状化」「津波」

「防災」「減災」「ハザードマップ」「避難」など 
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(3) 市川市の防災・減災資料  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川市地域防災計画  震災編 概要版』 

市川市危機管理室危機管理課 2015 
I/T8 

駅南・中央・行徳 

平田・信篤 

地域資料 

コーナー 

「市川市地域防災計画」の中で市民に必要な情報をまとめたもの。 

『市川市多言語防災ガイドマップ』 

市川市国際交流協会／編集 市川市国際交流協会 2016 
I/T8 全 6 館 

地域資料 

コーナー 

 英語・中国語・ハングルで防災情報を掲載。 

『市川市減災マップ』 

 市川市危機管理室地域防災課 2015 
I/T8 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

地域資料 

コーナー 

 避難場所情報、市川市減災マップ、地震ハザードマップ等を掲載。北東部版、南部版、北西部版、中部版 

 がある。最新版（2018 年）は中央所蔵。 

 

(4) 千葉県の地震・防災関係資料 

     本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『千葉県地震被害想定調査報告書  平成 26・27 年度』 

千葉県防災危機管理部防災政策課 2016 

C10/T8/ 

14-15 

駅南・中央 

行徳・南行徳 
25 

 発生が予想される地震に対し、千葉県が可能な範囲で収集したデータをもとに算出。 

『千葉県地震防災地図  [2017]』 

千葉県防災危機管理部 2017 
C10/T8/17 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
25 

 津波震災予測図、液状化しやすさマップ、ゆれやすさマップ、想定震度分布図などを掲載。 

                        

 (5) 東日本大震災について調べる   

     本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『東日本大震災における市川市の被害及び対応の記録』 

市川市危機管理室危機管理課 2013 
Ｉ/Ｔ7 全 6 館 25 

市川市の被害状況及び対応についてまとめたもの。 

『東日本大震災の概要』 

千葉県防災危機管理部 2014 
Ｃ10/Ｔ7 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
25 

 東日本大震災の被害状況や教訓等を取りまとめたもの。 

『東日本大震災記録誌』 

千葉県消防協会事務局 2012 
Ｃ10/Ｔ7 

駅南・中央 

行徳 
25 

 県内被害状況と千葉県隊の活動状況をまとめたもの。 

 

 (6) 参考資料（駅南以外に所蔵のあるものです）   

     本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『災害情報学事典』 

日本災害情報学会 朝倉書店 2016 
R369.3 中央（禁帯）  

防災、減災に役立つ災害情報の手引書。 
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ビジネス雑誌や時事を扱った週刊誌などで防災に関する最新の情報を入手できます。 

  記事 雑誌名 所蔵館 

特集 2019 大予測 災害情報共有で支援の最適

化を 

週刊東洋経済 

2018.12.29 

駅南・中央・行徳 

地震、台風が続々災害大国ニッポンの憂鬱 

 

週刊ダイヤモンド 

2018.9.22 

駅南・中央・行徳 

南行徳 

 

 

 

 駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

 データベース名 内容     検索結果例 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞データ

ベース） 

1979年から1989年までの朝日

新聞縮刷版の記事の表示、また

1985 年からの「朝日新聞」「週

刊朝日」「アエラ」の記事のキー

ワード全文検索ができる。 

【キーワード：市川市 地震】 

「津波で 2 万 8612 ヘクタール浸水 県、千年

に一度の地震想定」2018/11/14 朝日新聞  

朝刊 29ｐ（1180 字） 

ヨミダス文書館 読売新聞と THE  DAILY 

YOMIURIの記事が全文検索で

きる。 

【キーワード：市川市 防災】 

「免震不正 防災拠点で まさか 『残念だ』

関係者憤り」2018/10/20 読売新聞 朝刊 

37ｐ（1719 字） 

日経テレコン２１ 法令、判例、文献情報から、必

要な情報を検索できる。 

【キーワード：市川市 地震】 

「防災・街づくり、大学と医療機関連携」 

2018/04/23 日経産業新聞 11ｐ（631 字） 

Magazineplus 

（日外アソシエー

ツ） 

 

一般誌から専門誌、学術論文ま

で幅広く横断検索できる日本

最大規模の雑誌記事データベ

ース。 

【キーワード：地震】 

「核心を聞く 南海トラフ地震への備え」 

週刊東洋経済 6831 2018/12/15 ｐ.13 

 

  

 

 テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

① 市川市ホームページ 

  ☛ http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen06/saigai.html 

  「市川市における防災等に関する情報」というページでは、防災豆知識として、地震対策や助成制度、

被害想定、洪水ハザードマップなどの情報がご覧になれます。また、気象情報、ライフライン情報、災

害伝言ダイヤル等の外部ｗｅｂサイトへ、リンクから飛ぶことができます。 

＜ページの開き方＞ 

 ホーム＞暮らしの情報＞防災＞市川市における防災等に関する情報 

３． データベースで調べる 

４． インターネットで調べる 

２． 雑誌で調べる 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
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② 内閣府 防災情報のページ 

    ☛  http://www.bousai.go.jp/ 

    災害状況・被害状況の公表のほか、防災対策情報や内閣府の防災に関する政策等を 

公開しています。 

 

③ 千葉県防災ポータルサイト 

   ☛ http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/ 

 千葉県のハザードマップ、地震被害想定、千葉県の防災対策まめ知識、関連サイトの 

リンク集等を掲載し千葉県の防災について調べる入口となるサイトです。 

 

④ 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（愛称：ひなぎく） 

  ☛ http://kn.ndl.go.jp/ 

    東日本大震災に関する音声・動画、写真、ウェブ情報等のデジタルデータ、関連する 

文献情報を集めて、検索・活用ができるようにしたサイト。 

 

⑤ Ｊ－ＳＨＩＳ 地震ハザードステーション 

☛ http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

全国地震動予測地図の情報を公開 

  自宅や職場、学校など身近な場所の地震のリスクを知ることができます。 

 

 

   

       

 災害の相談を受け付けている窓口を紹介します。 

  日本政策金融公庫 災害等相談窓口 

    ☛ http://www.jfc.go.jp 

  地震、台風、豪雪などによる災害の発生した場合、各支店に相談窓口を設置し影響を受けた 

  中小企業・小規模事業者や農林漁業者などの融資や返済条件の緩和などの相談に対応します。 

 

 

  ※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

 

 

 

 

５． 相談窓口 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 

http://www.bousai.go.jp/
http://www.bousai.go.jp/
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/
http://kn.ndl.go.jp/
http://kn.ndl.go.jp/
http://www.j-shis.bosai.go.jp/
http://www.j-shis.bosai.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/

