
23　津波避難施設及び避難場所一覧【危機管理本部】

1 大師中学校 川崎区大師河原２－１－１

2 殿町小学校 川崎区殿町１－１７－１９

3 上野輸送㈱川崎事業所屋外社員用立体駐車場 川崎区小島町６－３

4 ラウンドワンスタジアム川崎大師店 川崎区殿町１－５－１

5 川崎生命科学・環境研究センター 川崎区殿町３－２５－１３

6 ナノ医療イノベーションセンター 川崎区殿町３－２５－１４
月～金　８：３０～１７：１５
※祝祭日及び年末年始の休業日は利用できません。

7 東門前小学校 川崎区東門前３－４－６

8 島忠ホームズ川崎大師店 川崎区中瀬３－２０－２０

9 南大師中学校 川崎区四谷上町２４－１

10 大師小学校 川崎区東門前２－６－１

11 四谷小学校 川崎区四谷下町４－１

12 入江崎水処理センター 川崎区塩浜３－１７－１

13 入江崎総合スラッジセンター 川崎区塩浜３－２４－１２

14 旭化成㈱川崎製造所合同２号館 川崎区夜光１－３－１

15 川崎平和講堂　平和の間 川崎区四谷下町２５－２
９:００～２１:００
※休館日（不定休）は利用できません

16 県立大師高等学校 川崎区四谷下町２５－１

17 日本ゼオン㈱総合開発センター８号館 川崎区夜光１－２－１
８:３０～１７:００
※祝祭日・夏季休日・年末年始休日・その他休業日は利
用できません

18 京浜ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ前田道路（株）川崎合材工場 川崎区塩浜３－２４－１０
第２土曜・日曜以外、毎週日曜17時～翌月曜８時、休業
日等は利用できません

19 かわさき南部斎苑 川崎区夜光３－２－７ １月１日及び休業日等は利用できません

20 川崎鶴見臨港バス株式会社塩浜営業所駐車場 川崎区塩浜３－１０－１０ ７：００～２２：００

21 川中島中学校 川崎区藤崎２－１９－１

22 市営藤崎住宅 川崎区藤崎１－５－９

23 市営藤崎東住宅 川崎区藤崎３－２－２

24 川中島小学校 川崎区川中島２－４－１９

25 藤崎小学校 川崎区藤崎３－２－１

26 市営観音住宅 川崎区観音１－１０－１１ 

27 桜本中学校 川崎区池上新町１－２－４

28 ライフ川崎桜本店 川崎区桜本２－１６－１

29 コストコホールセール川崎倉庫店 川崎区池上新町３－１－４ ９:００～２２:００

30 田島支援学校桜校 川崎区池上新町１－１－３

31 市営桜本住宅 川崎区桜本２－３９－１

32 さくら小学校 川崎区桜本１－９－１５

33 マルハン川崎桜本店 川崎区桜本１－１４－６

34 川崎金属工業団地協同組合駐車場 川崎区浅野町４－１５

35 臨港中学校 川崎区浜町２－１１－２２

36 大島小学校 川崎区浜町１－５－１

37 渡田小学校 川崎区田島町１４－１

38 イトーヨーカ堂川崎店 川崎区小田栄２－２－１

39 ホームセンターコーナン川崎小田栄店 川崎区小田栄２－３－１
９：００～２１：００
１月１日及び休業日等は利用できません

40 田島支援学校 川崎区田島町２０－５

41 田島中学校 川崎区小田２－２１－７

42 東小田小学校 川崎区小田５－１１－２０

43 南部防災センター 川崎区小田７－３－１

44 京町中学校 川崎区京町３－１９－１１

45 ライフ川崎京町店 川崎区京町３－２１－１

46 市営京町耐火住宅Ａ－１号棟 川崎区京町３－１３－１

47 市営京町耐火住宅Ａ－２号棟 川崎区京町３－１３－２

48 市営京町耐火住宅Ｂ号棟 川崎区京町３－１２－１

49 市営京町耐火住宅Ｃ－１号棟 川崎区京町３－１４－１

50 市営京町耐火住宅Ｃ－２号棟 川崎区京町３－１４－２

51 市営浅田住宅 川崎区浅田３－１５－１７

52 小田小学校 川崎区小田４－１２－２４

53 浅田小学校 川崎区浅田２－１１－２１

54 川崎自立会 川崎区浅田１－４－２

55 渡田中学校 川崎区渡田向町１１－１

56 新町小学校 川崎区渡田新町３－１５－１

57 東大島小学校 川崎区大島５－２５－１

58 向小学校 川崎区大島４－１７－１

59 南部身体障害者福祉会館 川崎区大島１－８－６

60 Fontana Kawasaki（塩澤商店） 川崎区大島４－１３－８

61 市営大島住宅 川崎区大島４－４－１

62 田島小学校 川崎区渡田１－２０－１

63 株式会社　ＫＥＩＨＩＮ 川崎区渡田３－１７－７

64 富士見中学校 川崎区富士見２－１－２

65 教育文化会館 川崎区富士見２－１－３

66 旭町小学校 川崎区旭町２－２－１

67 旭町こども文化センター 川崎区旭町２－１－５
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68 スーパーオートバックスかわさき 川崎区港町９－８
月～金　１１：００～２１：００
土日・休日 １０：００～２０：００
※休業日（不定休）は利用できません

