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Ⅰ  気 象 概 況 



年間気象概況 

  平成３０年４月 

南から暖かい空気が流れ込みやすかったため、気温が高くなりました。特に上旬と下

旬は気温がかなり高くなりました。また、高気圧と低気圧が交互に通過しましたが、移

動性高気圧に覆われて晴れた日が多く、特に上旬は低気圧や前線の影響を受けにくかっ

たことから、旬降水量はかなり少なくなりました。中旬と下旬はまとまった雨の降った

日がありました。 

県内の各観測点の月平均気温は全ての地点で平年よりかなり高くなりました。 

月間日照時間は全ての地点で平年より多く、月降水量は平年並の地点が多くなりまし

た。 

  平成３０年５月 

   天気は周期的に変化しましたが、中旬を中心に高気圧に覆われやすく、晴れた日が多

くなりました。一方、低気圧の通過時には、南から湿った空気が流れ込んで雨となり、

大雨となった日もありました。 

   県内の各観測点の月平均気温は平年より高く又はかなり高くなりました。 

   月間日照時間は平年より多く又はかなり多く、月降水量は平年並の地点が多くなりま

した。 

平成３０年６月 

   梅雨前線は、上旬から下旬前半は関東から離れた南海上に停滞し、下旬後半は、日本

の南東海上で太平洋高気圧の勢力が強まったため日本海に北上しました。このため、梅

雨前線の影響を受けにくくなりました。 

   県内の各観測点の月平均気温は全ての地点で平年より高くなりました。 

   月間日照時間は平年より多く又はかなり多く、月降水量は平年並の地点が多くなりま

した。 

   なお、関東甲信地方は、6月６日ごろに平年（6月8日ごろ）より２日早く、昨年（6

月７日ごろ）より１日早く梅雨入りしたと見られ、6月29日ごろに平年（７月21日

ごろ）より22日早く、昨年（７月６日ごろ）より７日早く梅雨明けしたと見られます。 

平成３０年７月 

   月を通して太平洋高気圧に覆われやすかったため、晴れて厳しい暑さの日が多くなり

ました。また、上旬は前線や湿った空気の影響で、下旬後半は台風第12号の影響で大

雨となった日がありました。 

   県内の各観測点の月平均気温は全ての地点で平年よりかなり高くなりました。 

   月間日照時間は全ての地点で平年よりかなり多く、月降水量は平年並か平年より多い

又はかなり多い地点が多くなりました。 
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平成３０年８月 

   高気圧に覆われ晴れて気温の高い日が多くなりましたが、中旬後半は、大陸から東進

した冷涼な高気圧に覆われて平年より気温が低くなりました。 

   県内の各観測点の月平均気温は平年より高く又はかなり高くなりました。 

   月間日照時間は全ての地点で平年より多く、月降水量は平年並の地点が多くなりまし

た。 

平成３０年９月 

   天気は数日の周期で変化しましたが、月を通して秋雨前線や台風の影響を受けやすく、

曇りや雨の日が多くなりました。 

   県内の各観測点の月平均気温は全ての地点で平年並となりました。 

   月間日照時間は平年より少なく又はかなり少なく、月降水量はほとんどの地点で平年

より多く又はかなり多くなりました。 

平成３０年１０月 

   前線や低気圧と高気圧の影響を交互に受け、天気は数日の周期で変化しました。    

県内の各観測点の月平均気温は平年より高く又はかなり高くなりました。 

月間日照時間は平年より多い地点が多く、月降水量は平年より少ない又はかなり少な

くなりました。 

平成３０年１１月 

天気はおおむね数日の周期で変化しましたが、上旬は気圧の谷の影響で曇りの日が多

く、中旬以降は高気圧に覆われて晴れの日が多くなりました。 

県内の各観測点の月平均気温は平年より高く又はかなり高くなりました。 

月間日照時間は平年並の地点が多く、月降水量は平年より少ない又はかなり少ない地

点が多くなりました。 

平成３０年１２月 

   高気圧と低気圧が次々に通過して数日の周期で天気が変わりました。冬型の気圧配置

が長続きせず、湿った気流の影響で晴れた日が少なくなりました。 

   県内の各観測点の月平均気温は平年より高い地点が多くなりました。 

   月間日照時間は全ての地点で平年よりかなり少なく、月降水量は平年並の地点が多く

なりました。 

平成３１年１月 

   冬型の気圧配置となる日や高気圧に覆われる日が多かった一方、低気圧や気圧の谷の

影響で曇りの日がありましたが、南岸低気圧や湿った空気の影響を受けにくく、晴れた

日が多くなりました。 
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   県内の各観測点の月平均気温は平年より高い地点が多くなりました。 

   月間日照時間は全ての地点で平年より多く、月降水量は平年より少なく又はかなり少

なくなりました。 

平成３１年２月 

   冬型の気圧配置は長続きせず、天気は数日の周期で変化しました。 

   県内の各観測点の月平均気温は平年より高く又はかなり高くなりました。 

   月間日照時間は平年より少なく又はかなり少なく、月降水量は平年並の地点が多くな

りました。 

平成３１年３月 

   高気圧と低気圧が数日の周期で交互に通過しましたが、低気圧は発達することが少 

なく、また中旬を中心に高気圧に覆われた日が多くなりました。 

県内の各観測点の月平均気温は平年よりかなり高くなりました。 

月間日照時間は平年より多く、月降水量は少ない地点が多くなりました。 

データ出典：横浜地方気象台 

http://www.jma-net.go.jp/yokohama/ 
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Ⅱ  主 な 災 害 



