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「川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正案）」について 

１ 修正の目的 

今回の修正は、改正災害救助法に基づく救助実施市の指定や、避難勧告等に関するガイド

ラインの改定、災害対策本部等設置基準の変更等を踏まえて、「川崎市地域防災計画（震災対

策編・風水害対策編）」について行うものです。

２ 主な修正内容について

（１）改正災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正【震災対策編及び風水害対策編】

災害救助法の救助実施市の指定に伴い、救助の実施等の市の責務、県等との連携に関す

る事項など、必要な修正を行います。

（２）避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴う修正【風水害対策編】

防災気象情報が５段階の警戒レベルにより提供されることとなったことから、避難勧告

の発令基準等の整合を図ります。

（３）高潮浸水想定区域の指定に伴う修正【風水害対策編】

平成３１年４月に神奈川県が水防法に基づく高潮浸水想定区域を指定・公表したことか

ら、浸水想定や高潮氾濫危険水位等の必要な項目を計画に反映します。

（４）災害対策本部設置基準等の変更【震災対策編】

近年の地震被害状況等に照らし、災害対策本部の設置基準及び職員参集基準を変更します。

３ パブリックコメントの実施結果について 

令和元年１１月２１日（木）～令和元年１２月２０日（金）までの期間で、修正素案につ

いてパブリックコメントを実施しました。

（１）意見総数

   電子メール ５通（意見総数６件）

（２）主な意見

   令和元年台風第１９号災害への対応に関連した御意見や、マンション地区の災害対応等

に関すること、地震被害想定の更新について等、概ね今後の参考とさせていただく御意見

でした。（詳細については資料３のとおり）

なお、台風第１９号への対応については、今後の検証結果等を踏まえ、令和２年６月末

頃までを目途に別途見直しを行うこととしており、改めて御意見を募集する予定ですが、

今回頂いた御意見についても検証・見直し等の参考とさせていただきます。

４ 修正素案からの修正内容について 

神奈川県が新たに指定地方公共機関を指定したことから、適切な連携を図るため、指定地

方公共機関の業務大綱に次の２機関を追加しました。（震災対策編・風水害対策編）

  ・イッツ・コミュニケーションズ㈱

  ・ＹＯＵテレビ㈱

５ 今後のスケジュールについて（予定） 

（１）総務委員会

   日時：２月１３日（木）１０時～

（２）防災会議

   日時：３月２４日（火）１５時３０分～

資料 １ 
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令和２年２月 

資料 ２ 
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１ 川崎市地域防災計画について 

２ 地域防災計画の体系 

国の防災基本計画に基づくもので、神奈川県の地域防災計画等と整合を図り、作成してい

ます。

川崎市地域防災計画とは

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、川崎市防災会議が作成する防災に関す

る計画で、川崎市の防災対策の骨格（基本計画）となるものです。

 川崎市地域防災計画は、防災行政を進める上での指針、住民等の防災活動に際し

ての指針、市や指定公共機関等が防災計画を策定し、事業を行うに当たっての指針

であり、次の４編で構成されています。

「震災対策編」 「風水害対策編」 「都市災害対策編」 「資料編」

災害対策基本法

防災基本計画

神奈川県地域防災計画

川崎市地域防災計画

（川崎市防災会議）

震災対策編

風水害対策編

都市災害対策編

資料編

個別防災計画

局（室）防災計画

区地域防災計画

各種防災関連マニュアル

中央防災会議（国）

神奈川県防災会議

 川崎市地域防災計画の修正に際しては、上記以外に、関係法令、国等において策定

した各種防災計画等の内容も反映しています。また、地域防災計画の内容は各局で作

成する防災計画や各区地域防災計画等に反映されます。

反映
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３ 修正の基本方針 

 今回の修正は、「震災対策編」及び「風水害対策編」の２編について、改正災害救助法に

基づく救助実施市の指定に伴う修正や避難勧告等に関するガイドラインの改定、災害本部

等設置基準の変更など、災害対策の基本となる項目や、市民の避難行動に直結する項目等に

ついて対応します。

４ 主な修正について 

１ 改正災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正【震災対策編及び風水害対策編】

  災害救助法の救助実施市の指定に伴い、救助の実施等の市の責務、県等との連携に関す

る事項など、必要な修正を行います。

２ 避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴う修正【風水害対策編】

  防災気象情報が５段階の警戒レベルにより提供されることとなったことから、避難勧

告の発令基準等の整合を図ります。

