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川崎区地域防災計画（震災対策編） 

第 1部  総則 

第１章 計画の方針 

第１節 計画の目的 

この計画は、区民・企業・行政等が連携し、その有する全機能を発揮して、区域にお

ける震災の予防、初動対策、応急対策及び復旧・復興を総合的、計画的かつ有効的に実

施することにより、被害の軽減を図り、区域並びに区民の生命、身体及び財産を保護し、

社会の秩序の維持及び公共の福祉に資することを目的とするとともに区の防災上の諸

活動を実施する際の基本的・総合的な活動指針としての役割を果たすものです。 

第２節 川崎市地域防災計画との関係 

 川崎区地域防災計画（以下「区計画」という。）は、川崎市地域防災計画（以下「市

計画」という。）の個別防災計画として位置付けられます。 

 区長は、区民の視点を踏まえ、地域の役割を明確にし、防災上とるべき措置及び区の

応急対策について、区の実情や地域特性に合わせた区計画をあらかじめ定めます。 

区計画は、市計画及び関係法令等との整合性・関連性を有するものとし、市計画及び

関係法令等の改正により随時見直しを行います。 

＊川崎市地域防災計画 

 市計画は、災害対策基本法に基づき、市、県、県警察、指定地方行政機関、自衛隊、

指定公共機関、指定地方公共機関等の連携により、災害による被害の軽減を図り、社会

の秩序の維持及び公共の福祉に資することを目的として作成する計画で、「震災対策編」

（平成３０年度修正）、「風水害対策編」（平成２７年度修正）、「都市災害対策編」（平成

２６年度修正）、「資料編」（平成２８年度修正）により構成されています。 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「川崎市の防災計画」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-3-40-0-0-0-0-0-0-0.html 
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第３節 川崎市臨海部防災対策計画との関係 

 川崎区は臨海部を有することから、川崎市臨海部防災対策計画（以下「臨海部計画」

という。）との整合性・関連性を有するものとします。 

＊川崎市臨海部防災対策計画 

 本市臨海部は、重厚長大産業やエネルギー産業等が集積し、市民生活や経済活動を支

える重要な地域です。また、東日本大震災ではコンビナート火災が発生したことから、

その教訓を踏まえ、臨海部に特化した防災計画である川崎市臨海部防災対策計画（以下

「臨海部計画」という。）を策定しました。 

 臨海部計画は、「主要地方道東京大師横浜」以南の地区を対象とし、石油コンビナー

ト等災害防止法に基づく、「神奈川県石油コンビナート等防災計画」及び市計画を受け

て、平成２５年４月に策定されました。 

 臨海部計画では、臨海部の災害の未然防止及び発生した災害の拡大を防止するため、

本市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務を明確にするとともに、災害の予防

対策及び応急活動等必要な事項を定めることにより、総合的な防災対策の推進を図り、

臨海部に係る市民及び就業者等の生命、身体及び財産を守ることを目的としています。 

 なお、平成２７年度に「神奈川県石油コンビナート等防災計画」が修正されたことに

伴い、臨海部計画は、平成２９年度に改定されました。 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「川崎市の防災計画」⇒「地震に関する計画・対策」⇒「川崎市臨海部防災対策計画

について」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-3-40-1-6-0-0-0-0-0.html 

市地域防災計画 

（震災対策編） 

（風水害対策編） 

（都市災害対策編） 

（資料編） 

局（室）防災計画 

（防災計画、マニュアル等） 

川崎区地域防災計画 

（地域実情や特性に合わせた防災計画、 

マニュアル等） 
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第４節 男女共同参画の視点への配慮 

 過去の災害発生時の経験から、被災時に増大した家事、育児、介護などの家庭的責任

が女性に集中することなどの課題が明らかになっています。 

こうした課題を踏まえ、災害時における様々な被害やニーズに対応するため、区では、

地域防災活動における女性の参画を推進するとともに、この計画のすべての事項を通じ

て、被災時の男女のニーズの違いに配慮を行うなど、男女共同参画の視点を取り入れた

防災体制の確立に努めるものとします。 
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第２章 区の概況

第１節 自然的条件 

川崎区は、川崎市の最も東側に位置し、北側は多摩川をはさみ東京都大田区に、南側

は神奈川県横浜市鶴見区に、西側は幸区に隣接しています。 

 地形は、多摩川の最も下流にあたり、ＪＲ川崎駅および京急川崎駅を起点に東側の東

京湾に広がっています。市内で唯一海に面している区であり、臨海部は埋立てにより形

成されています。面積は４０.２５平方キロメートルで、川崎市全体の約２７.９パーセ

ントを占めています。

第２節 社会的条件 

 明治時代から第二次世界大戦にかけて東京から工場移転等により市街地化が進み、川

崎区の東部から南部にかけては、東海道本線、京浜東北線、京急本線、国道１５号線、

産業道路、首都高速道路等が通り、地域生活は川崎駅を中心とした商業地寄りの中央地

区、多摩川寄りの大師地区、横浜市寄りの田島地区の３つの地区に分かれています。  

 第２次世界大戦後、臨海部では京浜工業地帯が形成され、長年にわたり日本の経済を

牽引してきた石油コンビナートが立地し、これに伴い、公害問題などさまざまな都市問

題が生じたが、環境改善に向けた取組を進め、現在は、過去の経験で培われた高度な環

境関連技術が生み出され、世界有数の環境技術を持つ企業が数多く立地するなど、世界

的なハイテク企業や研究開発機関が集積した先端産業都市の中核として成長を続けて

おり、臨海部の殿町地区では、国際戦略拠点「キングスカイフロント」として、ライフ

サイエンス・環境分野などの先端技術の研究開発拠点の整備が進められています。一方、

東扇島では交通の利便性が高いことから多数の物流倉庫が集積し、また、羽田連絡道路

や臨港道路東扇島水江町線の建設など、更なる交通網の整備が推進されています。 

 市の玄関口である川崎駅東口周辺地区には、駅東西の回遊性の向上を図るため、北口

自由通路が整備されたほか、官公庁や商業・サービス業などが集積する中心市街地とし

て充実した都市機能を有しており、歴史・文化・産業などの魅力ある地域資源が豊富な

まちです。 

 また、工場跡地等では多くの中高層化した大規模マンションの建設が進められている

一方で、市街地形成が古いため、狭あい道路や木造住宅が多く、大規模な火災の延焼等

の危険性がある木造密集市街地が存在します。 

 さらに、区の特色の一つとして外国人市民人口が市内で最も多く、多文化共生のまち

としての特性も見ることができます。 
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＊人口・世帯数等 

 １ 人口 231,633 人 （男性 124,449 人、女性 107,184 人） 

 ２ 世帯数 118,399 世帯 

 ３ 人口密度 5,755 人/ （市内で最も低い）

   ※臨海部に工業地帯が拡がっているため 

 ４ 区民の平均年齢 44.5 歳 

 ５ 高齢化率（65 歳以上の人口割合） 22.2％ 

 ６ 外国人居住者数 15,848 人（市内で最も多い） 

 ７ 事業所数 10,874 ヶ所（市全体の 26.5％） 

 ８ 事業所で働く従業者数 163,754 人（市全体の 30.1％） 

 ９ 市内で唯一昼間人口が夜間人口を上回っている 

 （１～３は平成 30 年 12 月 1 日現在、４、５は平成 30 年 10 月 1 日現在、６は平成

30 年 12 月末現在、７、８は平成 28 年経済センサス、９は平成 27 年国勢調査） 
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第３章 被害の想定 

第１節 被害想定地震の設定 

 川崎市に最大の被害をもたらす地震として「川崎市直下の地震」を想定地震とし、ま

た、津波被害については、神奈川県が公表した津波浸水予測のうち、本市で最大の浸水

域・浸水深となる「慶長型地震」を津波被害の想定地震としました。 

第２節 被害の概要 

 本計画の策定にあたり、想定地震とした「川崎市直下の地震」と「慶長型地震」の川

崎市地震被害想定調査報告書による被害想定は次の通りです。 

 また、最新の知見に基づき行った平成２５年の川崎市地震被害想定調査では、平成２

２年の調査よりも想定される震源域の位置が２ｋｍ程度深くなっているため、被害が軽

減する傾向にあります。 

 そのため、平成２２年と平成２５年の被害想定結果を比較して安全面を考慮し、被害

が大きい結果を踏まえて川崎市地域防災計画を策定することとしました。 

１ 平成２５年調査と平成２２年調査の川崎市直下の地震の被害概要（川崎区） 

種別 被害項目 単位 平成 25 年 平成 22 年 

建物被害 全壊（津波を除く） （棟） 6,543 8,403 

半壊（津波を除く） （棟） 10,964 11,707 

地震火災 出火 （件） 36 42 

延焼による焼失棟数 （棟） 3,987 5,386

人的被害 死者（津波を除く） （人） 235 302 

負傷者（津波を除く） （人） 3,980 4,930 

津波による死者（避難しない場合） （人） - ‐

ライフライ

ン 

上水道 直後断水 （世帯） 64,996 77,730 

下水道 直後支障 （世帯） 86,845 66,643 

通信 一般回線電話不通 （台） 全市 129,450 全市 175,934 

電力 直後停電 （件） 全市 399,050 全市 329,661 

都市ガス供給停止 
全市 

49%～100%
全市 76%

ＬＰガス供給停止 （件） 97 68 
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交通等 

道路橋 

大規模損傷 （橋） 全市 0/85 全市 7/83

中規模損傷 （橋） 全市 83/85 全市 75/83

軽微な被害 （橋） 全市 2/85 全市 1/83

修復を要する港湾岸壁 
（バー

ス） 
17/27 ※14/27

生活支障等 避難所への 

避難者 

（１～３日後） （人） 67,689 79,167 

（２８日後） （人） 36,127 45,094 

川崎駅での

駅前滞留者 

私用等外出者 （人） 19,128 ‐

就業者、学生 （人） ‐ ‐

建物被害による直接被害額 （億円） 全市 32,041 ‐

直接経済被害額 （億円） 全市 40,336 全市 53,067 

                        ※復旧に長期間を要するバースのみ 

２ 慶長型地震による津波被害（平成２５年調査）（川崎区） 

種別 被害項目 単位 被害数 

建物被害 全壊 （棟） 8

半壊（50cm 以上浸水） （棟） 10,025

浸水（50cm 未満浸水） （棟） 4,606

人的被害 死者（避難しない場合） （人） 5,806

生活支障等 建物被害による直接経済被害額 （億円） 9,510
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第４章 減災目標、地震防災戦略及び業務継続計画 

第１節 減災目標及び川崎市地震防災戦略の策定 

 川崎市地震防災戦略における想定地震は、安全性を考慮して、平成２２年調査と平成

２５年調査を比較して、被害が大きい結果に基づき、川崎市地震防災戦略の施策を見直

しました。

平成２５年度に改定した地震防災戦略が、平成２７年度末に計画期間が終了したこと

から、減災目標に対する達成度を確認し検証した上で、平成２８年度から３２ 年度ま

での５年間を計画期間とする新たな地震防災戦略を平成２８年３月に策定しました。 

 川崎市地震防災戦略における減災目標 

項 目   目  標 

死者 
計画期間（平成 32年度まで）のできるだけ早期に、川崎市直下の地震
（平成 21年度想定）で想定される死者数の概ね半減を目標とする。 
約 1,140 人 ⇒（平成 27 年度時点 849 人） ⇒ 約 570 人 

津波被害 
慶長型地震で想定される津波による死者数ゼロを目標とする。 
約 5,820 人 ⇒ 約 0 人 

＊川崎市地震防災戦略 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「川崎市の防災」⇒「地震に関する計画・対策」⇒「川崎市地震防災戦略について」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-3-40-1-5-0-0-0-0-0.html 

第２節 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

 大規模な地震発生時においては、被災による公共団体の行政機能の低下が懸念される

が、その一方で、人命救助や避難者対策、ライフラインの維持など、行政機能を維持す

ることが求められます。 

 業務継続計画は、地震防災戦略における行政としての減災施策の１つであり、震災対

策として本計画で定める業務等の細部計画として、あらかじめ発災時に優先して実施す

る業務を選定し、限られた人員や資機材の資源を効率的に投入することで、行政機能の

継続と早期復旧を図ることを目的とした計画です。 

 区は業務継続計画を策定し、計画に基づき、災害発生時における業務の早期立ち上げ

の実現や業務レベルの向上を図るものとします。 
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第５章 防災関係機関等との連携 

 区は、区域並びに区民の生命、身体及び財産を震災から安全に守るため、市、県、県

警察のほか次の防災関係機関等との連携のもとに防災活動を実施します。 

指定地方行政

機関 

関東総合通信局、神奈川労働局川崎南労働基準監督署、関東農政局神奈川支

局、関東経済産業局、関東東北産業保安監督部、関東地方整備局川崎国道事

務所・横浜国道事務所、関東地方整備局京浜河川事務所、関東地方整備局京

浜港湾事務所、関東運輸局神奈川運輸支局・川崎海事事務所、第三管区海上

保安本部横浜海上保安部・川崎海上保安署、東京管区気象台横浜地方気象台、

関東財務局横浜財務事務所、国土地理院関東地方測量部 

自衛隊 陸上自衛隊第３１普通科連隊、海上自衛隊横須賀地方総監部 

指定公共機関 東日本旅客鉄道株式会社、、日本貨物鉄道株式会社、東日本電信電話株式会社

神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会

社ＮＴＴドコモ神奈川支店、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクテレコム株式

会社、ソフトバンクモバイル株式会社、日本銀行横浜支店、日本赤十字社神

奈川県支部、日本放送協会横浜放送局、、東日本高速道路株式会社関東支社京

浜管理事務所・東京湾アクアライン管理事務所、首都高速道路株式会社神奈

川管理局、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマ

ト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社川崎

支社、東京ガス株式会社神奈川支社川崎支店、日本郵便株式会社 

指定地方公共

機関 

京浜急行電鉄株式会社、京浜急行バス株式会社、川崎鶴見臨港バス株式会社、、

(公社)神奈川県医師会、(一社)神奈川県歯科医師会、(公社)神奈川県薬剤師

会、(公社)神奈川県看護協会、(一社)神奈川県トラック協会、株式会社アー

ル・エフ・ラジオ日本、株式会社テレビ神奈川、横浜エフエム放送株式会社、

株式会社神奈川新聞社、(公社)神奈川県ＬＰガス協会川崎南支部 

その他公共的

団体及び防災

上重要な施設

の管理者 

セレサ川崎農業協同組合、川崎河川漁業協同組合、 (一社)川崎建設業協会、

神奈川建設重機協同組合、商工会議所等商工関係団体、金融機関、 

神奈川臨海鉄道株式会社、 (公社)川崎市病院協会、 (公社)川崎市医師会、

(公社)川崎市歯科医師会、 (一社)川崎市薬剤師会、 (公社)川崎市看護協会、

(公社)神奈川県柔道整復師会、 (一社)神奈川県バス協会、 

社会福祉施設管理者、学校法人、危険物施設、高圧ガス施設の管理者、地下

街等の管理者、放射性物質取扱い施設の管理者、かわさき市民放送株式会社、

川崎港運協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会川崎支部、日本埋立浚渫

協会関東支部、神奈川倉庫協会 

住民組織 自主防災組織、町内会・自治会 
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第６章 減災に向けた取組 