 [１] 強風（強風注意報） 

平成３０年４月１０日（火）～１２日（木） 

１ 概況

前線を伴った低気圧の影響で強風となりました。このため、停電の発生や歩行者の転倒などで負傷者が

ありました。 

２ 活動記録 

<４月１０日> 

１９時１０分 

<４月１１日> 

  ４時５７分 

<４月１２日> 

   ４時２６分 

強風注意報発表 

強風・波浪注意報発表 

注意報解除 

３ 動員状況 

なし 

４ 風速 

  最大瞬間風速１９．２m/s（１１日１６時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

５ 被害状況 

(1)  人的被害  

○軽傷者 １人（多摩区） 

○中等症 １人（川崎区） 

(2)  物的被害 

○停電 約１６０軒 

多摩区宿河原 2 丁目 約１６０軒 
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 [２] 集中豪雨（大雨警報） 

平成３０年４月２５日（水） 

１ 概況

市内では、２５日８時３０分から９時３０分までの１時間に黒川第一（麻生区内）で２１ｍｍの降雨を

観測し、累計雨量は、川崎港（川崎区内）で６６ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<４月２５日> 

１時３８分 

４時５５分 

９時１９分 

９時３５分 

１０時２０分 

１１時３０分 

１１時４０分 

１５時２４分 

強風・波浪注意報発表 

大雨・強風・波浪注意報発表 

大雨警報（浸水害）、雷・強風・波浪注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

大雨警報（浸水害）、雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

大雨・強風・波浪注意報発表 

動員解除 

波浪注意報発表 

３ 水防警報発表状況 

・鶴見川（下川戸橋）    ２５日０９時００分～１１時２６分 

・鶴見川（岡上橋）  ２５日０９時２９分～１１時２９分 

・麻生川（新三輪橋）  ２５日０９時５９分～１０時４９分 

４ 動員状況 

勤務時間中の動員につき、各局区において出勤中の職員のうち、必要な人員が対応にあたっ

た。

５ 各区の累計雨量（４月２４日２０時～２５日１２時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ６６㎜ ６０㎜ ５９㎜ ５６㎜ ５５㎜ ５０㎜ ５２㎜ 

観測場所 川崎港 加瀬消防 井田消防 西ヶ崎橋 野川(国) 青少年科学館 黒川第一 

６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １７mm １５mm １６mm １７mm １４mm １７mm ２１mm 

観測場所 川崎DKC 加瀬消防 中原DKC 西ヶ崎橋 菅生消防 多摩区生田 黒川第一 

観測時間 

２５日 

８：30～ 

９：30 

２５日 

10：00～ 

11：00 

２５日 

10：00～ 

11：00 

２５日 

9：40～ 

10：40 

２５日 

9：30～ 

10：30 

２５日 

9：10～ 

10：10 

２５日 

8：30～ 

9：30 
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７ 風速 

  最大瞬間風速１７．０m/s（２５日１１時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

なし 
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 [３] 台風第５号 

平成３０年６月１０日（日） 

１ 概況

台風第５号が１０日から１１日にかけて接近し大雨・強風となりました。市内では、１０日１８時２０

分から１９時２０分までの１時間に中原DKC（中原区内）で１１ｍｍ、１０日１６時４０分から１７時

４０分までの１時間に新三輪橋（麻生区内）で同じく１１ｍｍの降雨を観測し、累計雨量は、川崎DKC

（川崎区内）で８０ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<６月１０日> 

１６時５０分 

２２時００分 

<６月１１日> 

   ８時３０分 

  １４時０９分 

  １６時３６分 

大雨・雷・強風注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

動員解除 

大雨・強風注意報発表 

強風注意報発表 

３ 水防警報発表状況 

なし

４ 動員状況 

(1) 各区（１３０人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 １９人 ２１人 １９人 ２０人 １７人 １６人 １８人 

(2) 本庁（１２２人） 

局名 総務企画局 健康福祉局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 上下水道局 

人 １３人 １人 ７人 ７人 ２人 ７０人 

局名 交通局 消防局 教育委員会 

人 １人 １９人 ２人 

５ 各区の累計雨量（６月１０日３時～１１日２２時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ８０㎜ ７９㎜ ７６㎜ ６７㎜ ６３㎜ ６２.５㎜ ４９㎜ 

観測場所 川崎DKC 幸区小倉・国 中原区役所 高津DKC 向丘消防 栄橋 岡上橋 
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６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １０mm １０mm １１mm １０mm １０mm ７mm 1１mm 

観測場所 南部防災 加瀬消防 中原DKC 高津DKC 向丘消防 青少年科学館 新三輪橋 

観測時間 

1０日 

17：00～ 

18：00 

1０日 

18：30～ 

19：30 

1０日 

18：20～ 

19：20 

1０日 

16：50～ 

17：50 

1０日 

16：40～ 

17：40 

1０日 

16：40～ 

17：40 

1０日 

16：40～ 

17：40 

７ 風速 

  最大瞬間風速１6．4m/s（11 日１7 時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

なし 

8



 [４] 集中豪雨（大雨警報） 

平成３０年７月１２日（木） 

１ 概況

市内では、１２日５時１０分から６時１０分までの１時間に多摩 DKC（多摩区内）で１４ｍｍの降雨

を観測し、累計雨量は、岡上分館（麻生区内）で３７ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<７月１２日> 

１３時１０分 

１６時２１分 

１６時４５分 

１８時４３分 

１８時５０分 

大雨・雷注意報発表 

大雨警報（浸水害）・雷注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

大雨・雷注意報発表 

動員解除 

３ 水防警報発表状況 

なし

４ 動員状況 

(1) 各区（４７人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ６人 ５人 １６人 ３人 ９人 ６人 ２人 

(2) 本庁（１００人） 

局名 総務企画局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 上下水道局 

人 ８人 １人 ７人 ２人 ８２人 

５ 各区の累計雨量（７月１２日０時～１８時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ２㎜ ２㎜ ２㎜ ３㎜ ５㎜ １７㎜ ３７㎜ 

観測場所 川崎市役所 幸ＤＫＣ 中原区役所 高津DKC 菅生消防 多摩DKC 岡上分館 

６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 ２mm ２mm ２mm ２mm ２mm １４mm １２mm 