３ 高潮浸水想定区域の指定に伴う修正【風水害対策編】

  平成３１年４月に神奈川県が水防法に基づく高潮浸水想定区域を指定・公表したこと

から、浸水想定や高潮氾濫危険水位等の必要な項目を計画に反映します。

４ 災害対策本部設置基準等の変更【震災対策編】

 近年の地震被害状況等に照らし、災害対策本部の設置基準及び職員参集基準を変更し

ます。

参考 これまでの修正

○平成31年3月 風水害対策編修正 

水防法の改正や避難勧告ガイドライン（避難準備情報等の名称変更）の改定に伴う修正等

○平成30年４月 震災対策編修正 

災害対策基本法の改正や保健医療調整本部の設置、災害廃棄物等処理計画の改定に伴う修正等

○平成28年3月 風水害対策編・震災対策編修正 

 災害対策基本法の改正や土砂災害防止法等の改正に伴う修正等

台風第１９号に係る地域防災計画等の見直しについて 

市内で大きな被害が発生した台風第１９号への対応につきましては、今後の検証

結果等を踏まえ、令和２年６月末頃までを目途に別途見直しを行う予定としており

ます。
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５ パブリックコメントの実施について 

１ パブリックコメントの実施予定期間

  令和元年１１月２１日（木）から令和元年１２月２０日（金）まで

２ 資料の閲覧場所

 ・ホームページ、情報プラザ、各区役所、支所、出張所及び図書館の閲覧コーナー

 ・川崎市総務企画局危機管理室（川崎市役所第３庁舎７階）

３ パブリックコメントの結果

 寄せられた意見は、令和元年台風第１９号への対応に関連した御意見、マンション地区

の避難所等に関する御意見、地震被害想定の更新に関する御意見等を５通（意見総数６

件）いただきました。（詳細については別添のとおり）

台風第１９号への対応については、今後の検証結果等を踏まえ、令和２年６月頃までを

目途に別途見直しを行うこととしており、改めて御意見を募集する予定ですが、今回頂い

た御意見についても検証・見直し等の参考とさせていただきます。
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６ 修正概要 

 (1) 改正災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正 

  平成 30 年６月に公布された災害救助法の一部を改正する法律により、災害救助の円
滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施市が自らの事務として被災者の救助を行うこと

を可能にする制度が創設されました。本市は平成３１年４月１日付けで指定を受けたこ

とから、必要な修正を行います。

   計画への反映（主な修正箇所）

①災害救助法に基づく救助の実施等 

 救助実施市の指定に伴い、災害救助法に基づく救助を県が実施するとしていた

記載を修正するとともに、同法の目的や市の権限と責任を踏まえ、市が、国等の

関係機関との連携を図り、迅速かつ円滑に救助を行うことを明記します。

 また、市長は、国等との連携のもと迅速に災害救助法の適用を行うこと、真に

必要にやむを得ない場合においては従事命令等の強制権を発動し救助を実施する

こと等を明記します。

災害救助法に基づく各救助項目の該当箇所についても必要な修正等を実施

  修正箇所…

②日本赤十字社との連携 

 災害救助法第１６条において、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を

日本赤十字社に委託することができるとされており、本市においても平成 31年 4
月１日付けで、災害救助法に基づく救助又はその応援の実施に関する委託契約書

を締結したことに伴い、必要な事項を追記します。

修正箇所…

③平時からの連携体制の構築等 

 発災時の円滑かつ迅速な救助の実施に向け、平時から国、神奈川県、他の救助

実施市及び関係団体等との連携体制の構築を図るとともに、必要なマニュアル等

の整備や人材育成を推進し、体制の整備を図ることを明記します。

修正箇所…

 （震災対策編）４部１７章 P221～P223  
４部１５章 P213～P214 

（風水害対策編）４部１８章 P178～P180 
４部１６章 P167～P169 

 （震災対策編）４部４章１節 P143、P146 
 （風水害対策編）４部４章１節 P129、P132 

 （震災対策編）２部１７章 P100 
 （風水害対策編）２部１３章 P67 
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 (2) 避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴う修正 

  平成 30 年 7 月豪雨の教訓を踏まえ、住民が「自らの命は自らが守る」意識をもって
主体的に避難行動をとれるよう、５段階の警戒レベルによる防災情報の提供を開始した

ことから、必要な修正を行います。

   計画への反映（主な修正箇所）

 (3) 高潮浸水想定区域の指定に伴う修正 

  平成 27 年の水防法改正により、想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域を公
表する制度が創設され、平成 31 年 4 月に神奈川県が東京湾沿岸（神奈川県区間）にお
ける高潮浸水想定区域の指定ならびに高潮氾濫危険水位の設定を行ったことから、神奈