第１節 川崎区危機管理地域協議会

区民、事業者、行政が連携して地域の防災に関する課題解決に向けた協議、検討を行

うとともに、情報共有を図ることを目的に平成２４年６月に川崎区危機管理地域協議会

を設置しました。なお、協議会には部会を置き、それぞれの課題に対して部会単位で検

討を進めています。 

１ 構成メンバー 

（１）交通事業者 

（２）商業事業者 

（３）ライフライン事業者 

（４）その他民間事業者等 

（５）医療関係者 

（６）公益事業者 

（７）学校関係者 

（８）行政 

（９）その他 

２ 部会構成 

（１）臨海部・帰宅困難者対策部会 

（２）自主防災・特別支援部会 

（３）医療・救急部会 

（４）ライフライン部会 

３ 協議内容 

（１）帰宅困難者対策について 

（２）臨海部との情報受発信・連絡手段について 

（３）鉄道（交通）事業者との連携について 

（４）町内会・自治会及び自主防災組織の連携強化について 

（５）避難所の開設・運営について 

（６）災害時要援護者支援について 

（７）外国人支援対策について 

（８）災害時の市、区、医療関係機関等相互の連携体制や通信手段について 

（９）災害時医療体制の再構築について 
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（10）輸送手段の確保について 

（11）臨海部コンビナートの安全対策の広報について 

（12）災害時対応車両の燃料確保の取組について 

（13）その他必要となった議題 

川崎区危機管理地域協議会設置要綱＜資料１＞ 

第２節 川崎区危機管理推進委員会

 区の危機管理に係る事項について検討し、施策の充実を図るため、川崎区役所危機管

理推進委員会を平成１７年に設置しています。 

 区では今後も引き続き計画の見直し等を行いながら災害に強いまちづくりに取り組

み、危機管理体制の推進・強化に努めていきます。 

川崎区役所危機管理推進委員会設置要綱＜資料２＞ 
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第７章 市民及び事業者の基本的責務 

 地震被害の軽減を目指して、行政が目標意識を持って計画的に施策を推進していくた

めには、市民・事業者等の理解と協力が不可欠であり、また、市民・事業者等が自主的

に行動することも、減災のためには重要な要素となります。 

第１節 市民の基本的責務 

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、市民は地震及び地震防災に関す

る知識の習得や自らの災害教訓の伝承に努め、相互に協力するとともに、市が実施する

地震防災に関する事業に積極的に協力し、防災体制の強化に寄与することが求められま

す。 

 平常時から建物の耐震性・耐火性及び家具、家電等の転倒・落下防止措置に配慮する

とともに、家庭において最低３日間、推奨１週間分以上の飲料水・食料や非常用品等の

備蓄を図るよう努めなければなりません。 

 また、行政や地域が行う防災訓練に積極的に参加し、地震が発生した場合に、出火の

防止や初期消火その他必要な応急措置をとれるよう備える必要があります。 

第２節 事業者の基本的責務 

 事業者は震災の防止について、常に配慮するとともに、市が実施する地震防災に関す

る事業に積極的に協力し、その社会的責任に基づき、自らの責任と負担において地震防

災に必要な体制の確立に努めなければなりません。 

 そのため、管理する施設の耐震性・耐火性の強化や事業所内収容物の転倒防止、屋外

広告物の落下防止に積極的に取り組み、従業員や来場者の安全確保を図るとともに、地

震が発生した場合に応急措置を迅速かつ的確に講じることができるよう、資器材を備蓄

し、積極的に防災訓練を実施する必要があります。 

 また、災害時の駅周辺における滞留や混乱を防止するため、「むやみに移動を開始し

ない」を基本に、従業員等が一斉に帰宅することを抑制し、事業所内に留まることや、

必要な備蓄に努めるとともに、地域と連携した帰宅困難者支援や、住民と協力した周辺

地域における防災活動を行うことが求められます。 
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第２部 予防計画 

第１章 防災都市づくり【まちづくり局、消防局、総務企画局危機管理室、建

設緑政局、経済労働局】 

第１節 基本的な方針 

防災都市づくりは、地震による被害の最小化と早期復興を実現するため、自助・共助・

公助の連携等により、地域防災力を高め、災害に強い都市づくりを目指すものです。 

 本市が位置する関東地方南部は地震活動が活発な地域であり、今後 30 年以内にＭ７

クラスの大地震が発生する切迫性が高いとされています。被災時には首都圏において多

大な人的・物的被害が想定されるとともに行政機能自体が大幅に低下する恐れがあり、

できるだけ被害を少なくし、首都圏における都市機能をいかに継続するかが課題である

ため、災害に強いまちづくりの実現に向けて、防災都市づくり施策の一層の推進を図る

必要があります。 

１ 都市全体を災害に強い体質にするため、地域の災害リスクを、区、区民、事業者等

が共有化し、各々の防災に対する責務の明確化や、防災意識の高揚を図るとともに、

地域住民との協働による防災まちづくりを推進します。 

２ 災害に強い都市構造の形成を図るため、防火規制等の指定拡大、都市計画施設等の

整備促進、建築物の耐震・不燃化、市街地の整備による避難空地・避難道路等の確保、

公共建築物の災害時の機能維持など総合的な対策を進めます。 

３ 液状化等による地盤被害や津波による浸水に対するリスクの周知、被災時の避難対

策等の重点強化を図ります。 

４ 災害からの迅速な復旧・復興に資する地籍調査を進めるとともに、被災状況に応じ

た柔軟な復興対応を可能とするため、都市復興計画策定手順を整理し、計画策定訓練

等を通じて復興準備の質的向上を図ります。 

５ 危険物施設の改善指導体制を強化し、二次的災害の発生防止に努めます。 

６ 災害予防行政の強化と、迅速な消火活動ができる消防体制の確立を図ります。 

第２節 災害に強い市街地の形成 

１ 拠点地域等の整備 

本市の広域拠点である川崎駅周辺地区では、交通広場等の都市基盤の整備を進めると

ともに、市街地開発事業の促進や地区計画等による土地利用の適切な誘導により、オー
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プンスペース等を確保し、災害に強い都市づくりを推進します。 

２ 市街地の整備 

 既成市街地における木造密集地域など防災性や住環境に問題のある地域の改善が必

要であり、速やかにこれら木造密集住宅を中心とした住宅地の防災性や住環境の向上を

推進していく必要があります。 

 そのため、局部的な再開発にとどまらず、広域な区域を対象とした基盤整備事業が必

要であり、避難地としての公園、緊急輸送道路、延焼遮断帯としての幹線街路、避難路

としての区画道路等の機能的な配置等、避難者の安全確保に向けた整備が重要です。 

 密集市街地の整備は、地区に適した手法を選択し、地元関係者の理解と協力のもとに

事業を実施し、市民とともに安全で健全なまちづくりを進めていく必要があります。 

 また、多摩川の河川流域では、氾濫を防止するため、高規格堤防事業と一体となった

市街地整備を進めることにより、防災上重要な役割を担うとともに、まちなみに潤いを

もたらすオープンスペースの確保に努めます。 

第３節 都市の防災化 

都市の防災化を図るためには、防火地域の指定や市街地再開発事業等の推進が今後の

課題とされています。 

１ 防火地域及び準防火地域の指定 

 区の防火地域は、原則として、川崎駅周辺地区で容積率 400％以上の区域に指定して

います。また、主要幹線道路沿いの容積率 300％の区域において、道路端より奥行 11

ｍまでの区域に路線的に防火地域を指定しています。 

 準防火地域は、防火地域の指定区域を除く商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

及び準工業地域のうち、土地利用の状況をふまえ指定が必要な区域等で、容積率 200％

以上の区域に指定しています。 

２ 都市の防災化 

 防災性の向上のための施策として、防火地域及び準防火地域の拡大等により、災害時

における避難地及び避難路として重要な幹線街路の機能の確保並びに都市の不燃化等

を推進し、災害に強い都市づくりを図ります。 
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 そのため、既成市街地内の主要幹線道路沿いについて、路線的防火地域（道路境界線

から奥行 11ｍ、原則として両側）を指定し、耐火建築物の建築を促進することにより

延焼遮断機能を持たせ、都市の防災化を図ります。また、特に延焼危険性が高い川崎区

及び幸区の密集市街地については、建物の不燃化を促進するとともに区画道路の拡幅や

空地の整備等の誘導を図ります。 

第４節 総合的な耐震対策等の促進 

１ 一般建築物の災害予防対策【まちづくり局】 

 住宅の耐震性を高めるために、木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修助成

制度及びマンション耐震診断・改修工事等助成事業制度等を活用すること、また、特定

建築物の耐震性を高めるために、特定建築物等耐震改修等事業助成制度を活用すること、

耐震診断義務化沿道建築物の耐震性を高めるために、耐震診断義務化沿道木造建築物耐

震診断士派遣制度、耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度を活用すること 

により、市民の生命、身体及び財産の保護を図ります。 

（１）木造住宅耐震診断士派遣制度 

木造住宅の所有者が耐震診断を実施する際、市が費用の全額を負担し、川崎市木

造住宅耐震診断士を派遣します。 

（２）木造住宅耐震改修助成制度 

木造住宅の所有者が耐震改修工事を実施する際、市が費用の一部を助成します。 

（３）川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業 

旧耐震基準で建設された分譲マンションの管理組合が耐震診断予備診断を実施

する際、市が費用の全額を負担し、一級建築士を派遣します。 

（４）川崎市マンション耐震診断事業費用助成制度 

旧耐震基準で建設された分譲マンションの管理組合が耐震診断を実施する際、市

が費用の一部を助成します。 

（５）川崎市マンション耐震改修工事等事業助成制度 

旧耐震基準で建設された分譲マンションの管理組合が耐震改修工事等を実施す

る際、市が費用の一部を助成します。 

（６）特定建築物耐震改修等事業助成制度 

旧耐震基準で建設された特定建築物（次のア～ウに限る）の所有者等が耐震改修

等を実施する際、市が費用の一部を助成します。 

   ア 多数の者が利用する建築物 

   イ 危険物の貯蔵・処理を行う建築物 
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   ウ 地震によって倒壊した場合道路をふさぐおそれのある建築物 

（７）耐震診断義務化沿道木造建築物耐震診断士派遣制度 

   市内に所在する耐震診断義務化沿道木造建築物に対し、市が無料で耐震診断士を

派遣し、住宅等の耐震診断を行います。 

（８）耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度 

   市内に所在する耐震診断義務化沿道建築物の耐震改修等を実施するのにあたり、

市が耐震改修等に要する費用の一部を助成します。 

＊建築物の耐震化 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「まちづくり」⇒「建築」 

⇒「建築・宅地に関する決まりごと」⇒「建築物の防災・耐震関連」 

⇒「建築物の耐震化」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-3-1-8-2-0-0-0-0-0.html 

２ 公共建築物の災害予防対策 

 設計及び施工にあたり、耐震性の配慮と防災上有効な不燃性資材の使用、消防設備及

び排水設備の完備並びに災害発生時の避難口等を十分考慮し、安全性の高い建物の建築

を促進します。 

３ 既成市街地の災害予防対策 

 都市の防災性を高めるため、老朽木造建築物が密集した市街地において、住宅市街地

総合整備事業（密集住宅市街地整備型）を始め、市街地開発事業や優良建築物等整備事

業等の手法を活用し、土地の有効利用とオープンスペースを確保した耐火建築物を建築

することにより、都市の不燃化と市街地環境の整備改善を促進します。 

（１）密集住宅市街地整備促進事業（川崎区小田周辺地区、幸区幸町周辺地区)  

   不燃化重点対策地区における不燃領域率を向上させるため、老朽建築物から耐

火・準耐火建築物である共同住宅等へと建替える事業に対し、その調査設計計画費、

土地整備費、共同施設整備費の一部を補助します。 

（２）住宅等不燃化推進事業（川崎区小田周辺地区、幸区幸町周辺地区)  

   不燃化重点対策地区における不燃領域率を向上させるため、老朽建築物を除去す

る事業又は対価性能強化を行う事業に対し、その費用の一部を補助します。 

（３）区画道路拡幅促進事業（川崎区小田周辺地区、幸区幸町周辺地区) 

不燃化重点対策地区における防災性を向上させるため、拡幅促進路線において、
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土地所有者等がセットバックする場合に塀・垣柵等を除却して新たな塀・垣柵等を

新設する事業に対し、その費用の一部を助成します。 

（４）区画道路寄附促進事業（川崎区小田周辺地区) 