観測場所 川崎市役所 幸ＤＫＣ 中原区役所 高津DKC 菅生消防 多摩DKC 岡上分館 

観測時間 

12日 

4：40～ 

5：40 

12日 

5：10～ 

6：10 

12日 

5：10～ 

6：10 

12日 

5：50～ 

6：50 

12日 

4：40～ 

5：40 

12日 

5：10～ 

6：10 

12日 

6：40～ 

7：40 
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７ 風速 

最大瞬間風速８．１m/s（１２日１５時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

なし 
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 [５] 台風第１２号 

平成３０年７月２８日（土） 

１ 概況

台風第１２号が２７日から２９日にかけて接近し大雨・強雨・強風となりました。市内では、２８日１

６時５０分から１７時５０分までの１時間に多摩区生田（多摩区内）で１６ｍｍの降雨を観測し、累計雨

量は、五月橋（高津区内）で７９ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<７月２７日> 

１７時１１分 

<７月２８日> 

 ９時３８分 

１３時００分 

１４時１３分 

１４時４０分 

１７時３０分 

２１時１７分 

<７月２９日> 

 ５時１７分 

５時３０分 

６時２０分 

雷・強風・波浪注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

大雨（土砂災害・浸水害）・暴風・波浪警報、雷・洪水注意報発表 

動員追加発令 

災害警戒本部及び区本部設置 

避難準備・高齢者等避難開始発令 

大雨（土砂災害・浸水害）警報、雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

大雨・雷・洪水注意報発表 

避難準備・高齢者等避難開始解除 

災害警戒本部及び区本部廃止 

動員解除 

３ 避難準備・高齢者等避難開始 

（１）川崎区を除く全区の土砂災害警戒区域に指定されている区域 

幸区 幸区内の土砂災害警戒区域 

（小倉３丁目、北加瀬１丁目、北加瀬２丁目、南加瀬１丁目、南加瀬２丁目） 

対象者：478世帯1,013 人 

中原区 中原区内の土砂災害警戒区域 

（井田２丁目、井田３丁目、木月４丁目） 

対象者：309世帯615人 

高津区 高津区内の土砂災害警戒区域 

（梶ケ谷３丁目、梶ケ谷４丁目、梶ケ谷５丁目、梶ケ谷６丁目、上作延、久地１丁

目、久地４丁目、下作延、下作延１丁目、下作延２丁目、下作延４丁目、下作延５

丁目、下作延６丁目、下作延７丁目、久本１丁目、久本２丁目、溝口２丁目、向ケ

丘、蟹ケ谷、子母口、子母口富士見台、新作１丁目、新作２丁目、新作３丁目、末

長１丁目、末長２丁目、千年、野川、久末） 
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対象者：7,979世帯16,676人 