川県の高潮浸水想定の追記、波浪・高潮対策の記載の整理、高潮氾濫危険水位の情報等、

必要な項目を計画に反映します。

   計画への反映（主な修正箇所）

①警戒レベルを用いた防災情報の提供 

 横浜地方気象台等の行う気象等予報・警報及び発表・伝達の項目に、新たに警

戒レベルを用いた防災情報の提供に関する項目を追記します。併せて、警報等の

発表基準について、５段階の警戒レベルとの対応を追記します。

②洪水予報の種類と発表基準の修正 

洪水予報の種類と発表基準について警戒レベルに対応した表記に修正します。

③避難勧告等の発令基準 

避難勧告の発令基準について、警戒レベルに対応した表記に修正します。

（風水害対策編）３部６章３節 P91～P94 

（風水害対策編）３部６章４節 P100 

（風水害対策編）４部２章２節 P121～P122 

①港湾・高潮の対策 

高潮浸水想定区域の指定に伴い、神奈川県の高潮浸水想定について追記すると

ともに、波浪・高潮対策の施設整備等の記載を整理します。 

②高潮氾濫危険情報の追記 

 高潮氾濫危険情報の発表基準、指定区域、水位周知実施区間及び基準水位観測

所について計画に反映します。 

（風水害対策編）２部４章  P40～P41

（風水害対策編）３部６章６節 P105～P106 

修正箇所… 

修正箇所… 

修正箇所… 

修正箇所… 

修正箇所… 
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 (4) 災害対策本部設置基準等の変更に伴う修正 

  近年の地震被害状況等に照らし、災害対策本部の設置基準及び職員参集基準を変更し

ます。

   計画への反映（主な修正箇所）

 (5) その他 

①災害警戒体制の設置基準 

「市内で震度４又は５弱の地震があったとき」としていた基準を「震度５弱又

は震度５強」に変更します。

②災害対策本部設置基準の変更 

「市内で震度５強以上の地震を観測したとき」としていた基準を「震度６弱以

上」に変更します。

③避難所の開設 

 被災者の受け入れのための避難所の開設について「震度５強以上の地震が発生

した場合又は発生した地震が震度５弱以下であっても必要と認められる場合（開

設の必要があり、参集を指示された場合）」としていた基準を震度６弱以上の地震

が発生した場合又は発生した地震が震度５強以下であっても必要と認められる場

合（開設の必要があり、参集を指示された場合）」に変更します。

修正箇所… （震災対策編）４部６章５節 P163～P164 

公園の機能・役割 

 発災時における公園の防災機能と役割について整理し、災害廃棄物の仮保管場

所、応急仮設住宅の建設用地としての役割を追記します。

修正箇所… （震災対策編）２部１章５節 P40 
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「川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正素案）」 