   不燃化重点対策地区における防災性を向上させるため、寄附促進路線において、

セットバックにより道路状に整備した私有地部分をその土地所有者等が川崎市に

寄附申請する事業に対し奨励金を交付するとともに、分筆測量に要する費用を助成

します。 

＊密集住宅市街地整備促進事業 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「まちづくり」⇒「市街地開発」 

⇒「事業別」⇒「密集住宅市街地整備促進事業」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-2-2-5-0-0-0-0-0-0.html 

４ 既存建築物からの落下物等に対する安全対策 

震災後の避難所（小学校）までの避難経路の安全確保に寄与するため、市立小学校の

通学路沿いにある建築物の「落下物及びブロック塀等実態調査」を実施し、その結果に

基づき、継続的に改善指導を行います。 

第５節 オープンスペースの確保 

１ 公園緑地の確保【建設緑政局】 

 公園緑地は、震災時には、避難場所、避難路、市街地の延焼防止などの機能を持って

います。また、ヘリポート・緊急車両の配置、救急医療など救援活動や物資集積等の拠

点としても重要な役割を果たすものです。 

 そこで、国・公有地の積極的活用、国の交付金の活用等により引続き整備・拡充を図

り、公園緑地のオープンスペースの確保に努めるとともに、広域避難場所に指定されて

いる公園緑地については、再整備等にあたって防災機能の向上に努めます。 

２ 企業等との連携による一時避難場所等の確保【総務企画局危機管理室】 

 企業等が所有・管理するグラウンドや駐車場等については、震災時の市民の一時避難

場所等としての機能が期待できるため、協定による場所の確保に努めるとともに、川崎

市防災協力連絡会や川崎市防災協力事業所登録制度を通じて企業等へ協力を求めてい

きます。 

18



３ 緑化の推進【建設緑政局】 

 街路樹などの樹木は家屋の倒壊を防止したり、火災の延焼を防止したりするなど、優

れた防災機能を有しています。 

 そこで、街路樹・グリーンベルトの植栽、学校・庁舎など公共公益施設の緑化を推進

するとともに、工場緑化、生垣緑化、駐車場緑化など民有地の緑化を促進します。 

 特に避難地や避難路では耐火性に優れた樹木を植栽し、防災に資する緑のネットワー

クの形成に努めます。 

４ 川崎臨海部の整備の推進 

 臨海部の石油コンビナート地域には、危険物・高圧ガス施設等が集中的に存在し、大

規模地震が発生した場合には隣接市街地に被害が波及するおそれがあるので、緑地及び

不燃化施設の立地等有効な手法により整備推進を図ります。 

 また、コンビナート等の災害発生源対策、災害拡大防止策、避難体制等を緩衝ゾーン

の実現と合わせて整備し、臨海部における防災ネットワークの整備推進を図るものとし

ます。 
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第２章 公共施設等の安全対策【建設緑政局、港湾局、まちづくり局、上下水

道局、環境局、交通局、市民文化局、消防局、健康福祉局、総務企画局危機管

理室】 

第１節 道路・橋りょう施設の安全対策 

１ 道路の安全性の向上【建設緑政局、まちづくり局】 

 道路は、発災後の初動・応急活動期における避難路、救助・救急及び消火活動等の緊

急活動を実施する道路、緊急物資等の輸送路、さらには火災の延焼防止機能を併せ持つ

など、防災上の役割が極めて重要であることから、着実な整備に努めるとともに、電線

類の地中化を進めることにより、防災機能の強化を図ります。また、緊急活動道路を選

定し、優先的に道路施設の安全対策を図ります。 

２ 橋りょう等の安全性の向上【建設緑政局】 

 緊急輸送道路に架かる橋りょうや、落橋により二次災害の恐れがある跨線橋など、優

先度の高い橋りょうの耐震対策を実施します。また、横断歩道橋については、倒壊・落

橋した場合、道路を閉塞し、避難・消火・救援等が著しく阻害されるため、引き続きさ

らなる耐震性の向上を図るための点検・整備を推進します。 

３ 応急復旧体制の整備【建設緑政局】 

迅速かつ適切な応急活動が行えるよう、あらかじめ次の事項について整備しておくも

のとします。 

（１）要員及び資機材の確保 

（２）応急復旧活動実施要領の整備 

（３）応援協力依頼及び受入体制の充実 

第２節 河川の安全対策【建設緑政局河川課】 

 市内を流れる河川は、地震による護岸の沈下や、土砂等でせき止められた河川の溢水

等による二次災害の発生防止に重点を置き、安全対策の推進を図るものとします。 

 なお、区内には、水防活動用資機材の備蓄施設として、また、洪水等の災害時におけ

る応急復旧の最前線基地として、「大師河原水防センター」（川崎区大師河原１－１－５）

が平成１９年１２月に建設されています。 
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１ 河川構造物の耐震性 

 国、県又は市管理の河川については、浸水被害等の影響を考慮して護岸・防潮堤等の

耐震を配慮します。 

２ 応急復旧体制の整備 

 地震後の二次災害を防止するため、あらかじめ次の事項について整備しておくものと

します。 

（１）要員及び資材の確保 

（２）応急措置実施要領の整備 

（３）応援協力体制の充実 

３ 増水時等における水門操作情報 

 一級河川多摩川の増水時、河川氾濫等から市民の安全を確保するため、関係機関と水

門操作情報の共有を図ります。 

川崎河港水門の維持管理及び水門操作取扱要領＜資料３＞

第３節 港湾施設の安全対策【港湾局】 

 震災直後やその後の応急復旧期に港湾施設が果たす役割は大きく、特に岸壁、桟橋等

の係留施設は救援物資・人員あるいは避難者の移送や経済活動を維持する物流機能の確

保等、海上輸送施設の拠点として、また、海底トンネルは救援物資等の市街地への輸送

路として重要な施設です。そのため、地震による施設の被害等を防止するため、施設の

耐震性を強化するとともに、救援物資・人員あるいは避難者の移送に必要な緊急輸送道

路等の液状化対策を検討し、施設の安全対策と輸送路確保を図ります。 

さらに、川崎港における港湾施設は、港湾管理者の管理する施設と民間企業の保有す

る施設とが一体となって機能を形成しており、災害発生時の機能の保守については官民

一体の対策が必要です。したがって、各運河に接する施設を管理する企業または防災組

織等と密接な協力関係を設定し、地区を分担して対処します。 

１ 公共岸壁の耐震性強化 

（１）東扇島耐震強化岸壁公共バース（－12ｍ）及び（－7.5ｍ）２バース（整備済） 
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（２）千鳥町耐震強化岸壁公共バース（－10ｍ）１バース（現在整備中） 

（３）東扇島外内貿コンテナ耐震強化岸壁（－14ｍ）及び（－9ｍ）２バース（計画） 

２ 緊急輸送等の安全性確保 

 海上から搬入された救援物資の市街地への速やかな輸送を確保するため、緊急輸送道

路等を対象に液状化対策を進めるとともに、川崎港海底トンネルの耐震性・止水性向上

等、安全性の強化を図ります。 

 また、東扇島からの避難路や緊急物資輸送路の代替手段の確保につながる、臨港道路

東扇島水江町線の整備を進めます。 

３ 港湾ＢＣＰ協働体制の確立 

 大規模地震発生時に、早期の機能回復を行い、海上から円滑に救援物資の受入れがで

きるよう、川崎港連絡協議会を開催し、港湾関係者との連携協働体制を確立します。 

第４節 重要建築物及び特定建築物等の安全対策【まちづくり局、関係局】 

地震による建築物の被害が市民生活や社会経済活動全般に及ぼす影響は、計りしれな

いものがあります。このため、既存の一般建築物はもとより、発災時における応急復旧

活動の中枢的な拠点となる公共建築物については、より効果的な地震対策が望まれるた

め、川崎市公共建築物耐震対策推進会議を設置し、総合的な安全対策の推進を図るもの

とします。 

１ 地震防災上重要となる公共建築物とその耐震化 

 地震発災時における情報拠点、応急復旧活動の中枢拠点、医療救護拠点、避難収容拠

点等となる公共建築物の耐震・不燃化の確保に努めます。 

 主な対象施設は次の通りです。市役所、区役所、消防署、道路公園センター、 川崎

港管理センター、保健福祉センター、病院、学校、社会教育施設、社会福祉施設、競輪

場など。 

 なお、これらの施設における電気、水道、ガス及び電話等の設備の機能確保について

も配慮しておくものとします。 
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２ 各種施設の耐震性の確保【市民文化局、消防局】 

 防災活動の拠点となる「消防出張所・消防団器具置場」及び住民自治活動の拠点であ

る「町内会・自治会会館」についても、改築や耐震改修費補助などの支援等により、計

画的に耐震性を確保し、拠点の機能確保や市民の安全確保に努めます。 

３ 一般建築物の耐震化性の促進 

 大地震等の発生による建築物の倒壊等を防止し、災害に強い安全なまちづくりを促進

するため、昭和５６年以前に建てられた建築物の耐震診断や耐震改修等を行う際の支援

を行い、耐震化の促進を図ります。 

（１）川崎市耐震改修促進計画の推進 

   川崎市耐震改修促進計画に基づき、市内に存する昭和 56 年以前に建てられた既

存建築物の耐震性の向上化の促進のための総合的な施策を推進します。 

（２）耐震診断、耐震改修に関する普及、啓発 

   昭和 56 年以前に建てられた木造住宅や分譲共同住宅（マンション）や特定建築

物（多数の者が利用する建築物、危険物を貯蔵・処理する建築物、緊急輸送道路沿

いの建築物などのうち、一定規模以上の建築物）の耐震化の促進のため、リーフレ

ット等を区役所等に備えるとともに、防災フェアや相談会等を通じて、耐震診断や

耐震改修等の耐震対策の啓発を図ります。 

（３）耐震診断、耐震改修に関する相談窓口の開設 

   まちづくり局建築管理課、一般財団法人川崎市まちづくり公社及び川崎市住宅供

給公社に耐震相談窓口を常設するとともに、建築関係団体の協力を得て臨時窓口等

を開設し、市民からの相談を受け付けます。 

（４）耐震化の促進のための相談会の開催 

   各種研究機関や建築関係団体の協力を得て、木造住宅所有者に向けて耐震性の向

上のための講習会を行います。 

（５）住宅の耐震化の促進のための支援制度 

   木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修助成制度及びマンション耐震診

断事業費用助成制度や上記啓発活動等の支援制度を活用することにより、住宅の耐

震化の向上の促進を図ります。 

（６）特定建築物の耐震化の促進のための支援制度 

   特定建築物等耐震改修等事業助成制度や上記啓発活動等の支援制度により、特定

建築物の耐震化の促進を図ります。 
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（７）耐震診断義務化沿道建築物の耐震化の促進のための支援制度 

   耐震診断が義務付けられた沿道建築物について、耐震診断義務化沿道木造建築物

耐震診断士派遣制度や耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度を活用

することにより、平成 31 年 3 月までに報告ができるよう耐震診断を促します。ま

た、耐震性が不足している建築物の所有者に対しては、耐震化の啓発等を行い、耐

震診断義務化沿道木造建築物耐震改修助成金や耐震診断義務化沿道建築物耐震改

修等事業助成制度を活用し、耐震化を促進します。 

（８）耐震診断・改修を促進するための関連団体等との連携 

   耐震診断・改修を促進するための組織体制の整備と県及び関連団体との連携を図

ります。 

第５節 上下水道施設の安全対策【上下水道局】 

１ 上水道施設 

 水道事業は、市民生活に欠くことができない重要な社会公共事業であることから、水

道施設の安全性強化のための具体策を検討し、施設の破損により給水に重大な影響を与

えるもの、二次災害のおそれのあるもの等を重点に施設の改良・整備を行うなど、被害

を最小限に止めるための諸施策を実施します。 

（１）取水・導水・浄水・送水・配水施設 

   施設の耐震化、自家発電設備の設置等を実施したことで、災害時にも安定して取

水・導水・浄水が継続できる体制を確保しています。 

   老朽配水管については優先的にすべて更新する計画とし、配水管の新設・改良時

には耐震管を採用することにより、地震に強い配水システムを構築します。また、

地域防災拠点や重要な医療機関等に供給する管路については、耐震化を図るととも

に、新たに避難所への供給ル－トを重要管路と位置づけ優先的に耐震化を進めます。 

（２）応急給水・応急復旧体制の確立 

災害時に半径約 750m 以内で市民が応急給水を受けられるよう、地域防災拠点を

中心とする災害時応急給水拠点全 139 箇所の整備を平成 25 年度末に完了しました。

現在は配水池・配水塔や供給ルートの耐震化が完了した市立小中学校に、開設が不

要な応急給水拠点の整備を進めています。 

２ 工業用水道施設 

 工業用水道事業は、京浜工業地帯の一翼を担う本市の経済活動に欠くことのできない
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重要な社会公共事業であることから、工業用水道施設の安全性強化のための具体策を検