宮前区 宮前区内の土砂災害警戒区域 

（有馬１丁目、有馬２丁目、有馬３丁目、有馬４丁目、有馬５丁目、有馬７丁目、有馬８丁

目、有馬９丁目、梶ケ谷、けやき平、小台１丁目、鷺沼１丁目、鷺沼２丁目、鷺沼３丁目、

鷺沼４丁目、神木２丁目、土橋１丁目、土橋２丁目、土橋３丁目、土橋４丁目、土橋５丁目、

土橋６丁目、土橋７丁目、野川、東有馬２丁目、東有馬３丁目、東有馬４丁目、東有馬５丁

目、馬絹、宮崎、宮崎１丁目、宮崎２丁目、宮崎３丁目、宮崎５丁目、宮崎６丁目、宮前平

１丁目、宮前平２丁目、宮前平３丁目、犬蔵１丁目、犬蔵２丁目、犬蔵３丁目、五所塚１丁

目、五所塚２丁目、潮見台、神木本町１丁目、神木本町２丁目、神木本町３丁目、神木本町

４丁目、神木本町５丁目、白幡台１丁目、白幡台２丁目、菅生ケ丘、菅生１丁目、菅生２丁

目、菅生３丁目、菅生４丁目、菅生５丁目、菅生６丁目、平１丁目、平２丁目、平３丁目、

平４丁目、平５丁目、平６丁目、南平台、初山１丁目、初山２丁目、水沢１丁目、水沢２丁

目、水沢３丁目） 

対象者：10,399世帯24,438人 

多摩区 多摩区内の土砂災害警戒区域 

（生田１丁目、生田３丁目、生田４丁目、生田５丁目、生田６丁目、生田７丁目、生田８丁

目、宿河原２丁目、宿河原６丁目、菅北浦２丁目、菅北浦３丁目、菅北浦４丁目、菅北浦５

丁目、菅仙谷１丁目、菅仙谷２丁目、菅仙谷３丁目、菅仙谷４丁目、菅馬場２丁目、菅馬場

３丁目、菅馬場４丁目、長尾２丁目、長尾３丁目、長尾６丁目、長尾７丁目、東生田１丁目、

東生田２丁目、東生田３丁目、東生田４丁目、枡形１丁目、枡形２丁目、枡形４丁目、枡形

５丁目、枡形６丁目、枡形７丁目、栗谷１丁目、栗谷２丁目、栗谷３丁目、栗谷４丁目、寺

尾台１丁目、寺尾台２丁目、長沢１丁目、長沢２丁目、長沢３丁目、長沢４丁目、西生田１

丁目、西生田２丁目、西生田３丁目、西生田４丁目、西生田５丁目、東三田１丁目、東三田

２丁目、東三田３丁目、三田１丁目、三田２丁目、三田３丁目、三田４丁目、三田５丁目、

南生田１丁目、南生田２丁目、南生田３丁目、南生田４丁目、南生田５丁目、南生田６丁目、

南生田７丁目、南生田８丁目） 

対象者：11,613世帯22,994人 

麻生区 麻生区内の土砂災害警戒区域 

（王禅寺、王禅寺西１丁目、王禅寺西２丁目、王禅寺西３丁目、王禅寺西４丁目、王禅寺西

５丁目、王禅寺西６丁目、王禅寺西７丁目、王禅寺西８丁目、王禅寺東１丁目、王禅寺東２

丁目、王禅寺東３丁目、王禅寺東４丁目、王禅寺東５丁目、岡上、片平、片平１丁目、片平

２丁目、片平３丁目、片平４丁目、片平５丁目、片平６丁目、片平７丁目、片平８丁目、金

程１丁目、金程２丁目、金程４丁目、上麻生１丁目、上麻生２丁目、上麻生３丁目、上麻生

４丁目、上麻生５丁目、上麻生６丁目、上麻生７丁目、栗木、栗木２丁目、栗木３丁目、栗

木台１丁目、栗木台２丁目、栗木台３丁目、栗木台４丁目、栗木台５丁目、栗平１丁目、栗

平２丁目、黒川、五力田、五力田１丁目、五力田２丁目、五力田３丁目、下麻生１丁目、下

麻生２丁目、下麻生３丁目、白鳥１丁目、白鳥２丁目、白鳥３丁目、白鳥４丁目、高石１丁

目、高石２丁目、高石３丁目、高石４丁目、高石５丁目、高石６丁目、多摩美１丁目、多摩

美２丁目、千代ケ丘２丁目、千代ケ丘３丁目、千代ケ丘４丁目、千代ケ丘５丁目、千代ケ丘

６丁目、千代ケ丘８丁目、虹ケ丘２丁目、白山２丁目、白山３丁目、白山４丁目、白山５丁
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目、早野、はるひ野１丁目、はるひ野２丁目、はるひ野３丁目、はるひ野４丁目、はるひ野

５丁目、東百合丘１丁目、東百合丘２丁目、東百合丘３丁目、東百合丘４丁目、古沢、細山、

細山１丁目、細山２丁目、細山３丁目、細山４丁目、細山５丁目、細山６丁目、細山７丁目、

細山８丁目、万福寺１丁目、万福寺２丁目、万福寺３丁目、万福寺４丁目、万福寺５丁目、

万福寺６丁目、南黒川、向原２丁目、向原３丁目、百合丘１丁目、百合丘２丁目、百合丘３

丁目） 

対象者：12,022世帯27,891人 

４ 避難所の開設状況

（１） 開設場所 

○幸区（２箇所） 

     日吉小学校、夢見ヶ崎小学校 

○中原区（１箇所） 

     井田小学校 

○高津区（１３箇所） 

     西高津中学校、高津小学校、久地小学校、下作延小学校、新作小学校、末長小学校、

高津中学校、東橘中学校、久末小学校、梶ヶ谷小学校、上作延小学校、南原小学校、

橘出張所 

    ○宮前区（２０箇所） 

     宮前平中学校、富士見台小学校、有馬中学校、鷺沼小学校、土橋小学校、宮崎中学校、宮崎小学

校、野川中学校、野川小学校、南野川小学校、菅生中学校、菅生小学校、稗原小学校、犬蔵中学

校、白幡台小学校、犬蔵小学校、向丘中学校、平小学校、平中学校、向丘小学校 

    ○多摩区（１３箇所） 

     稲田小学校、長尾小学校、宿河原小学校、枡形中学校、東菅小学校、生田中学校、生田小学校、

東生田小学校、南生田中学校、菅小学校、南菅中学校、西菅小学校、生田緑地東口ビジターセン

ター 

    ○麻生区（２０箇所） 

     西生田小学校、百合丘小学校、長沢中学校、長沢小学校、柿生中学校、柿生小学校、岡上小学校、

白鳥中学校、東柿生小学校、片平小学校、栗木台小学校、金程中学校、麻生中学校、麻生小学校、

南百合丘小学校、旧白山中学校、真福寺小学校、王禅寺中央中学校、虹ヶ丘小学校、はるひ野小・

中学校 

（２） 受入人数（２８日２１時００分時点） 

幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 総計 

０世帯 

０名 

１世帯 

４名 

１世帯 

１名 

２世帯 

２名 

２世帯 

５名 

４世帯 

８名 

１０世帯 

２０名 

５ 水防警報発表状況 

・鶴見川（下川戸橋）    ２８日１８時１１分～２１時１１分 
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６ 動員状況 

(1) 各区（３３３人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ２３人 ３２人 ２８人 ６４人 ７０人 ４５人 ７１人 

(2) 本庁（２０２人） 

局名 総務企画局 健康福祉局 こども未来局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 

人 １４人 ３人 ４人 ８人 １８人 ５人 

局名 上下水道局 交通局 消防局 教育委員会 

人 ８４人 １人 ３５人 ３０人 

７ 各区の累計雨量（７月２８日１時～２９日１１時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ６３㎜ ５９㎜ ６４㎜ ７９㎜ ６３㎜ ７１㎜ ７３㎜ 

観測場所 川崎DKC 平間消防 中原DKC 五月橋 向丘消防 多摩区生田 柿生消防

８ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １２mm １２mm １３mm １５mm １５mm １６mm １５mm 

観測場所 川崎DKC 平間消防 中原区役所 五月橋 菅生消防 多摩区生田 柿生消防

観測時間 

２８日 

1５：50～ 

1６：50 

２８日 

15：10～ 

16：10 

２８日 

15：10～ 

16：10 

２８日 

15：10～ 

16：10 

２８日 

16：10～ 

17：10 

２８日 

16：50～ 

17：50 

２８日 

16：１0～ 

17：10 

９ 風速 

最大瞬間風速 21．1m/s（28 日 19 時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

１０ 被害状況 

(1)  人的被害 

○軽傷者 １人（多摩区） 

(2)  物的被害 

なし 
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 [６] 台風第１３号 

平成３０年８月８日（水） 

１ 概況

台風第１３号が７日から９日にかけて接近し大雨・強風となりました。市内では、８日２０時１０分か

ら２１時１０分までの１時間に川崎DKC（川崎区内）で７ｍｍの降雨を観測し、累計雨量は、中原区役

所（中原区内）で４６ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<８月７日> 

４時５８分 

１６時５３分 

<８月８日> 

５時３０分 

１０時３９分 

１５時２０分 

１７時１５分 

２２時２０分 

<８月９日> 

  ４時５４分 

  ５時３０分 

８時１９分 

強風注意報発表 

強風・波浪注意報発表 

雷・強風・波浪注意報発表 

大雨・雷・強風・波浪注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水注意報発表 

災害警戒態勢強化のため動員発令 

動員縮小 

大雨・雷・強風・波浪注意報発表 

動員解除 

雷・強風・波浪注意報発表 

３ 水防警報発表状況 

なし

４ 動員状況 

(1) 各区（１６８人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 １８人 ２０人 ２４人 ４０人 １８人 ２４人 ２４人 