パブリックコメントの実施結果について 

１ 概要

改正災害救助法に基づく救助実施市の指定や、避難勧告等に関するガイドラインの改定、災

害対策本部等設置基準の変更等を踏まえて、「川崎市地域防災計画（震災対策編・風水害対策

編）」について修正素案を取りまとめ、市民の皆様から意見を募集いたしました。

その結果、５通（意見総数６件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見

に対する本市の考え方を次のとおり公表いたします。 

（※市内で大きな被害が発生した台風第１９号への対応につきましては、今後の検証結果等を

踏まえ、令和２年６月頃までを目途に別途見直しを行うこととしておりますので、改めて御意

見を募集させていただきます。） 

２ 意見募集の概要

題名 「川崎市地域防災計画 震災対策編・風水害対策編（修正素案）」に

関する意見募集について

意見の募集期間 令和元年１１月２１日（木）～令和元年１２月２０日（金）まで

意見の提出方法 電子メール（専用フォーム）、ＦＡＸ、郵送、持参

意見の周知方法 ・本市ホームページ

・情報プラザ（市役所第 3 庁舎 2 階）

・各区役所、支所等（市政資料コーナー）

・図書館

・総務企画局危機管理室（第３庁舎７階）

・その他 市政だより、Twitter 等
結果の公表方法 ・本市ホームページ

・情報プラザ（市役所第 3 庁舎 2 階）

・各区役所、支所等（市政資料コーナー）

・図書館

・総務企画局危機管理室（第３庁舎７階）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ５通（６件）

電子メール ５通（６件）

ＦＡＸ ０通（０件）

郵送 ０通（０件）

持参 ０通（０件）

４ 御意見の内容と対応 

寄せられた意見は、令和元年台風第１９号災害への対応に関連した御意見や、マンション地区の災害対

応等に関すること、地震被害想定の更新について等、概ね今後の参考とさせていただく御意見でした。 

台風第１９号への対応については、今後の検証結果等を踏まえ、令和２年６月頃までを目途に別途見直

しを行うこととしており、改めて御意見を募集させていただく予定ですが、今回頂いた貴重な御意見につ

いても検討・検証項目の参考とさせていただきます。なお、本計画につきましては、当初案どおりといた

します。 

資料３ 
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【意見に対する市の考え方の区分説明】

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、新たに計画（案）に反映したもの

Ｂ 素案の趣旨に沿った御意見であり、既に素案等に反映されているもの

Ｃ 今後の参考とさせていただく御意見

Ｄ 素案や施策に対する要望・質問等であり、素案や施策の内容を説明・確認するもの

Ｅ その他

【意見の件数と対応区分】

項     目 A B C D E 計 

（１）避難行動・広報に関すること 

（台風第１９号関連） 

  １   １ 

（２）マンション地区の避難所等に関すること   ２   ２ 

（３）地震被害の想定更新について   １   １ 

（４）その他     ２ ２ 

合     計   ４  ２ ６ 

５ 主な意見（要旨）の内容と市の考え方 

（１）避難行動・広報に関すること（１件） 

No. 意見・質問要旨 本市の考え方 区分 

１ 水害リスク発生時は避難所（特に学

校の体育館）への水平避難ではなく、

（民間建物を含めた）高所・高台への

垂直避難行動を最優先にすることを指

針としていただきたい。 

「垂直避難」という行動を第一にア

ナウンスして頂ければ、避難する必要

のない住人が無理に避難して水害に巻

き込まれるリスクを防ぎ、避難所の収

容人員もコントロールできるのではな

いか。 

風水害等における避難行動といたし

ましては、避難所への移動だけでな

く、浸水想定区域外等への移動や、近

隣の高い建物等への移動のほか、室内

の安全な場所へ避難をすることとして

おり、自宅周辺の状況に応じて、より

適切な避難行動を選択していただきた

いと考えております。今後におきまし

ても、頂いた御意見を参考とさせてい

ただき、避難行動等の啓発に努めてま

いります。

C 

（２）マンション地区の避難所等に関すること（２件）  

No. 意見・質問要旨 本市の考え方 区分 

２ 

・ 

３ 

避難所区域内に町会単位の自主防と

高層マンションを含む集合住宅自主防

（以下、マンション自主防）が混在し

ている。町会地区と高層マンションを

中心としたマンション地区では災害発

生時の対応が全く異なっており、同一

の避難所を運営することに無理がある

ことが明らかになってきた。 

高層マンションや大規模マンション

群等の一定規模の集合住宅における災

害対応については、一般住宅や通常の

集合住宅と異なった課題があることを

本市も認識しております。

各提案に対する本市の考え方は以下

のとおりですが、引き続き地域特性に

合った災害対策を検討してまいりま

す。

C 
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（１）震災対策編について 

情報収集伝達機能、物資配布の機能

等を有する災害対応拠点（従来の避難

所から避難者収容の機能を除いたも

の）をマンション地区内に設置するこ

とで、町会及びマンション地区の自主

防はそれぞれの地区の活動に専念でき

るのではないか。 

（２）風水害対策編について 

高層マンションの電気設備等が浸水

した場合、要配慮者は自宅での生活が

困難であるため、マンション住民が生

活するための場所を用意してほしい。 

（１）震災対策編について

 マンションなどの頑丈な建物は倒壊

の危険性が低く、在宅避難が可能であ

る一方、マンション特有の課題が存在

します。

過去の震災の事例でも、在宅避難者

の支援ニーズの把握や、公平な物資の

配分にあたって、避難所を基本とする

支援だけでは対応が難しいことがわか

っており、こうした課題の解決には、

行政だけでなく、マンション内部のコ

ミュニティの形成など自助・共助・公

助が一体となった取組みが不可欠であ

ると考えておりますので、引き続き検

討を進めてまいります。

（２）風水害対策編について

 高層マンションについては、風水害

に限らず、停電等により、エレベータ

ーが停止した場合に備え、多めの備蓄

を推奨するなどの啓発を行っておりま

す。今後につきましては、国等の動向

も踏まえつつ、防災対策の啓発に努め

るとともに、設備等の被害により生活

が困難になった方の対応について検討

してまいります。

（３）地震被害の想定について（１件） 

No. 意見・質問要旨 本市の考え方 区分 

４ 現在の地震被害想定は、平成２５年

調査に基づいており、その後に発生し

た熊本地震をはじめとする様々な地震

からの教訓を得て、ライフライン事業

者等も様々な対策を施している。でき

るだけ実情に合った想定に基づいた計

画策定を期待する。 

地震被害想定調査については、今後

新たな科学的知見や国の地震被害想定

調査が行われた際に再調査を検討する

こととしております。頂いた御意見を

踏まえ、次期調査を検討する際の参考

とさせていただきます。

C 

（４）その他（２件） 

No. 意見・質問要旨 本市の考え方 区分 

５ 

・ 

６ 

速やかな改正に賛同するなどのご意

見等。 

今後も災害対策基本法の規定に基づ

き、地域防災計画の不断の見直しに努

めてまいります。

E 