討し、施設の破損により給水に重大な影響を与えるもの、二次災害の恐れのあるもの等

を重点に施設の改良・整備を行い、被害を最小限に止めるための諸施策を実施します。 

（１）取水・導水・浄水・送水・配水施設 

   施設の耐震化、自家発電設備の設置等を実施したことで、災害時にも安定して取

水・導水・浄水が継続できる体制を確保している。 

   老朽配水管については優先的にすべて更新する計画とし、配水管の新設・改良時

には耐震管を採用することにより、地震に強い配水システムを構築します。 

（２）応急給水・応急復旧体制の確立を図ります。 

３ 下水道施設 

 下水道は、都市における雨水及び汚水を排除するための基幹的な施設であることから、

災害に備えて下水道施設の防災対策の推進を図ります。 

 特に、都市化の進展による雨水流出量の増大や集中豪雨により下水道整備済みの区域

においても浸水被害が発生していることから、浸水頻度の高い区域等については、浸水

状況を考慮して、雨水整備を進めていきます。 

（１）下水管きょ 

ア 「下水道施設の耐震対策指針と解説」に基づき、新設・改良時は可とう性のあ

る管きょを用いるなど、耐震性能の向上を図ります。また、老朽管の更新に当た

っては、耐震性能を有する工法を採用します。 

イ 地盤の液状化が予想される区域では、液状化対策に有効とされる改良土等の埋

戻し材を使用するとともに、マンホールの浮き上がりを防止する対策を図ります。 

（２）水処理センター・ポンプ場・スラッジセンター 

ア 下水道施設は、「下水道施設の耐震対策指針と解説」に基づき、耐震診断及び

耐震補強を実施し、耐震化を進めます。 

イ 災害時に地盤の液状化が予想される地域の施設には、二次災害の発生する恐れ

があることから、液状化対策を図ります。 

ウ 災害時に停電が発生しても、安定した水処理機能が確保できるよう自家発電設

備を設置するとともに、水処理センターでは２回線受電を行います。 

エ 災害時においても水質保全や浸水の防除のため、揚水、消毒、管理機能等の基

本機能が確保できるよう対策を図ります。 

オ 地震の影響が大きいと予想される場所では、伸縮管を挿入し、震動・変位を吸

収できる構造とします。 
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カ 二次災害を防止するため、火災の恐れのある機器は、難燃性のものを使用しま

す。 

キ 設備の維持管理においては、点検による危険箇所の早期発見や改善をはじめ、

設備の機能低下を予防することで事前対策を図ります。 

ク 東京湾内への津波警報及び大津波警報発表時には、入江崎水処理センター及び

入江崎総合スラッジセンターを津波避難施設として利用します。 

（３）応急復旧体制の確立を図ります。 

第６節 廃棄物処理関連施設の安全対策 

廃棄物処理事業は、市民生活の維持に欠かすことのできない重要な社会インフラ事業

である。廃棄物処理関連施設は都市の基幹的施設であり、震災により機能が停滞しない

ように施設の耐震性や安全性の強化を図る必要があります。 

今後のごみ焼却処理施設をはじめとする廃棄物処理関連施設の建設時にも、「廃棄物

処理施設整備計画」をはじめ、官庁施設の総合耐震計画基準、建築基準法や火力発電所

の耐震設計規程等の各基準を勘案しながら、耐震性、強靭性及び機能継続性の確保に取

り組みます。 

１ 耐震性の確保 

ごみ焼却処理施設において、建築物の構造体や重要な建築設備に加え、焼却炉やボイ

ラー、タービン発電機、復水器、排ガス処理設備等のごみ焼却処理施設の根幹をなす重

要なプラント機器についても、可能な限り耐震性を高め、大地震動時に人命及び安全を

確保するだけでなく、震災後に大規模な補修をすることなく施設を使用できるよう努め

ます。 

ごみ焼却処理施設以外の廃棄物処理関連施設についても、官庁施設の総合耐震計画基

準や建築基準法の基準等を勘案して耐震性を確保します。 

２ 震災後の機能確保に向けた取組み 

定期的な点検等により、建築物の構造体やプラント設備等について、損傷や支障の有

無を確認するものとし、支障等が認められた場合には、必要に応じて精密な調査及び保

守、補修等の措置を講じて、機能の確保を図ります。 

また、補修に必要な資機材の備蓄を行うとともに、収集車両等を常時整備して災害時
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にも対応できるよう備えておきます。 

３ 今後の廃棄物処理関連施設の役割 

廃棄物処理関連施設の地域における災害廃棄物処理体制上の役割を明確にしつつ、今

後、耐震、耐水及び耐浪性の確保をはじめ、特に、ごみ焼却処理施設の建設時には、商

用電源を確保できない場合でも焼却炉立上げを可能とするための始動用電源や燃料保

管設備等の配備や薬剤等の備蓄を行うなど、災害対策を講じるよう努めます。 

第７節 転倒・落下物防止対策【まちづくり局、建設緑政局、健康福祉局、総務企画局

危機管理室】 

地震動による建築物の窓ガラス、外壁、広告物等の破損落下及びブロック塀、組積造

の塀等の倒壊は、多くの人命を奪うだけではなく、避難・消防・救援活動に大きな障害

となるため、危険なものに対して改善指導を行うなど耐震性を向上させる対策を実施し

ます。 

１ 転倒防止対策 

（１）ブロック塀、組積造の塀等の転倒防止【まちづくり局】 

   危険なブロック塀、組積造の塀等について、可能な限り補強、改修、フェンス化、

生け垣化を行うよう次の対策を実施します。 

   ア 市有施設のブロック塀について、補強、改善等の措置をさらに推進します。 

   イ 教育施設の塀等のフェンス化を引続き推進します。 

   ウ 避難所である小学校の通学路に面した危険なブロック塀について平成９年

度から平成１１年度まで行った実態調査に基づき、補強、改善等の指導を行う

とともに、生け垣化の啓発を図ります。 

   エ ブロック塀等の安全点検について、広報誌等を活用して啓発を図るとともに、

ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレットを配布し、

知識の普及を図ります。 

（２）家具等の転倒防止【健康福祉局、総務企画局危機管理室】 

   転倒により危険を及ぼす次のものについて、各種広報媒体や出前講座等、あらゆ

る機会を通じて、家具の固定や高層集合住宅における長周期地震動による特有の被

害への対応を呼びかけ、転倒防止の指導・啓発を図るとともに、ひとり暮らし高齢

者又はひとり暮らし障害者等が居住する家屋への家具転倒防止金具の設置を推進

します。 
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２ 落下物防止対策【まちづくり局、建設緑政局】 

 地震時における建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため、次の対

策を実施します。 

（１）一般建築物の落下物防止対策 

   避難所である小学校の通学路に面した３階建以上の建築物を対象に平成９年か

ら平成１１年に行った実態調査の追跡をしています。実態調査の結果、落下物のお

それのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改修を指導します。

（２）公共建築物の落下防止対策 

   公共建築物の管理者は、建築基準法第 12 条第２項に基づき定期点検を行い、建

築物の窓ガラス、外壁、看板等についての落下防止措置を実施します。 

（３）屋外広告物条例に基づいて設置されている広告物【建設緑政局】 

   許可広告物の落下・損壊等による事故を未然に防止するため、広告物の安全性の

確保及び保守点検等の執行状況を調査し、広告物管理者に適正管理の周知を図りま

す。 

  ア 実態調査の対象 

  （ア）建築基準法の規定に基づく工作物確認を受けて設置された広告物 

  （イ）建築物の上部に設置されたもので表示面積が 50㎡を超えた広告物 

  （ウ）建築物の壁面を利用して掲出されたもので表示面積が 30 ㎡を超えた広告物 

  （エ）建築物から突き出したもの（袖看板等）で、表示面積が 20 ㎡を超えた広告

物 

  （オ）その他市長が特に必要と認めたもの 

  イ 調査事項 

  （ア）アンカーボルト（取付部分）に関すること 

  （イ）主要な部分の鉄骨部分に関すること 

  （ウ）主要な部分の接合部（ネジ・ビス等）に関すること 

  （エ）その他市長が特に点検調査を必要と認めたもの 

  ウ 調査方法 

    ２年に１回、対象となる広告物の設置者又は管理者に対し点検を依頼し、報告

書により点検結果の報告を求めます。 

  エ 指導 

  （ア）提出された報告書について審査を行い、必要な場合は補修等の助言・指導を

行います。 

  （イ）点検率の向上を図るため、報告書の提出につき広告物の設置者又は管理者に

対し指導します。 
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  （ウ）自主的な定期点検を行うよう、広告物管理者に対し指導します。 

第８節 災害時交通ネットワークの形成【総務企画局、建設緑政局、まちづくり局、臨

海部国際戦略本部、交通局、港湾局】 

本市では、成熟社会における持続可能なまちづくりを進めるために、「広域調和・地

域連携型」の都市構造の形成に資する、「広域交通ネットワークの形成」、さらに、都市

の再生や活力を高める「市内の幹線交通ネットワーク」の形成をめざして、道路、鉄道

に係わる市域の交通幹線網の整備を推進しており、災害時においても有効に活用できる

よう検討していきます。 

１ 交通ネットワークの整備 

「広域拠点」、「地域生活拠点」、「臨空・臨海都市拠点」それぞれを連携した交通ネッ

トワークの形成は、初動対策、応急対策、復旧・復興対策期にも重要な要素となること

から、災害における相互補助のネットワーク化を含めて、各拠点を結ぶ連携体制の形成

に努めます。 

（１）鉄道網、道路交通網等の整備【総務企画局、まちづくり局、建設緑政局、臨海部

国際戦略本部、交通局】 

新線整備のほか、空港、新幹線駅、臨海都市拠点等との接続や、市バス等の活用

について検討し、災害対応力の向上を図ります。 

（２）海上・河川交通網の整備【港湾局、建設緑政局】 

川崎港における内陸域との陸路寸断時のアクセス確保のため、浮桟橋等の係留施

設や大師河原河川防災ステーション等を活用した船舶による輸送体制について検

討します。 

２ 配慮すべき事項【建設緑政局、まちづくり局、港湾局】 

地域特性に応じて、次の取組を進めます。 

（１）幹線道路の延焼遮断帯機能や緊急活動道路の確保といった防災空間形成を推進し

ます。 

（２）災害時要援護者に配慮した道路のバリアフリー化に寄与する電線類の地中化を推

進します。 

（３）川崎駅周辺等を、バリアフリー法に基づく「重点整備地区」として、交通事業者

による鉄道駅舎やバスターミナル等の旅客施設のバリアフリー化を促進するとと

もに、駅周辺の公共公益施設等への主要な移動経路である歩道のバリアフリー化に
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努めます。 

（４）バリアフリー社会の実現に向けたガイドラインに基づき、市民・事業者と連携し

た取組を進めます。 

（５）生活道路の安全性の確保に向けて、一定の幅員が確保されている道路の歩道設置

に努めます。 

（６）災害時に有効に機能する、道路、鉄道、船舶の交通機関が相互に連携したネット

ワークによる広域的な輸送・交通体制の整備を検討します。 
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第３章 宅地災害対策 

第１節 地盤の液状化の危険性の周知【総務企画局危機管理室】 

 地震時に砂地盤が液状化し、構造物に被害を及ぼすことは、昭和３９年の新潟地震を

契機に注目されるようになりました。 

 また、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも埋立地においてかなりの範囲で液状化に

伴う噴砂現象が発生し、地下埋設物等の被害が報告されています。 

 本市の地震被害想定調査報告書にも、臨海部から幸区、中原区にかけて液状化が発生

する可能性が極めて高く、高津区においても液状化危険度の高い地域がややまとまって

分布すると指摘されています。 

 区では、この被害想定調査のデータや神奈川県アボイドマップ等を公表するなど、液

状化の危険性を周知します。 

31



第４章 地震火災の防止【消防局】 

第１節 計画方針 

 地震時の出火防止を図るための諸施策を計画し、その適正な執行によって効果的な運

営を図ります。 

第２節 広報・広聴計画 

 地震時の地域社会の安全を守るため、出火防止等を重点とした消防の広報・広聴を実

施し、防災知識の普及高揚を図ります。 

第３節 指導計画 

 予防行政は、法令規制事項の執行と合わせ、市民及び防火対象物の関係者等の消防に

対する理解と協力が必要であり、第２節に掲げる広報・広聴と合わせて一層具体的な実

践活動として、次に掲げる各種指導を行います。 

１ 市民防火意識の高揚と協力組織の確立 

（１）婦人消防隊の育成指導 

   平素の火災予防意識を高揚するために、次の組織を通じて、家庭における火災予

防の徹底と地域ぐるみの自主防災体制の万全を図ります。 

（２）少年消防クラブの育成指導 

   少年及び少女に対して次の組織を通じて、防火意識の普及高揚を図ります。 

（３）みんなが消防士事業の実施 

   小学生に対して授業を通じて、防火意識の普及高揚を図ります。 

（４）幼年消防クラブの育成指導 

   幼年消防クラブは、市内の各幼稚園単位で結成し、幼児がいろいろな事に興味を

持ちはじめるような時期を捉えて、地震・火事の恐ろしさを教えます。 

（５）地域防災スクール事業の実施 

   大規模地震、豪雨などをはじめとする災害の被害を軽減するために、次代を担う

青少年への防災教育を通して、自助・共助の精神を醸成するとともに、地域の防災

力を高めます。 

（６）一般家庭における初期消火等の推進 

   出火防止を図るため、安全装置付火気使用設備、器具の普及及び消火器等住宅用
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防災機器の設置、促進を指導するとともに、婦人消防隊の消火訓練や「区民の集い」、