(2) 本庁（１３５人） 

局名 総務企画局 健康福祉局 こども未来局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 

人 ９人 １人 １人 ７人 １８人 ２人 

局名 上下水道局 交通局 消防局 教育委員会 

人 ６２人 １０人 ２３人 ２人 

16



５ 各区の累計雨量（８月６日２３時～９日６時） 

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ２９㎜ ３４㎜ ４６㎜ ３３㎜ ２９㎜ ３１㎜ ２８㎜ 

観測場所 川崎DKC 平間消防 中原区役所 高津DKC 向丘消防 多摩DKC 柿生消防 

６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 ７mm ５mm ６mm 5 mm ６mm ６mm ６mm 

観測場所 川崎DKC 幸DKC 中原区役所 久地消防 菅生消防 多摩区生田 柿生消防 

観測時間 

８日 

20：10～ 

21：10 

８日 

20：20～ 

21：20 

８日 

20：30～ 

21：30 

８日 

7：20～ 

8：20 

８日 

7：40～ 

8：40 

８日 

7：40～ 

8：40 

８日 

7：40～ 

8：40 

７ 風速 

   最大瞬間風速 20．4m/s（8 日 9 時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

(1)  人的被害  

○重症    １人（川崎区） 

(2)  物的被害 

○住家被害 

・一部破損 １棟 

川崎区田島町 

《参考》 

○倒木    １件 

麻生区古沢 
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 [７] 集中豪雨（大雨警報） 

平成３０年８月１２日（日） 

１ 概況

市内では、１２日２時４０分から３時４０分までの１時間に久末小学校（高津区内）で６６ｍｍの降雨

を観測し、累計雨量は、同所で８４ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<８月１１日> 

４時４５分 

１２時０９分 

２１時２１分 

<８月１２日> 

  ３時３３分 

  ３時５０分 

４時０９分 

  ６時１０分 

  ６時１５分 

８時０８分 

<８月１３日> 

  ３時４４分 

雷注意報発表 

大雨・雷注意報発表 

雷注意報発表 

大雨警報（浸水害）、雷・洪水注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

大雨（浸水害）・洪水警報、雷注意報発表 

大雨・雷・洪水注意報発表 

動員解除 

大雨・雷注意報発表 

注意報解除  

３ 水防警報発表状況 

・有馬川（五月橋）     １２日０３時３９分～０４時４０分 

・矢上川（西ヶ崎橋）  １２日０３時４９分～０４時４０分 

４ 動員状況 

(1) 各区（２４人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ２人 ４人 ６人 ３人 １人 ４人 ４人 

(2) 本庁（４９人） 

局名 総務企画局 建設緑政局 港湾局 上下水道局 

人 ８人 ３人 １人 ３７人 

５ 各区の累計雨量（８月１２日１時～７時） 

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ２１㎜ ４２㎜ ５８㎜ ８４㎜ ５３㎜ ０㎜ ０㎜ 

観測場所 川崎DKC 加瀬消防 井田消防 久末小学校 野川   
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６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量） 

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １４mm ３２mm ４９mm ６６mm ４９mm ０mm ０mm 

観測場所 川崎DKC 幸区小倉 井田消防 久末小学校 野川   

観測時間 

１２日 

2：30～ 

3：30 

１２日 

3：00～ 

4：00 

１２日 

3：00～ 

4：00 

１２日 

2：40～ 

3：40 

１２日 

2：50～ 

3：50 

７ 風速 

最大瞬間風速７．２m/s（１２日２時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

なし 
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 [８] 集中豪雨（大雨警報） 

平成３０年8月２７日（月） 

１ 概況

市内では、２７日１９時５０分から２０時５０分までの１時間に高津DKC（高津区内）で８４ｍｍの

降雨を観測し、累計雨量は、同所で８９ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<８月２７日> 

１０時１６分 

２０時１４分 

２０時５２分 

２１時４２分 

２３時２９分 

 <８月２８日> 

４時２５分 

雷注意報発表 

大雨・雷注意報発表 

大雨警報（浸水害）、雷・洪水注意報発表 

大雨（浸水害）・洪水警報、雷注意報発表 

大雨・雷注意報発表 

雷注意報発表 

３ 水防警報発表状況 

なし

４ 動員状況 

(1) 各区（５人） 

区名 中原区 宮前区 麻生区 

人 １人 １人 ３人 

(2) 本庁（１５人） 

局名 総務企画局 建設緑政局 

人 ９人 ６人 

５ 各区の累計雨量（８月２７日１９時～２２時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 １３㎜ ３１㎜ ５２㎜ ８９㎜ ８㎜ ２５㎜ １３㎜ 

観測場所 川崎DKC 平間消防 中原区役所 高津DKC 向丘消防 菅消防 黒川第一 
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６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １３mm ３１mm ５１mm ８４mm ８mm ２１mm １３mm 