69 イトーヨーカ堂川崎港町店 川崎区港町１２－１

70 市立川崎高等学校・附属中学校 川崎区中島３－３－１

71 宮前小学校 川崎区宮前町８－１３

72 市営本町住宅 川崎区本町２－５－２

73 川崎中学校 川崎区下並木５０

74 川崎小学校 川崎区日進町２０－１

75 市営日進町住宅 川崎区日進町３７－３

76 京町小学校 川崎区京町１－１－４

77 県立川崎高等学校 川崎区渡田山王町２２－６

78 御幸中学校 幸区戸手４－２－１

79 浮島処理センター 川崎区浮島町５０９－１

80 花王㈱川崎工場第二工場 川崎区浮島町１－２

81 メビウスパッケージング㈱川崎工場 川崎区浮島町１１－１

82 ブルーエキスプレス㈱事務所棟 川崎区浮島町１２－９

83 川崎市港湾振興会館(川崎マリエン） 川崎区東扇島３８－１

84 首都圏臨海防災センター 川崎区東扇島５８－１５

85 コマツ物流㈱東扇島物流センター 川崎区東扇島５
月～金　９：００～１７：１５
※休日・夏季休暇・年末年始・その他休業日は利用でき
ません

86 ㈱JERA東扇島火力発電所事務本館 川崎区東扇島３

87 かわさきファズ物流センター 川崎区東扇島６－１０

88 川崎港海底トンネル東扇島換気所 川崎区東扇島１６－１

89 サンケミカル㈱川崎工場事務所棟 川崎区千鳥町１３－２

90 川崎臨港倉庫埠頭㈱事務所棟 川崎区千鳥町７－１
月～金　７：００～２０：００
※休日・夏季休暇・年末年始・創立記念日（８月１６
日）・その他休業日は利用できません

91 ㈱JERA川崎火力発電所事務本館 川崎区千鳥町５－１

92 日油㈱川崎事業所総合棟 川崎区千鳥町３－３
月～金　８：３０～１７：００
※祝祭日・夏季休日・年末年始休日・その他休業日は利
用できません

93 ㈱クレハ環境かながわ事業所 川崎区千鳥町６－１

94 川崎港海底トンネル千鳥町換気所 川崎区千鳥町６－１

95 川崎エコタウン会館 川崎区水江町６－６

96 グッドマン水江 川崎区水江町１－３７

97 コアレックス三栄㈱東京工場 川崎区水江町６－１０ 年末年始・休業日は利用不可

98 ENEOS㈱川崎事業所 川崎区扇町１２－１

99 ペットリファインテクノロジー㈱事務所棟 川崎区扇町１２－２

100 川崎天然ガス発電所管理棟 川崎区扇町１２－１

101 三友プラントサービス川崎工場事務棟 川崎区扇町６－１３
月～金　８：００～１７：００
※休日・夏季休暇・年末年始・その他休業日は利用でき
ません

102 東日本旅客鉄道㈱川崎発電所事務所棟 川崎区扇町８－３

103 ㈱ユカ川崎支店 川崎区大川町１０－３
月～金　８：３０～１７：００
※休日・夏季休暇・年末年始・その他休業日は利用でき
ません

104 キリンテクノシステム㈱本社ビル 川崎区大川町１０－１０
月～金　８：５０～１７：５０
※休日・夏季休暇・年末年始・その他休業日は利用でき
ません

105 ㈱関本組東京事業所 川崎区大川町１２－４
月～土　７：００～１８：００
※休日・夏季休暇・年末年始・その他休業日は利用でき
ません



1 大師公園  川崎区大師公園１ 24時間365日

2 小田公園  川崎区小田４－２０－３８ 24時間365日 

3 川崎競馬場  川崎区富士見１－５－１ 24時間365日

4 川崎競輪場  川崎区富士見２－１－６ 24時間365日

5 富士通スタジアム川崎  川崎区富士見２－１－９ 24時間365日

津波避難場所一覧 令和４年１月１８日現在
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