その他自主防災組織の防災訓練等において初期消火対策等を推進します。 

（７）消火ホースキットの普及啓発 

   消火ホースキットの避難所等への整備に併せて、自主防災組織への訓練指導を通

して消火ホースキットの効果を検証・確認し、消火ホースキットの普及啓発を図り

ながら、地域における自助、共助力の向上に努めます。 

２ 防火管理者及び防災管理者（以下「防火防災管理者」という。）の育成並びに防火

管理業務及び防災管理業務の指導 

（１）防火防災管理者の指導 

   消防法第８条に定める防火管理者制度及び消防法第３６条第１項において準用

する法第８条に定める防災管理者制度は、消防行政を補完し、自主管理体制を確立

する意味から極めて重要であるため、防火防災管理者が防火防災管理業務を適正に

行えるよう指導します。 

（２）消防計画の指導 

   防火防災管理者が作成する消防計画については、内容の充実した計画になるよう

事前に指導するとともに、届出（変更を含む。）時の審査を行い、実態に即して運

用されるよう指導を徹底します。 

（３）統括防火管理及び統括防災管理（以下「統括防火防災管理」という。） 

   統括防火防災管理者が作成する全体についての消防計画（以下「全体消防計画」

という。）は、複数の権原者の意思統一を図る必要があるので、まず、関係者の理

解が得られるよう個々の関係者に対し、具体的に指導し、その協議内容については、

届出時にの審査を行い、実態に即して運用されるよう指導を徹底します。 

（４）消防計画に基づく消防訓練の指導 

   消防計画及び全体消防計画に基づき、防火対象物の関係者が行う消火・通報・避

難及び防災避難の訓練（以下「消防訓練」という。）については、内容を把握し実

態に即した消防訓練が行われるよう指導します。 

（５）危険物安全担当者等の育成 

   危険物施設等の所有者、管理者、危険物取扱者及び安全担当者を対象に講習会を

定期的に開催し、地震対策の確立、防災意識の高揚について指導します。 

（６）予防規程 

   予防規程を制定しなければならない事業者については、川崎市地震対策条例に規

定する「地震防災事前措置計画」を含め充実した内容になるよう指導するとともに、

保安管理の徹底を図ります。 
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３ 自衛消防力の強化 

（１）設置推進 

   自衛消防組織は、消防法の規定に基づき設置させるとともに、設置対象以外の事

業所についても、その実態から必要と認められるものについては設置を推進します。 

（２）育成指導 

   自衛消防力の育成指導は、次により積極的に行います。 

  ア 消防用設備その他諸施設の点検強化にあわせて、防火管理の徹底と防災意識の

高揚について指導します。 

  イ 災害発生時における有事即応の体制を確立するため、消防用機器資材取扱い等

実践的な消防訓練の実施を指導します。 

第４節 防火対象物の火災予防 

 立入検査等の各種予防業務を計画的に実施して、出火危険・延焼危険の排除、危険物

の保安の確保、消防用設備等の設置・維持管理及び防火管理体制等を強化し、防火対象

物の火災予防の徹底を図ります。 

第５節 消防施設等の整備 

 消防活動を強化するため、次の整備充実を図ります。 

１ 消防施設の整備 

 消防活動拠点となる消防庁舎等の耐震化を促進します。 

 また、初動体制の強化を図るため、消防職員管理公舎を整備します。 

２ 情報収集設備及び消防機械器具の整備 

 被害情報を収集するための設備及び消火、救助、救急活動のための車両・資機材の整

備を強化します。 

３ 消防水利施設の確保 

 消火栓使用不能時に備え、耐震性防火水槽の整備を促進します。 
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４ 特別高度救助隊等の充実強化 

 大規模災害や特殊災害に対応するため、高度な技術、資機材を有する特別高度救助隊、

高度救助隊を中心に特別救助隊、水難救助隊及び航空救助の充実強化を図ります。 

35



第５章 震災に対応するための情報システムの整備【総務企画局危機管理室】 

 被害状況や災害関連情報を迅速に集約し、市及び防災関係機関等相互の適切な情報共

有を図ることにより、災害応急対策の円滑な実施と、地域住民に対する正確な情報提供

を行うため、インターネット、電子メール、震度情報ネットワークシステム、震災被害

シミュレーションシステム及び総合防災情報システム(一斉通知を含む。)を駆使して、

情報の収集、集約、分析、共有及び伝達を行うとともに、平素から訓練等により機器操

作に習熟するものとします。 

第１節 震度情報ネットワークシステム 

 震度情報ネットワークシステムは、市が設置した計測震度計の稼動状況の監視、震度

情報の集計、防災関係機関が設置した計測震度計の震度情報の集計、防災関係機関への

情報配信等を行うためのシステムであり、市が設置した１０箇所の計測震度計、サーバ

等から構成しています。計測震度計が地震を計測すると、すべての計測震度計の震度情

報がサーバに集約され、必要に応じて他システムとデータ連携を行い、市民や防災関係

機関等に電子メールや同報系無線により情報伝達を行います。 

川崎市震度情報ネットワークシステム構成図 

（発表）
（報告）

（情報提供） （報告）

（連携）

（広報） （広報）

（資料編　市計測震度計一覧）

震災総合シミュレー
ションシステム

川崎市総合防災
情報システム

地　域　住　民

市防災行政無線

気象庁

神奈川県気象情報提供会社

市震度情報
ネットワークシステム

計測震度計
（防災科研）

計測震度計
（気象庁）

市計測震度計
（１０箇所）

（情報提供）
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第２節 総合防災情報システム 

総合防災情報システムは、災害に関する情報の収集・蓄積・共有・受伝達・集計、災

害対策の指示、臨海部事業所や市民への情報伝達等を迅速かつ的確に行うためのシステ

ムであり、災害発生時又は災害発生のおそれがある時に、市民、本市及び各防災関係機

関の情報共有の中核となるものです。 

 川崎市総合防災情報システム構成図（震災対策用） 

（通報情報）

（被害情報）

（通報情報）

（被害情報）

（点線内は総合防災情報システムの一部）

（情報提供） （情報提供） （情報提供） （情報提供）

庁舎内
放送設備

市職員
パソコン

市職員
携帯電話

テレビ・ＣＡＴＶ事
業者

（テレビ神奈川・
イッツコム）

総合防災情報システム

緊急地震速報

携帯電話事業者（緊
急速報メール）

NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI、ｿﾌﾄ
ﾊﾞﾝｸ

電子メール配信サーバ

市震度情報
ネットワークシステム

市消防指令
システム

災害情報カメラ
ヘリコプターテレビ

電送システム

（映像情報）

（指令情報）

（震度情報）

地　域　住　民

（避難場所、応急給水拠点等）

（アプリケーションサーバ、
データベースサーバ、Ｗｅｂサーバ等）

（市内被害状況、啓発情報等）

（震度情報）

（参集連絡）

情報提供（再配信）

防災マップ

防災情報ポータルサイト
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第６章 地域防災拠点及び避難所の整備【総務企画局危機管理室、教育委員会、

環境局、健康福祉局、まちづくり局、区】 

第１節 地域防災拠点【総務企画局危機管理室、教育委員会、健康福祉局】 

 市立中学校を地域防災拠点として位置付け、避難者の収容機能のほか、情報収集伝達

機能、物資備蓄機能、応急医療救護機能等を有する施設として整備を図るものとします。 

１ ヘリサインの整備【総務企画局危機管理室】 

 ヘリコプターによる救援活動等を円滑に行うため、九都県市防災・危機管理対策委員

会の申し合わせ事項に基づき、地域防災拠点である市立中学校の校舎屋上に学校名の略

称を表示し、災害時に上空から視認できるよう整備します。 

２ 応急医療機能の確保【健康福祉局保健医療政策室】 

 災害時の被災状況等に応じて、応急医療活動ができる体制を、川崎市医師会、川崎市

病院協会等医療関係団体との連携のもとに整えておくものとします。 

 区における地域防災拠点の一覧 

拠点施設名 所在地 拠点内避難所（小：小学校、高：高校）

大師中学校 大師河原２－１－１ 殿町小・東門前小 

南大師中学校 四谷上町２４－１ 四谷小・大師小 

川中島中学校 藤崎２－１９－１ 川中島小・藤崎小 

桜本中学校 池上新町１－２－４ さくら小・田島支援学校桜校＊１

臨港中学校 浜町２－１１－２２ 大島小・渡田小 

田島中学校 小田２－２１－７ 東小田小、南部防災センター 

京町中学校   京町３－１９－１１ 浅田小・小田小 

渡田中学校 渡田向町１１－１ 新町小・田島小・東大島小・向小 

富士見中学校  富士見２－１－２ 旭町小・宮前小・市立川崎高＊２

川崎中学校 下並木５０ 川崎小・京町小 

第２節 避難所等【総務企画局危機管理室、環境局、健康福祉局、まちづくり局、教育

委員会、区】 

１ 緊急避難場所の指定【総務企画局危機管理室】 

 市は、異常な現象（洪水、崖崩れ、高潮、地震、津波、大規模な火事、内水氾濫、噴

火に伴い発生する火山現象）毎に、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又
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は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以

上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設を緊急避難場

所に指定します。また、民間施設を緊急避難場所として指定する場合は、あらかじめ関

係者の承諾を得ておくものとします。 

 市は、新たに緊急避難場所を指定したときには、公示等を行い、広く市民に周知する

ことに努めます。また、緊急避難場所の指定を解除したときも同様とします。 

２ 避難所の指定【総務企画局危機管理室】 

災害時における被災者の安全と安心を確保するため、原則として小学校の通学区域を

基本に、関係局区と協議の上、周辺の人口、町丁界の区域、地形等を考慮し、おおむね

地域コミュニティの単位で、地域防災拠点のほか、市立小学校及び高等学校等を、避難

者の収容機能のほか、情報収集伝達機能、物資備蓄機能を備えた避難所として指定しま

す。 

 避難所は災害発生直後の緊急的な避難（緊急避難場所）として活用されるだけでなく、

危険が去った段階において、生活の場を失った被災者の臨時的な生活の場となる施設と

します。 

 なお、避難所となっている学校が、統廃合等により廃校となった場合においても、避

難所としての機能を有していれば、関係機関と協議の上で引き続き避難所として指定す

ることができるものとします。 

 市は、新たに避難所を指定したときには、公示等を行い、広く市民に周知することに

努めます。また、避難所の指定を解除したときも同様とします。 

３ 住民への周知【総務企画局危機管理室、区】 

災害時に円滑に避難することが出来るよう、市広報紙、各種ホームページ、避難所標

識等により、区民へ避難所等の周知徹底を図ります。 

 区では、川崎市防災マップ川崎区版等を配布することにより、区民が安全かつ速やか

に避難できるよう啓発しています。 

川崎市防災マップ川崎区版＜資料４＞ 

区内災害時応急給水拠点一覧＜資料５＞ 

４ 情報受伝達手段の整備【総務企画局危機管理室】 

避難所には、次の情報受伝達手段について、整備します。 
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（１）移動系防災行政無線の整備 

   避難所と区の情報受伝達手段として、260MHz 帯デジタル移動系防災行政無線を

整備します。災害時には、市内及び避難所の被害状況、火災発生状況、住民の避難

状況、負傷者等の状況、食料・飲料水及び生活物資の状況、住民の安否等の情報の

受伝達に活用します。 

（２）同報系防災行政無線屋外受信機の整備 

   避難所に避難してきた近隣住民等に対する情報伝達手段として屋外受信機を整

備します。 

   なお、災害時には、地震に関する情報、津波に関する情報、東海地震に関する情

報、被害状況、避難勧告に関する情報、ライフラインや交通機関に関する情報、人

心の安定に関する情報等を伝達します。 

（３）総合防災情報システムの整備 

   避難所に避難してきた近隣住民等の状況、安否情報等の入力、集計、検索に加え、

災害に関する情報の受伝達手段として、総合防災情報システムを整備します。 

（４）災害時優先電話の整備 

   避難所から関係機関等への連絡を円滑に行うため、災害時優先電話の整備を図り

ます。 

（５）特設公衆電話の整備 

   避難所において、避難者が無料で使用でき、通信規制時においても繋がりやすい

災害時優先電話である特設公衆電話を、避難所開設に合わせ迅速に利用が可能とな

るよう、事前に、電話回線と必要な機器を整備しています。 

防災行政無線機（同報系屋外受信機）設置一覧 ＜資料６＞

５ 物資の備蓄【総務企画局危機管理室、環境局、区】 

一時的余裕教室等又は校地を利用して、備蓄倉庫を整備又は設置し、食料・飲料水、

生活必需品、資器材、災害用トイレ等を備蓄します。 

災害備蓄倉庫及び備蓄品保管状況一覧 ＜資料７＞ 

６ 施設の整備【総務企画局危機管理室、教育委員会、環境局、健康福祉局、

区】 

避難所となる施設について、耐震性などの安全性を確保するよう努めるとともに、災

害時要援護者が不安なく安全な生活を送れるよう、あらかじめ多機能トイレの設置や施
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設内の段差解消等バリアフリー対策に努めるものとします。 

また、避難者が災害情報を入手できるようテレビアンテナや緊急地震速報対応ラジオ

を整備します。 
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第７章 物資の備蓄 

自らの身の安全は自ら守るのが防災の基本であり、平常時から、各家庭において飲料

水や食料、生活必需品等の備蓄を行う必要がありますが、特に震災時は、家屋の倒壊や

焼失等により、多数の避難者の発生が予想されます。そのため、市では、自助・共助を

基本としながらも、食料、生活必需品及び災害応急対策に必要な資器材等を備蓄します。

なお、市の備蓄物資の数量、品目及び保管場所等については、平成 22 年と平成 25
年の川崎市地震被害想定調査報告書を基に改定した「川崎市備蓄計画」において定める