観測場所 川崎DKC 平間消防 中原区役所 高津DKC 向丘消防 菅消防 黒川第一 

観測時間 

27日 

20：20～ 

21：20 

27日 

20：00～ 

21：00 

27日 

20：00～ 

21：00 

27日 

19：50～ 

20：50 

27日 

20：00～ 

21：00 

27日 

20：00～ 

21：00 

27日 

19：50～ 

20：50 

７ 風速 

最大瞬間風速１６．7m/s（27 日 21 時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

8 被害状況 

(1) 人的被害  

     なし 

(2) 物的被害  

  ○住家被害 

   ・床下浸水 2 棟 

     高津区溝口３丁目（１棟） 

     高津区溝口４丁目（１棟） 

   ・道路破損 １棟 

     高津区北見方２丁目 

  ○非住家被害 

   ・浸水   １棟 

     高津区溝口１丁目 

《参考》 

  ○エスカレーター冠水 １件 

     溝口駅南口 
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 [９] 台風第２１号 

平成３０年９月４日（火）～５日（水） 

１ 概況

台風第２１号が４日から５日にかけて接近し大雨・強雨・強風となりました。市内では、５日４時００

分から５時００分までの１時間に川崎港（川崎区内）で２２ｍｍの降雨を観測し、累計雨量は、黒川第一

（麻生区内）で５６ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<９月４日> 

８時２１分 

１７時１５分 

<９月５日> 

３時３６分 

６時１５分 

６時３５分 

大雨・雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

大雨警報（浸水害）、雷・強風・波浪・洪水注意報発表 

大雨・強風・波浪・洪水注意報発表 

動員解除 

３ 水防警報発表状況 

 ・平瀬川（あゆみ橋）    ５日０３時３９分～０４時２９分 

 ・麻生川（新三輪橋）    ５日０３時４９分～０４時２９分 

４ 動員状況 

(1) 各区（１４８人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 １９人 １６人 ２２人 ２２人 １８人 ２８人 ２３人 

(2) 本庁（１４４人） 

局名 総務企画局 健康福祉局 こども未来局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 

人 １２人 １人 １人 １０人 １２人 ３人 

局名 上下水道局 交通局 消防局 教育委員会 

人 ６２人 １６人 ２５人 ２人 

５ 各区の累計雨量（９月３日６時～５日７時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ４５㎜ ３６㎜ ３２㎜ ４９㎜ ３９㎜ ４９㎜ ５６㎜ 

観測場所 川崎港 加瀬消防 中原ＤＫＣ 西ヶ崎橋 菅生消防 栄橋 黒川第一 
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６ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 ２２mm ２１mm １６mm １２mm ２０mm １８mm １８mm 