ものとします。

第１節 食料・飲料水及び生活必需品の備蓄【総務企画局危機管理室】 

１ 公的備蓄数量 

 市が行う公的備蓄の計画数量は、平成 22年と平成 25 年の川崎市地震被害想定調査報

告書における川崎市直下の地震による想定避難者数を基に「川崎市備蓄計画」に定めま

す。災害時の食料・飲料水及び生活必需品は、「自助」「共助」の考え方に基づいて確保

されることを基本とし、その上で家屋の倒壊及び焼失などの原因により避難所で生活せ

ざるを得ず、かつ物資の確保が困難な者を対象として備蓄するものとします。川崎区に

おける交付対象者は、３１，３７１人と想定されています。 

２ 公的備蓄品目 

 市が行う公的備蓄の品目については、緊急性があり、かつ災害発生から流通在庫備蓄

及び救援物資が到達するまでの間、避難者に必要不可欠な食料・飲料水、生活必需品と

し、次の品目を中心に計画的に備蓄するものとします。 

 また、食物アレルギーを持つ避難者対策として、食物アレルギーに配慮した食料品の

備蓄も進めます。 

（１）食料品・飲料水 

   アルファ化米（おかゆ含む。）、簡易食料、粉ミルク、飲料水 

   なお、飲料水については、発災直後の応急対策として備蓄する。 

（２）生活必需品

   毛布、紙オムツ、生理用品 等

42



第２節 資器材の備蓄【総務企画局危機管理室、区】 

 市は、救出救助活動に必要なシャベル、手斧、発電機、投光機、つるはし等の備蓄を

推進するとともに、定期的に資器材の点検を行い、常に良好な状態を保つよう努めるも

のとします。

 なお、地域の住民が災害時にガソリンスタンドの工具類を利用できる援助協定を神奈

川県石油業協同組合と締結し、円滑に救出救助活動が実施できるよう体制を整備するも

のとします。

第３節 備蓄場所【総務企画局危機管理室、区】 

市では、迅速な物資供給を図るため、食料、資器材、生活必需品及びトイレなどの公

的備蓄物資を地域防災拠点（市立中学校）に備蓄してきましたが、東日本大震災では、

地震や津波の影響により、道路の寸断や避難所間における物資の融通が行えなかったこ

となどにより、避難所間において、物資の品目や数量に差異が生じました。

 こうしたことから、市では、公的備蓄物資について、地域防災拠点（市立中学校）の

他、各避難所にも分散備蓄することとし、独立型備蓄倉庫の整備を進めています。

 なお、整備が完了するまでの間は、一時的余裕教室や空スペース等を活用し、備蓄ス

ペースの確保に努めます。

 また、大師公園備蓄倉庫及び川崎区備蓄倉庫については、集中備蓄倉庫と位置づけ、

避難者の多い避難所等への円滑な物資の補充を図ります。

第４節 その他 

１ 企業・事業者における備蓄 

 上下水道の管路破損等による断水、停電に対する備えとして、また地震発生後、従業

員を直ちに帰宅させることなく、公共交通機関の途絶を前提として社内に留まることが

出来るよう、最低３日間、推奨１週間分以上の飲料水・食料等の備蓄に努める必要があ 

ります。 

２ 帰宅困難者用備蓄 

 大規模地震等が発生し、公共交通機関が運行停止した場合、帰宅困難者等が発生し、

多くの滞留者による混乱が予想されます。川崎市備蓄計画（平成２９年４月改定）では

川崎駅周辺で発生する帰宅困難者数を約１９，０００人と想定しており、これに備え飲
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料水と防寒シートを川崎区備蓄倉庫や帰宅困難者一時滞在施設等に備蓄しています。 

３ 児童生徒用備蓄 

 市立小学校及び特別支援学校では、市内震度５強以上の地震が発生した場合は、児

童・生徒を保護者に直接引き渡すことを原則としており、市立中学校及び市立高等学校

については、あらかじめ保護者と学校で、生徒１人ごとに一時保護するか、帰宅させる

かを取り決めています。 

 一時保護する場合には、物資が必要となるため、避難者用の公的備蓄とは別に、児童・

生徒用の備蓄を行うこととし、各学校において、必要な食料や飲料水、非常用ランタン

等の生活必需品の備蓄を行います。

＊川崎市備蓄計画 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「川崎市の防災計画」⇒「地震に関する計画・対策」⇒「川崎市備蓄計画について」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-3-40-1-4-0-0-0-0-0.html 
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第８章 緊急輸送体制の整備【建設緑政局、神奈川県警察】 

 震災時における救出救助活動、救命救急活動、消火活動及び救援物資の輸送等を効率

的かつ円滑に実施するため、緊急活動道路を確保します。 

 なお、緊急活動道路には、県公安委員会が災害対策基本法第 76 条第１項に基づき交

通規制をする緊急交通路と、関係自治体と協議し指定された緊急輸送道路とがありま

す。 

第１節 緊急交通路 

１ 緊急交通路線及び区間 

 県公安委員会は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、都市間を結ぶ国道、主要な

県道等から緊急交通路指定想定路線を選定しています。震災発生時には、被災状況等を

勘案し、指定想定路線の中から緊急交通路を指定し、必

要な区間について交通規制を実施します。 

 なお、緊急交通路の重要な地点には、緊急交通路標識

（右図参照）を設置し、道路利用者への周知徹底を図っ

ています。 

 区内の該当路線及び区間は次のとおりです。 

 ・首都高速道路 

 高速神奈川１号横羽線 

高速神奈川６号川崎線      東京都境から横浜市境までの間 

高速湾岸線 

・国道１５号               

・県道６号 東京大師横浜 

・国道１３２号            宮前交差点から塩浜交差点までの間 

・国道４０９号(県道川崎府中を含む)大師河原交差点から東京都境までの間 

２ 緊急通行車両 

 災害対策基本法第 76 条第１項に基づき交通規制が実施された場合、緊急交通路、通

行禁止区域、通行制限区域のうち、指定された区間及び区域において、災害対策基本法

施行令第 32 条の２に定める緊急通行車両以外の車両の通行が禁止又は制限されます。 
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（１）緊急通行車両の要件 

  ア 道路交通法第 39 条第１項の緊急自動車 

  イ 災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者又はその

委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両 

  （ア）警報発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

  （イ）消防、水防その他の応急措置 

  （ウ）被災者の救難、救助その他の保護 

  （エ）被害を受けた児童及び生徒の応急教育 

  （オ）施設及び設備の応急復旧 

  （カ）清掃、防疫その他の保健衛生 

  （キ）犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

  （ク）緊急輸送の確保 

  （ケ）その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置 

（２）緊急通行車両の事前届出 

   区は、実施する災害応急対策等に使用する予定の車両について、県公安委員会に

緊急通行車両の事前届出を行い、事前届出済証の交付及び確認証明書の事前の交付

を受けます。 

（３）緊急通行車両の確認申請 

   車両を災害応急対策等に使用する場合は、県公安委員会に緊急通行車両の確認 

申請を行い、次により緊急通行車両確認証明書及び確認標章の交付を受け、確認標

章は当該車両前面の見やすい箇所に掲示します。 

  ア 事前届出済の車両 

    事前届出済車両については、事前届出済証及び確認証明書を県公安委員会（県

警察交通規制課、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警

察署及び交通検問所）に提出し、確認標章の交付を受けます。 

  イ 事前届出のない車両 

    区は、事前届出をしていない車両を災害応急対策等に使用する場合は、車両の

把握を行い速やかに県公安委員会へ緊急通行車両の確認申請を行います。 

第２節 緊急輸送道路【建設緑政局、まちづくり局、総務企画局危機管理室】 

市は、発災時の避難路や物資を輸送するために利用する緊急輸送道路の確保に向けて、

沿道の耐震化の推進や踏切の開閉に関する鉄道事業者との調整を行います。 

 機能区分の考え方、路線及び区間は、次のとおりとします。 
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１ 第１次路線 

  高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び臨港地区の耐震強

化岸壁等に連絡する路線で緊急輸送道路の骨格をなす路線です。区内の該当路線及び

区間は次のとおりです。 

路 線 名 区   間 

一般国道１３２号 

一般国道４０９号 

主要地方道 東京大師横浜 

主要地方道 川崎府中 

市道 駅前本町線 

市道 川崎駅東扇島線 

市道 千鳥町１号線 

市道 東扇島１号線 

内貿６号線 

緑地前道路 

船溜道路 

幹線５号道路 

外貿９号道路 

国道１５号～千鳥橋 

千葉県境～国道２４６号 

東京都境～横浜市境 

国道１５号～東京都境(国道４０９号含む) 

駅前本町 

千鳥橋～高速湾岸線 

千鳥町地内 

東扇島地内 

東扇島地内 

東扇島地内 

東扇島地内 

東扇島地内 

東扇島地内 

２ 第２次路線 

  第１次緊急輸送道路を補完し、地域的ネットワークを形成する路線及び市町村庁舎

等を連絡する路線です。区内の該当路線及び区間は次のとおりです。 

     路 線 名       区   間 

県道 扇町川崎停車場 

県道 川崎町田 

市道 南幸町渡田線 

市道 殿町夜光線 

市道 皐月橋水江町線 

市道 池田浅田線 

市道 富士見鶴見駅線 

市道 大師大島線 

市道 小田３２号線 

市道 白石町２号線 他 

川崎駅前～扇町 

国道１５号～鶴見溝ノ口 

国道１５号～東京大師横浜 

国道４０９号～皐月橋水江町線 

富士見鶴見駅線～水江町 

国道１５号～東京大師横浜 

国道４０９号～南幸町渡田線 

国道４０９号～扇町川崎停車場 

東京大師横浜～南部防災センター 

東京大師横浜～大川町 
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第９章 防災力の向上【総務企画局危機管理室、行政改革マネジメント推進室、

教育委員会、経済労働局、建設緑政局、上下水道局、環境局、区、消防局】 

災害による被害を最小限にとどめるためには、市民一人ひとりの防災意識の高揚と、

地域住民の自主的かつ効果的な防災活動、さらに行政との連携を併せて行うことが必要

であることから、個人（企業市民を含む。）・地域・行政が協働し、自助・共助・公助の

理念に基づいた防災体制を推進し、地域における防災力の向上を図るものとします。 

第１節 基本理念 

１ 災害発生前及び災害時における、個人、地域及び行政の基本理念はおおむね次のと

おりです。 

区  分 基 本 理 念 

自     助 

（ 個 人 ）

「自らの生命は自ら守る」という考えに基づき、市民一人ひとり、

家族、企業それぞれが自分自身の生命、身体及び財産を守る。

共     助 

（ 地 域 ） 

「地域のことは地域で守る」という考えに基づき、地域内及び地

域同士で連携して地域の安全を守る。 

公     助 

（ 行 政 ） 

「総合的な防災対策の推進」という考えに基づき、行政・防災関

係機関は個人、地域と連携した防災対策を実施し、市域を守る。 

２ 役割 

（１）個人（自助） 

   市民一人ひとり、あるいは各企業が各家庭や各事業所における防災対策を推進し、

災害に対する備えを万全にするため、防災関連行事等へ参加し、災害に対する関心

と理解を深めます。 

   また、自主防災組織等の活動に積極的に参加するなどして地域コミュニティと協

働社会の形成に努めます。 

（２）地域（共助） 

  ア 市民（個人）の連携 

    市民一人ひとりが隣人等と協力してお互いに助け合い地域を守ります。 

    また、被害の拡大を防止するため、相互に協力して自主防災組織の結成に努め

るとともに、平素から地域住民や地域の事業所、行政等との連携を図り、地域コ

ミュニティの協働社会の形成に努めます。 
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  イ 企業 

    企業は地域社会の一員として、自主防災組織等の実施する訓練などに参加し、

地域一体となって地域防災力の向上を推進します。 

  ウ 自主防災組織 

    被害を最小に抑えるためには、防災活動を組織的に行うことが必要であり、平

素から地域における良好なコミュニティを形成し、いざというときに役立つ地域

防災の基盤を確立します。 

    また、避難所運営会議や防災ネットワーク連絡会議において、災害時の対策や

連携について検討を行います。 

（３）行政（公助） 

   市域及び市民の生命、身体及び財産を守るという行政の責務を果たすため、自ら

の防災力の向上を図るとともに、防災関係機関等との連携強化に努めます。 

第２節 防災知識の普及と意識の高揚【総務企画局危機管理室、行政改革マネジメン

ト推進室、まちづくり局、建設緑政局、上下水道局、教育委員会、消防局、区】 

 「自助」「共助」「公助」の役割にもとづき、それぞれに対して様々な啓発方法により、

防災知識の普及と意識の高揚を図るものとします。 

１ 自助及び共助の推進【総務企画局危機管理室、まちづくり局宅、建設緑政局、上下

水道局、消防局、区】 

 区及び防災関係機関等は、防災週間等の時節に応じた防災関連行事等を活用し、区民

等に対し、防災知識の普及啓発に努め、防災意識の高揚を図るものとします。 

方 

法 

１ 市政だより、防災啓発誌、防災関係パンフレット等による広報・啓発 

２ ハザードマップ等の作成及び頒布 

３ 防災講演会、ぼうさい出前講座等による啓発 

４ 各種イベント、各区防災コーナーでの啓発 

５ 川崎市ホームページ（防災情報ポータルサイト等）での啓発 

６ 新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアでの啓発 

７ 防災訓練や災害図上訓練の実施 

８ 防災関係資料等の貸出（ぼうさいライブラリー） 

９ 企業の自衛消防組織等が実施する消防訓練等に対する指導 

内 

容 

１ 災害に関する基礎知識 

２ 災害発生時にとるべき行動 
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３ 災害に対する日常の備えと心構え（家庭内での安全対策、「最低３日間、推奨

１週間」分以上の食料、飲料水の備蓄、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレット

ペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準

備、災害時の家族の連絡方法等） 

４ 気象予報等発表時にとるべき行動 

５ 企業の防災対策 

６ 企業と地域住民との連携 

７ 避難所等の周知 

８ 各種ハザードマップによる危険区域等の周知 

９ 市及び防災関係機関等の防災対策 

10 自主防災組織、避難所運営会議、防災ネットワークについて 

11 災害に関する情報入手方法 

12 東日本大震災等の過去の災害からの教訓や事例など 

13  生活再建に向けた事前の備え 

14 その他必要な事項 

２ 公助の推進【総務企画局危機管理室、行政改革マネジメント推進室】 

 区民の生命、身体及び財産を災害から守るという区の最も重要な責務を遂行するため、

職員に対する防災教育を行い、職員の防災に関する知識を高め、これらの知識に基づく

適切な判断力及び行動力を養うものとします。 

方

法

自主的な研修 
市で実施する研修、講演会のほか、防災関係機関の実施する研

修・講演会等に自主的に参加し、自身の防災知識を向上させる。

職場研修 

一般的な防災知識のほか、各職場に定められた災害対応業務の

内容、職員個々の任務、防災業務に関する創意工夫などについて

教育する。 

集合研修 
職員の集合教育の機会をとらえて、防災に関する知識を普及・

啓発する。 

その他 
災害時の動員区分や集合場所等を明記した個人用携帯カード

の配布等により意識、知識、行動力の向上を行う。 

内

容

１ 災害に関する基礎知識 

２ 災害発生時にとるべき行動、役割 

３ 市の防災対策 

４ その他必要な事項 
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３ 学校での防災教育【教育委員会】 