観測場所 川崎港 加瀬消防 中原ＤＫＣ 五月橋 菅生消防 栄橋 黒川第一 

観測時間 

５日 

４：00～ 

５：00 

４日 

7：50～ 

8：50 

４日 

8：00～ 

9：00 

４日 

7：10～ 

8：10 

４日 

7：10～ 

8：10 

４日 

7：10～ 

8：10 

５日 

2：30～ 

3：30 

７ 風速 

最大瞬間風速２７．３m/s（４日１９時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

８ 被害状況 

(1)  人的被害  

○軽症者    １人（幸区） 

(2)  物的被害 

なし 

《参考》 

○倒木     ６件 

多摩区菅仙谷４丁目  多摩区東三田２丁目  多摩区菅２丁目   

宮前区宮崎２丁目   宮前区犬蔵２丁目   多摩区登戸新町  

○電柱倒壊   １件 

高津区末長 

○標識倒壊   １件 

多摩区菅２丁目 

○足場倒壊危険 １件 

麻生区高石４丁目 
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 [１０] 台風第２４号 

平成３０年９月３０日（日）～１０月１日（月） 

１ 概況

台風第２４号が３０日から１０月１日にかけて接近し大雨・強雨・強風となりました。市内では、３０

日２３時５０分から０時５０分までの１時間に中原 DKC（中原区内）で２２ｍｍの降雨を観測し、累計

雨量は、岡上橋（麻生区内）で８６ｍｍを観測しました。 

２ 活動記録 

<９月２９日> 

１６時４６分 

<９月３０日> 

６時３８分 

１３時００分 

１５時００分 

１６時５５分 

１７時００分 

１８時３６分 

２２時５５分 

<１０月１日> 

３時３４分 

   ４時３６分 

５時３０分 

６時３０分 

大雨・雷注意報発表 

大雨・雷・強風・波浪注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

動員追加発令 

災害警戒本部及び区本部設置 

暴風・波浪警報、大雨・雷・洪水・高潮注意報発表 

避難準備・高齢者等避難開始発令 

大雨（浸水害）・暴風・波浪警報、雷・洪水・高潮注意報発表 

大雨（土砂災害・浸水害）・暴風・波浪警報、雷・洪水・高潮注意報発表 

暴風・波浪警報、大雨注意報発表 

大雨・強風・波浪注意報発表 

避難準備・高齢者等避難開始解除 

災害警戒本部及び区本部廃止 

動員解除 

３ 避難準備・高齢者等避難開始 

（１）川崎区を除く全区の土砂災害警戒区域に指定されている区域 

幸区 幸区内の土砂災害警戒区域 

（小倉３丁目、北加瀬１丁目、北加瀬２丁目、南加瀬１丁目、南加瀬２丁目） 

対象者：478世帯1,013 人 

中原区 中原区内の土砂災害警戒区域 

（井田２丁目、井田３丁目、木月４丁目） 

対象者：309世帯615人 

高津区 高津区内の土砂災害警戒区域 

（梶ケ谷３丁目、梶ケ谷４丁目、梶ケ谷５丁目、梶ケ谷６丁目、上作延、久地１丁

目、久地４丁目、下作延、下作延１丁目、下作延２丁目、下作延４丁目、下作延５

丁目、下作延６丁目、下作延７丁目、久本１丁目、久本２丁目、溝口２丁目、向ケ

24



丘、蟹ケ谷、子母口、子母口富士見台、新作１丁目、新作２丁目、新作３丁目、末

長１丁目、末長２丁目、千年、野川、久末） 

対象者：7,979世帯16,676人 

宮前区 宮前区内の土砂災害警戒区域 

（有馬１丁目、有馬２丁目、有馬３丁目、有馬４丁目、有馬５丁目、有馬７丁目、有馬８丁

目、有馬９丁目、梶ケ谷、けやき平、小台１丁目、鷺沼１丁目、鷺沼２丁目、鷺沼３丁目、

鷺沼４丁目、神木２丁目、土橋１丁目、土橋２丁目、土橋３丁目、土橋４丁目、土橋５丁目、

土橋６丁目、土橋７丁目、野川、東有馬２丁目、東有馬３丁目、東有馬４丁目、東有馬５丁

目、馬絹、宮崎、宮崎１丁目、宮崎２丁目、宮崎３丁目、宮崎５丁目、宮崎６丁目、宮前平

１丁目、宮前平２丁目、宮前平３丁目、犬蔵１丁目、犬蔵２丁目、犬蔵３丁目、五所塚１丁

目、五所塚２丁目、潮見台、神木本町１丁目、神木本町２丁目、神木本町３丁目、神木本町

４丁目、神木本町５丁目、白幡台１丁目、白幡台２丁目、菅生ケ丘、菅生１丁目、菅生２丁

目、菅生３丁目、菅生４丁目、菅生５丁目、菅生６丁目、平１丁目、平２丁目、平３丁目、

平４丁目、平５丁目、平６丁目、南平台、初山１丁目、初山２丁目、水沢１丁目、水沢２丁

目、水沢３丁目） 

対象者：10,399世帯24,438人 

多摩区 多摩区内の土砂災害警戒区域 

（生田１丁目、生田３丁目、生田４丁目、生田５丁目、生田６丁目、生田７丁目、生田８丁

目、宿河原２丁目、宿河原６丁目、菅北浦２丁目、菅北浦３丁目、菅北浦４丁目、菅北浦５

丁目、菅仙谷１丁目、菅仙谷２丁目、菅仙谷３丁目、菅仙谷４丁目、菅馬場２丁目、菅馬場

３丁目、菅馬場４丁目、長尾２丁目、長尾３丁目、長尾６丁目、長尾７丁目、東生田１丁目、

東生田２丁目、東生田３丁目、東生田４丁目、枡形１丁目、枡形２丁目、枡形４丁目、枡形

５丁目、枡形６丁目、枡形７丁目、栗谷１丁目、栗谷２丁目、栗谷３丁目、栗谷４丁目、寺

尾台１丁目、寺尾台２丁目、長沢１丁目、長沢２丁目、長沢３丁目、長沢４丁目、西生田１

丁目、西生田２丁目、西生田３丁目、西生田４丁目、西生田５丁目、東三田１丁目、東三田

２丁目、東三田３丁目、三田１丁目、三田２丁目、三田３丁目、三田４丁目、三田５丁目、

南生田１丁目、南生田２丁目、南生田３丁目、南生田４丁目、南生田５丁目、南生田６丁目、

南生田７丁目、南生田８丁目） 

対象者：11,613世帯22,994人 

麻生区 麻生区内の土砂災害警戒区域 

（王禅寺、王禅寺西１丁目、王禅寺西２丁目、王禅寺西３丁目、王禅寺西４丁目、王禅寺西

５丁目、王禅寺西６丁目、王禅寺西７丁目、王禅寺西８丁目、王禅寺東１丁目、王禅寺東２

丁目、王禅寺東３丁目、王禅寺東４丁目、王禅寺東５丁目、岡上、片平、片平１丁目、片平

２丁目、片平３丁目、片平４丁目、片平５丁目、片平６丁目、片平７丁目、片平８丁目、金

程１丁目、金程２丁目、金程４丁目、上麻生１丁目、上麻生２丁目、上麻生３丁目、上麻生

４丁目、上麻生５丁目、上麻生６丁目、上麻生７丁目、栗木、栗木２丁目、栗木３丁目、栗

木台１丁目、栗木台２丁目、栗木台３丁目、栗木台４丁目、栗木台５丁目、栗平１丁目、栗

平２丁目、黒川、五力田、五力田１丁目、五力田２丁目、五力田３丁目、下麻生１丁目、下

麻生２丁目、下麻生３丁目、白鳥１丁目、白鳥２丁目、白鳥３丁目、白鳥４丁目、高石１丁

目、高石２丁目、高石３丁目、高石４丁目、高石５丁目、高石６丁目、多摩美１丁目、多摩
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美２丁目、千代ケ丘２丁目、千代ケ丘３丁目、千代ケ丘４丁目、千代ケ丘５丁目、千代ケ丘