 防災教育の充実を図るため、自然災害発生時の対応について、「防災学習テキスト」

の活用や防災訓練等により、児童・生徒に対し年齢に応じた指導・教育を行います。ま

た、体験型、実践的取組等を実施し、各学校の防災力向上を図ります。 

方

法

１ 防災副読本等の作成・配布 

２ 災害に関するハザードマップ等の頒布及び解説 

３ 防災訓練の実施（図上訓練を含む。） 

４ 学校行事での啓発 

５ 講演会の実施 

内

容

１ 災害に関する一般知識 

２ 危険箇所の例示 

３ 災害に対する日常の備えと心構え 

４ 気象予報発表時等にとるべき行動 

５ 災害発生時における学校の役割 

第３節 家庭における予防対策 

１ 家庭内備蓄等 

 災害が発生した場合、家屋の倒壊、焼失等により、その時点から区民は生活に支障を

きたすことになります。食料等は地域防災拠点などにも備蓄されていますが、それらに

は限りがあり、また、救援物資を被災者に配布するのには日数を要することが予想され

ることから、区民は、災害時に備えて、家庭内備蓄や非常持出品の準備をしておく必要

があります。 

（１）最低３日分の備蓄品（安心のため７日分以上の準備） 

   飲料水（一人一日３ ）、保存食品（お米、パックの御飯、乾麺、カップラーメン、

缶詰など）、乳幼児の粉ミルク・離乳食・おやつ 等 

   備蓄食料に適したもの 

    ・日常生活にも使え、なおかつ長期間保存に耐えられるもの 

    ・調理に手間のかからないもの 

    ・持ち運びに便利なもの 

    ・必要最小限のエネルギーや栄養素が確保できるもの 

（２）非常持出品 
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   ラジオ、懐中電灯、貴重品、医薬品、雨具、防寒具など、季節や家族の構成を考

え、必要に応じた物を用意します。 

   また、収納場所については、物置などの家屋外にすることで、家屋被害にあった

場合においても持ち出すことができます。 

２ 家屋の安全対策 

（１）家具等の転倒及び落下物の防止対策 

   日頃から家具類の配置や転倒防止措置によって家の中に安全な空間を確保する

とともに、落ちると危険な物は高い所には置かないよう配慮します。 

（２）家屋周辺（ブロック塀、排水溝の日常的な清掃等）の対策 

   ブロック塀は、ひび割れ等の点検を行い、危険な箇所の修理・補強を行います。

また、集中豪雨時に排水が速やかに行われるよう自宅周辺の側溝に泥やごみが詰ま

っていないか日常的に点検を行います。 

（３）家族防災会議の推奨 

   災害の発生に備え、日頃から家族で避難場所や実際の避難経路、被災した時の連

絡方法などを確認するとともに、地域における役割分担などについて話し合うこと

で、家族の安全と地域の防災力向上につなげます。 

３ 高層建物（マンション）の防災対策 

 一般に高層建物は、耐震性があると言われていますが、大地震のときは、高層階ほど

揺れ幅が大きくなる傾向があり、玄関ドアや開閉ができなくなる、窓ガラスが破損する、

エレベーターが止まってしまう等の被害が出ることが予想されます。ついては、日頃か

ら対策を話し合っておくことが必要です。 

 なお、市では、東日本大震災の教訓を踏まえ、震災により万が一ライフラインが停止

した場合においても、高層集合住宅の高層階にお住まいの方々が容易に利用可能な位置

への「防災備蓄スペース」の設置や、電気系統を介さない水道管直結給水方式又はその

他停電時に使用可能な設備等を有するトイレの設置を推進するため、平成２４年３月３

０日に、「川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱」を制定しています。 

＊高層集合住宅の震災対策について 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「まちづくり」⇒「建築」 

⇒「建築や開発に関する紛争調整など」⇒「高層集合住宅の震災対策」 

⇒「高層集合住宅の震災対策について」 

http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000021546.html 
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第４節 自主防災組織等の育成・強化【総務企画局危機管理室、区、上下水道局、建設

緑政局、環境局、消防局】 

災害時の被害を最小限にくい止めるためには、各家庭での日頃からの災害に対する備

えに加え、地域ぐるみの防災活動が重要です。そのため、地域住民の連帯に基づき結成

された自主防災組織は地域防災力の向上に努めます。また、区は自主防災組織が迅速か

つ的確な防災活動を行えるよう、育成・指導に努め、自主防災組織を中心とした地域の

コミュニティづくりを推進します。 

なお、地域防災活動においては、男女のニーズの違いなど男女双方の視点への配慮を

行う必要があることから、自主防災組織における女性の参画を推進します。合わせて、

年齢や体力等を十分考慮するとともに、安全を最優先に活動を行います。 

１ 自主防災組織とは    

自主防災組織は、区民が自らのまちを守るという信念と責任に基づき結成され、 

   ア 日常から区民一人ひとりの意識の高揚と知識の向上を図ること 

   イ 地域の連携による迅速、的確な防災活動を行うこと 

を目的に、地域の実情に合った活動を行います。 

川崎区においては主に各町内会・自治会単位に１０９団体の自主防災組織が各種活動

を行っています。 

また、区内には、工場移転に伴う跡地等に多くの大規模集合住宅が建設されていると

ころで、今後も建設が予想されています。このような住宅においては、自主防災組織が

未結成のところも見受けられることから、結成に向けて啓発活動を実施するなど、区全

体で地域の防災力向上を図ります。 

自主防災組織一覧＜資料９＞ 

２ 自主防災組織の活動 

（１）自主防災組織の基本的活動 

  ア 平常時 

  （ア）地域住民への防災知識の普及 

  （イ）地域実態の把握 

  （ウ）防災訓練の実施 

  （エ）防災資器材等の備蓄  

  （オ）協働による自主防災組織の活性化 

  イ 災害時 
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  （ア）災害応急活動に関する情報の収集及び伝達 

  （イ）避難誘導活動 

  （ウ）救出・救護活動 

  （エ）初期消火活動 

  （オ）避難所運営 

（２）防災知識・技能の普及 

（３）他の防災関係機関との連携 

３ 自主防災体制の充実・強化 

（１）自主防災組織リーダー等養成研修の実施 

   自主防災活動を円滑に行うためには、その中核となるべきリーダーの役割が極め

て重要であることから、リーダーを対象にした研修会を開催し、自主防災組織の充

実・強化を図ります。 

（２）自主防災組織連絡協議会 

   各区自主防災組織連絡協議会は、自主防災組織相互の連携を深め、地域における

自主防災体制を充実・強化するとともに、行政との連携を密にし、地域防災力の向

上を図ります。 

   また、川崎市自主防災組織連絡協議会は、各区自主防災組織連絡協議会相互の連

携を図るとともに、市と連携し、自主防災組織のリーダーの育成に努めます。 

４ 自主防災組織の活動支援 

（１）自主防災組織の活動に対する助成（川崎市自主防災組織活動助成金） 

   自主防災組織が防災訓練及び防災知識の啓発活動を通して、防災に関する地域住

民の連帯感を高め、災害発生時にその機能を十分発揮できるよう、平常時における

組織活動を促進するために活動助成金を交付します。 

（２）自主防災組織の防災資器材購入に対する補助（川崎市自主防災組織防災資器材購

入補助金） 

   災害時の防災活動を行う上で必要な、防災資器材の購入に対して補助金を交付し、

地域の防災体制の充実を図ります。 

（３）地域防災活動への助成（川崎市地域防災活動促進助成金） 

   区自主防災組織連絡協議会の自主的な活動を奨励し、災害時の避難生活に備えた

訓練及び啓発活動等の地域防災活動を促進するために、協議会に対して助成金を交

付します。 

（４）自主防災組織の防災資器材の備蓄場所の確保 
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   区は、防災資器材の備蓄場所を確保できない自主防災組織に対して、可能な限り

備蓄場所の確保に協力します。 

（５）自主防災組織等への防災資器材の貸出し 

区は、市内で活動する自主防災組織、町内会、自治会その他市長が認める団体が

実施する防災訓練や防災知識の啓発活動等に際して、申請を受けた場合に市が所有

する防災資器材を貸し出します。 

（６）自主防災組織に対する訓練指導 

   区は、自主防災組織が実施する訓練に対し、所管業務に応じた訓練指導を実施し

ます。 

５ 自主防災組織の普及・啓発 

 区及び区自主防災組織連絡協議会は、区民及び事業所等に対し、あらゆる機会を活用

して、自主防災組織の取組・活動を広報するとともに、積極的に自主防災組織の活動に

参加するよう呼びかけるなど、広く普及・啓発を行います。 

６ 自主防災組織以外の団体への活動支援 

 区内で活動する自主防災組織以外の団体が、自助・共助の基本理念に基づき、地域防

災力の向上に資することを目的として行う防災活動を支援するため、市の施策や公益社

団法人等で行われる補助制度などの活用について周知していきます。 

                  川崎市防災関連補助・助成要綱一覧＜資料１０＞ 

第５節 防災ネットワークづくりの推進【総務企画局危機管理室、区】 

地域防災拠点を中心とした地域に密着した防災体制づくりを推進するため、避難所ご

とに自主防災組織を中心とした地域住民等によるネットワークづくりを推進します。 

１ 防災ネットワーク連絡会議・避難所運営会議の設置 

 防災ネットワークづくりのため、避難所ごとに自主防災組織のほか、ＰＴＡ、子ども

会、婦人消防隊等、様々な分野で活躍している人たちや団体を構成員とした「避難所運

営会議」の設置を推進するとともに、地域防災拠点区域内の各避難所運営会議の代表者

で構成する防災ネットワーク連絡会議の設置を推進します。 

55



防災ネットワーク一覧＜資料１１＞ 

２ 避難所運営会議

避難所の管理運営は避難所ごとに区民と区とが連携して行う必要があるため、自主防

災組織を中心に、施設管理者、ＰＴＡ等で避難所運営会議を構成し、業務についてそれ

ぞれの役割の確認を行います。また、避難所の運営を的確に行うために、各避難所運営

会議は、避難所運営マニュアル（地震災害対策編）を参考に、避難所の特性に合わせた

独自の避難所運営マニュアルを作成し、随時更新を行います。 

 また、避難所の組織体制や鍵の保管状況の確認等のため、避難所ごとに年 1回以上の

会議が開催されるように働きかけるとともに、発災時に地域の共助で避難所の開設・運

営を行えるよう避難所開設・運営訓練を推進していきます。 

 なお、被災時には、男女のニーズの違いなどにより、男女双方の視点からの配慮が必

要となることから、避難所運営会議の委員への女性の積極的な参画を推進します。 

避難所運営マニュアル（地震災害対策編）＜資料８＞ 

３ 防災ネットワーク連絡会議・避難所運営会議の活動 

防災ネットワーク連絡会議 避難所運営会議

平
常
時

構成
地域防災拠点区域内の各避難所

運営会議の代表者

自主防災組織、ＰＴＡ、子ども

会、婦人消防隊、施設管理者等

役割
各避難所運営会議の活動につい

ての協議・情報交換など

災害時の避難所運営の検討を行

い、避難所運営会議ごとに避難所

運営マニュアルを作成する。

啓発活動、避難所運営訓練など

の活動を通じて、避難所区域内に

ある自主防災組織・ＰＴＡ、子ど

も会、婦人消防隊、施設管理者等、

様々な分野で活躍している人たち

や団体を結ぶネットワークを形成

する。
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災
害
時

構成
地域防災拠点区域内の各避難所

運営会議の代表者

自主防災組織、ＰＴＡ、子ども

会、婦人消防隊、施設管理者等

役割
各避難所運営についての協議・情

報交換及び避難所間の調整など
避難所の運営

第６節 消防団の充実・強化【消防局】 

 消防団は、防災活動、応急救護活動等を消防署と連携して実施し、震災等各種災害に

よる被害の軽減を図ることを任務としていますが、発災後、地域住民による積極的な自

主防災活動が行われるためには、地域における防災の要である消防団の的確なリードが

不可欠であることから、「共助」の推進のため、次のとおり消防団の防災活動力の充実・

強化に努めます。 

１ 消防団員に対する防災教育 

 配置した救助・応急資器材を安全かつ効果的に活用できるよう、大規模災害を想定し

た実践的な各種訓練の充実を図ります。 

２ 情報伝達手段の確立 

 迅速に災害情報を伝達するため、消防団幹部等への通信手段を整備し、情報伝達手段

の確立を図ります。 

３ 救助、応急救護用資器材等の増強配置 

 発災後、地域において各消防団が円滑かつ効果的に活動できるよう、救助・応急救護

資機材の配置を図ります。 

第７節 企業防災の促進【総務企画局危機管理室、経済労働局】 

企業は、災害時の事業継続性（Business Continuity）の確保に努めるにとどまらず、

地域においては事業活動を行う地域社会の一員として、その社会的責任を果たすため、

災害発生時には、その組織力や所有する敷地、資器材等をもって、住民とともに周辺地
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域における防災活動を行うことが求められます。 