６丁目、千代ケ丘８丁目、虹ケ丘２丁目、白山２丁目、白山３丁目、白山４丁目、白山５丁

目、早野、はるひ野１丁目、はるひ野２丁目、はるひ野３丁目、はるひ野４丁目、はるひ野

５丁目、東百合丘１丁目、東百合丘２丁目、東百合丘３丁目、東百合丘４丁目、古沢、細山、

細山１丁目、細山２丁目、細山３丁目、細山４丁目、細山５丁目、細山６丁目、細山７丁目、

細山８丁目、万福寺１丁目、万福寺２丁目、万福寺３丁目、万福寺４丁目、万福寺５丁目、

万福寺６丁目、南黒川、向原２丁目、向原３丁目、百合丘１丁目、百合丘２丁目、百合丘３

丁目） 

対象者：12,022世帯27,891人 

４ 避難所の開設状況

（１） 開設場所 

○幸区（２箇所） 

     日吉小学校、夢見ヶ崎小学校 

○中原区（１箇所） 

     井田小学校 

○高津区（１３箇所） 

     西高津中学校、高津小学校、久地小学校、下作延小学校、新作小学校、末長小学校、

高津中学校、東橘中学校、久末小学校、梶ヶ谷小学校、上作延小学校、南原小学校、

橘出張所 

    ○宮前区（２０箇所） 

     宮前平中学校、富士見台小学校、有馬中学校、鷺沼小学校、土橋小学校、宮崎中学校、宮崎小学

校、野川中学校、野川小学校、南野川小学校、菅生中学校、菅生小学校、稗原小学校、犬蔵中学

校、白幡台小学校、犬蔵小学校、向丘中学校、平小学校、平中学校、向丘小学校 

    ○多摩区（１３箇所） 

     稲田小学校、長尾小学校、宿河原小学校、枡形中学校、東菅小学校、生田中学校、生

田小学校、東生田小学校、南生田中学校、菅小学校、南菅中学校、西菅小学校、生田

緑地東口ビジターセンター 

    ○麻生区（２０箇所） 

     西生田小学校、百合丘小学校、長沢中学校、長沢小学校、柿生中学校、東柿生小学校、岡上小学

校、白鳥中学校、柿生小学校、片平小学校、栗木台小学校、金程中学校、麻生中学校、麻生小学

校、南百合丘小学校、旧白山中学校、真福寺小学校、王禅寺中央中学校、虹ヶ丘小学校、はるひ

野小・中学校 

（２）受入人数（１０月１日３時００分時点） 

幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 総計 

３世帯 

６名 

１世帯 

１名 

１１世帯 

１２名 

１１世帯 

２０名 

１１世帯 

１４名 

０世帯 

３名 

３７世帯 

５６名 

５ 水防警報発表状況 

  ・多摩川（田園調布（上）） １０月１日０３時５０分～１１時００分 
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  ・鶴見川（下川戸橋）  １０月１日００時０５分～０３時４５分 

  ・鶴見川（岡上橋）  １０月１日００時４０分～０２時１９分 

  ・麻生川（新三輪橋）  １０月１日００時４０分～０１時２９分 

・平瀬川（あゆみ橋）  １０月１日００時４０分～０１時１９分 

６ 動員状況 

(1) 各区（３５３人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ２３人 ３２人 ３１人 ７０人 ６８人 ５８人 ７１人 

(2) 本庁（２０６人） 

局名 総務企画局 健康福祉局 こども未来局 まちづくり局 建設緑政局 港湾局 

人 １３人 １人 １人 ７人 ２１人 ３人 

局名 上下水道局 交通局 消防局 教育委員会 

人 ８０人 １２人 ３９人 ２９人 

７ 各区の累計雨量（９月２９日１１時～１０月１日２時）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

累計雨量 ５９㎜ ６４㎜ ６３㎜ ６３㎜ ６９㎜ ６９㎜ ８６㎜ 

観測場所 川崎港 平間消防 中原DKC 久地消防 向丘消防 青少年科学館 岡上橋 

８ 各区の時間最大雨量（６０分間雨量）  

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

時間雨量 １８mm １８mm ２２mm １９mm １５mm １４mm １９mm 

観測場所 川崎港 平間消防 中原DKC 西ヶ崎橋 向丘消防 多摩区生田 黒川第一 

観測時間 

３０日 

23：40～ 

0：40 

３０日 

23：50～ 

0：50 

３０日 

23：50～ 

0：50 

３０日 

23：50～ 

0：50 

３０日 

14：50～ 

15：50 

３０日 

14：40～ 

15：40 

３０日 

23：40～ 

0：40 

９ 風速 

最大瞬間風速４１．５m/s（１日２時消防局庁舎（川崎区内）観測） 

１０ 被害状況 

(1)  人的被害 

○軽傷者 ３人（中原区：１人、多摩区：２人） 

(2)  物的被害（川崎市所管施設を除く） 

川崎区 倒木等２件、建物被害等２２件、その他８件（うち★貨物船漂着１件） 

★錨泊中のベリーズ船籍貨物船が走錨により扇島ＪＦＥ護岸に衝突した。 

    幸区  倒木等３件、建物被害等２６件、その他７件 

    中原区 倒木等１８件、建物被害等１４件、その他４件（うち道路冠水１件、 

工事現場クレーン傾き１件）  
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    高津区 倒木等１７件、建物被害等３６件、その他９件  

    宮前区 倒木等１０件、建物被害等３８件、その他５件  

    多摩区 倒木等１件、建物被害等１２件、その他５件 

    麻生区 倒木等１４件、建物被害等１７件、その他８件  

    合計  倒木等６５件、建物被害等１６５件、その他４６件 

    ※建物被害等とは窓ガラスやサッシ、扉、トタン屋根の損壊等、軽微な被害をさす。 

(3) 川崎市所管施設の被害 

    倒木等 ２３２件(倒木、枝折れ、樹木の傾き等) 

    建物等 １９９件(雨漏り、外壁はがれ、門扉の損傷、屋根材の剥離等) 

    その他  ９３件(グラウンドの冠水、工事現場仮囲いの傾き等) 

(4) その他 

 停電（全区で発生 合計約１８，０００軒） 

※（１）、（２）、（３）、（４）被害のうち神奈川県への報告対象になったものは軽症者３名、 

住家一部損壊６３棟、停電１８，０００軒 
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 [１１] 大雪（大雪注意報） 

平成３１年２月９日（土） 

１ 活動記録 

<２月９日> 

４時５１分 

 ９時００分 

１３時００分 

１３時０８分 

大雪・着雪注意報発表 

警戒態勢強化のため動員発令 

動員解除 

注意報解除 

２ 動員状況 

(1) 各区（７３人） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

人 ９人 ６人 ６人 ７人 １０人 １５人 ２０人 

(2) 本庁（１５人） 

局名 総務企画局 建設緑政局 交通局 消防局 

人 ８人 ５人 ２人 指令課の通常体制による対応 

３ 各区の降雪量（２月９日）   

区 名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

降雪量 ０㎜ ０㎜ ０㎜ ０㎜ ０㎜ ０㎜ ０㎜ 

※ 各消防署での計測値  

４ 被害状況 

なし 
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