そのため、日頃から防災関係機関や地域住民、他の事業所自衛消防組織等と連携する

など、事業所及びその周辺地域の被害を軽減するための地域防災体制づくりや災害から

の早期復旧など地域社会の貢献に努めるものとします。 

１ 企業の防災対策 

事業所における被害を軽減するため、施設・設備の災害対策の実施、従業員への防災

教育・訓練の実施、防災対応、事業継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）の

策定等を推進し、防災力の向上に努めます。また、効果的な防災を推進するため、自衛

消防組織等の防災組織を編成し、発災対応に努めます。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に

係る業務に従事する企業等は、市が実施する企業等との協定締結や防災訓練等の防災施

策の実施に協力するよう努めます。 

また、不特定多数の市民を集客する施設を保有・管理する事業者等は、地震発生時に

おける施設の利用者等の安全確保や被害の拡大を防ぐため、必要な対策を講じるよう努

めます。 

なお、従業員が安心して防災対応、業務の継続ができるよう家族との安否確認体制の

整備、「最低３日間、推奨１週間」分以上の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、

トイレットペーパー等の備蓄等についても推進します。 

さらに、発災後には｢むやみに移動を開始しない｣という帰宅困難者対策の基本原則の

もとに、一定期間従業員を収容できる体制を整えます。 

（１）企業・事業所にできること 

  ア 人的被害・直接経済被害の減少 

    耐震化の推進、企業内備蓄、防災住環境の整備、臨海部等の安全対策 

  イ 被害軽減を促進する防災力の向上 

    地域における防災環境の整備、市民・行政との連携強化、防災意識の醸成 

  ウ 震災からの回復力の向上 

    初動期の混乱防止、医療救護体制の整備、避難対策の推進、災害時要援護者対

策の推進、生活安定対策の推進 

（２）減災に向けた取組例 

  ア 備品及びＯＡ機器などの転倒・落下防止 

  イ ガラスの飛散防止 

  ウ 停電時等の対策（非常用電源装置、照明器具など） 

  エ 非常用食料や飲料水の備蓄（最低３日間、推奨１週間） 

  オ 災害発生時の対応マニュアル、事業継続計画（ＢＣＰ）の作成 
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  カ 従業員やその家族との連絡方法を事前に決めておく 

  キ 避難した場所ごとの行動 

  ク 震災のレベルに応じた対策の検討 

（３）震災後の行動 

  ア 従業員一人ひとりの役割分担に基づいた行動 

  イ 初期消火や救出・救助の優先 

  ウ 正確な情報の収集 

  エ 地域と連携した応急活動 

  オ 「むやみに移動を開始しない」という基本原則の尊重 

２ 地域住民等との連携 

 企業は、地域社会の一員として、地域住民、市、他の事業所自衛消防組織等と協力し、

災害発生時に、次の事項について相互連携した災害応急活動が円滑に実施できるよう、

「川崎市防災協力事業所登録制度」等を活用し、日頃から訓練を実施するなど協調体制

づくりを進ます。 

（１）救出救護活動、応急手当等の実施に関すること。 

（２）被害情報の収集、伝達に関すること。 

（３）救出救護資器材、備蓄物資の提供に関すること。 

（４）被災者の避難収容に関すること。   

＊企業向け防災啓発冊子 「川崎市防災対策ガイドブック」 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「防災啓発」⇒「企業防災」⇒「企業向け防災啓発冊子 川崎市防災対策ガイドブッ

ク」 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000023016.html 

３ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

 企業は、個々の部署ごとの対応ではなく、組織全体の経営戦略として、災害時に可能

な限り短時間で重要な機能を再開するための対応方針を、事前に準備することが重要で

す。このため、企業がＢＣＰを策定し、同計画に基づき対策を実践し、それを改善・発

展・定着させるための継続的な取組を平時から、次のように実施します。 

① 経営者が方針を立て、 

② 計画を立案し、 
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③ 日常業務として実施・運用し、 

④ 従業員の教育・訓練を行い、 

⑤ 結果を点検・是正し、 

⑥ 経営者が見直すことを繰り返す、 

このような一連のサイクルをＢＣＰとして明確に規定、遵守することを進めます。 

４ 行政による企業防災の推進 

市は、市内企業・事業所における防災の取組を促進するため、企業・事業所に必要な

防災対策（施設・設備の災害対策、従業員・顧客の安全確保、業務継続計画（ＢＣＰ）

の策定等）について普及啓発に努め、防災意識の高揚及び取組の推進を図ります。 

また、企業の防災体制の構築を図るため、市内企業・事業所で構成された団体の代表 

者等で構成した「川崎市防災協力連絡会」において、情報や意見の交換、提案を行うと

ともに、「川崎市防災協力事業所登録制度」の運用や地域住民への広報を通じて、企業

と地域住民等との連携強化を促進し、地域防災力の向上を図ります。 

５ 川崎駅周辺消防サポートチーム 

川崎駅周辺の１４商業施設は災害時の相互支援体制整備のため、平成２４年１１月に

川崎駅周辺消防サポートチームを結成しています。 

 参加施設の従業員は、いずれかの施設で災害が発生した時、消防の現地本部からの依

頼により、避難誘導や応急救護、通行人整理などの支援を行います。 

第８節 その他防災力の活用【総務企画局危機管理室、消防局】 

 市は、防災に関する知識及び技術を持つ市民を登録、あるいは養成し、災害時はもと

より平常時の防災に関する普及啓発活動等の指導者として活動できるよう支援します。 

１ 川崎市防災インストラクター制度 

 防災に関する知識及び技術を持つ市民を、地域での防災啓発や訓練等の指導者として、

「川崎市防災インストラクター」に登録、公表し、防災に関する正しい知識と技術の普

及を推進します。 
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２ 市民救命士等の養成 

 発災時の地域での応急手当の実施者として、また平常時においては、応急手当の普及

啓発活動の指導者として「市民救命士等」を養成し、応急手当に関する正しい知識と技

術の普及を推進します。 

第９節 地区防災計画の提案等【総務企画局危機管理室、各局室区】 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、当

該地区における防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等の自

発的な防災活動に関する計画である地区防災計画を作成し、市防災会議へ提案すること

ができます。市防災会議は、提案を受け、必要があると認めるときは、地域防災計画に

反映させるものとします。 
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第１０章 防災訓練の実施【総務企画局危機管理室、各局室区】 

 区民、企業、区及び防災関係機関等は、災害時における防災活動の円滑な実施を期す

るため、防災週間等の時節に応じた防災関連行事を活用して、それぞれの協力体制の確

立に重点を置いた防災訓練又は講習会などを実施又はこれらに参加し、防災意識の普

及・啓発と、災害に対する行動力を醸成するものとします。 

第１節 市総合防災訓練 

 九都県市、相互援助協定市、防災関係機関、地域住民、企業等と一体となって、震災

対策を中心とした総合的な防災訓練を７区輪番制で実施します。 

 ９月１日の「防災の日」を含む「防災週間」（８月３０日～９月５日）を考慮した適

切な日に市内全域を対象として実施します。 

第２節 区、防災関係機関、自主防災組織等の訓練 

 区、防災関係機関等は各機関毎に、各種防災計画・マニュアルに基づいた訓練を実施

します。 

１ 区の訓練 

 災害発生時に応急対策が迅速かつ的確に実施できるよう、区総合防災訓練、区本部設

置訓練、情報受伝達訓練等を実施します。 

 また、実地訓練のほか、地震発生を想定した災害図上訓練を実施することで、災害対

応能力や意思決定能力などを養うものとします。 

 ・区総合防災訓練 

・区災害対策本部設置訓練（災害エスノグラフィー・図上訓練） 

・情報伝達訓練（災害伝言板訓練・職員メール配信訓練） 

・職員参集訓練、総合防災情報システム研修、防災無線研修 

・初動対応職員研修 

・道路公園センターの「水防訓練」 

２ 防災関係機関の訓練 

 災害発生時に所管業務が迅速かつ的確に実施できるよう、各種防災計画・マニュアル
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等に基づいた訓練を実施します。 

３ 自主防災組織の訓練 

 「自らの生命は自ら守る。地域のことは地域で守る。」という防災の基本に即した訓

練を実施します。 

 また、実施に際しては、高齢者、障害者、外国人等のいわゆる災害時要援護者の保護

に配慮した訓練とします。 

４ 事業所等の訓練 

 災害発生時に顧客、従業員等の安全確保及び設備等の防護措置に重点を置いた訓練を、

各種防災計画・マニュアル等に基づき実施します。 

第２節 訓練の検証【総務企画局危機管理室、各局室区】 

 区及び防災関係機関等は、各種訓練の実施結果を踏まえて、地域防災計画や各機関等

で作成する防災計画及び各種マニュアル等を検証するとともに、必要に応じて体制等を

改善し、防災対応力の向上を図るものとします。 
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第１１章 災害ボランティアとの連携【市民文化局、健康福祉局、総務企画局

危機管理室、まちづくり局、消防局】 

第１節 災害ボランティアの活動分野 

 災害時のボランティアは、自発的な参加により、被災者支援に関わる社会福祉活動を

行う者で、避難所運営支援や物資の配送などを行う「一般ボランティア」と、医師、看

護師、通訳などそれぞれの専門的な知識、資格、技能、などを要する「専門ボランティ

ア」に区分されます。 

１ 一般ボランティア 

 専門的技能を必要としない、自己完結による支援を基本とする一般のボランティアで、

区あるいは社会福祉法人川崎市社会福祉協議会（以下「市社会福祉協議会」という。）・

区社会福祉協議会及び公益財団法人かわさき市民活動センター（以下「市民活動センタ

ー」という。）等を通じて全般的な活動を地域において行います。 

２ 専門ボランティア 

（１）医療ボランティア 

   医師、看護師等の医療従事者をはじめとするボランティアで、被災住民に対して

医療活動を行います。 

（２）消防ボランティア 

   消防活動等に関する知識と経験を有する元消防職（団）員や婦人消防隊員等で構

成されるボランティアで、各消防署を通じて、平時の防災啓発のほか、災害時の消

防活動の支援等を行います。 

（３）応急危険度判定ボランティア 

   応急危険度判定に関する知識を有するボランティアで、余震等による建物の倒壊

などの二次災害を防止するため、まちづくり局を通じて市職員の行政判定士である

コーディネーターの指示により、被災した一般建築物の応急危険度判定を行います。 

（４）外国語ボランティア 

   外国語の翻訳や通訳能力を有するボランティアで、公益財団法人川崎市国際交流

協会を通じて、被災した外国人等への被災地域に関する広報・広聴活動、避難所・

コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）等での通訳・翻訳活動を行います。 

（５）介護ボランティア 

   様々な原因により介護・介助が必要となる災害時要援護者等に対する支援が行え

64



るボランティアで、健康福祉局を通じて活動を行います。 

（６）動物救援ボランティア 

   獣医師やかわさき犬・猫愛護ボランティア等をはじめとする動物救援ボランティ

アで、健康福祉局と公益社団法人川崎市獣医師会等と連携して被災動物の救援活動

を行います。 

（７）その他専門ボランティア 

   一定の知識や経験、資格等を有するボランティアで、被災地のニーズに応じて、

市関係局、市社会福祉協議会・区社会福祉協議会等を通じて被災地及び被災住民の

支援活動を行いっます。 

第２節 災害ボランティアの活動支援のための環境整備 

 市及び防災関係機関等は、それぞれの災害対応業務に係るボランティアの育成に努め、

活動環境を整備し、各ボランティア相互の連携体制の構築に努めます。 
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第１２章 災害時要配慮者対策【総務企画局危機管理室、健康福祉局、総務企

画局庶務課、市民文化局、こども未来局、区、消防局】 

災害時要配慮者（以下「要配慮者」という。）とは、高齢者、障害者、外国人、乳幼

児、妊産婦その他の防災施策及び災害時に配慮を要する人々をいう。このうち、災害時

に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難す

るなどの災害時の一連の行動をとることに支援を要する人々を災害時要援護者といい

ます。 

注）ここでいう「災害時要援護者」とは災害対策基本法第 49 条の 10 に定める

「避難行動要支援者」と同義とし、その対象範囲については、災害時要援護者

避難支援制度に登録した者（以下「避難支援制度登録者」という。）と併せて、

要介護度３～５及び身体障害者手帳１級～４級（４級は肢体不自由を除く）、

知的障害程度中度～最重度、精神障害等級１級～２級の範囲とします。 

 区では、要配慮者に対し、行政機関と社会福祉機関、自主防災組織、消防団、自治会・

町内会、地域住民及び企業等との協力・連携により、支援体制の整備を推進するものと

します。 

第１節 社会福祉施設等における対策【健康福祉局、こども未来局】 

 社会福祉施設等には、高齢者、障害者等が多数入所・通所しており、通常、施設が備

えるべき防災対策の他に要配慮者（特に災害時要援護者）に対して、施設のもつ専門性

等を効果的に活用できるよう、充分な事前対策が必要とされます。 

１ 防災計画の策定 

 社会福祉施設等においては、災害発生時に在宅の災害時要援護者に対する的確な避

難・誘導等の安全措置を講じることができるよう、職員の役割や情報連絡体制、避難救

護体制等を確立し、防災計画を策定するものとします。 

２ 防災設備等の整備 

 社会福祉施設等においては、耐震性の向上、防災設備の整備・点検に努めるほか、災

害発生時に在宅の災害時要援護者に対する迅速かつ的確な対応を行うため、非常用発電

設備、給水タンク、食料・医薬品の備蓄、災害時優先電話やＭＣＡ無線機等の整備を図

るものとします。 

 また、保育所においては、保護者等による引取りまでの間、適切に園児を保護するた
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め、災害時に必要となる物品の備蓄に努めるものとします。 

３ 防災教育・訓練の実施 

 社会福祉施設等においては、災害発生時に的確な行動がとれるよう、施設の実態に応

じた訓練を行うほか、定期的に地域住民と連携した訓練を実施するものとします。 

 また、防災週間や防災関連行事を通じ、震災等についての基礎的な知識や、災害時に

とるべき行動等の習得に努めるものとします。 

４ 地域との連携強化 

 社会福祉施設等の入所・通所者には、自力で避難することが困難で、介助が必要な者

も多いことから、迅速かつ安全に避難するためには地域住民等の協力が不可欠です。そ

のため、近隣の町内会・自治会、自主防災組織等と平常時から連携・協力関係を築き、

地域の協力による防災体制を推進するものとします。 

第２節 地域と連携した共助体制の確保【総務企画局危機管理室、健康福祉局】 

 災害発生時に要配慮者を守るには、日頃から行政、自主防災組織、地域住民等が連携

して支援体制を構築することが必要であり、積極的に協力関係を築くとともに、要配慮

者に配慮したきめ細かな防災対策の整備を推進します。 

１ 自主防災組織及び地域住民に対する啓発 

 区は、自主防災組織及び地域住民等に対して、要配慮者に関する知識の普及・啓発を

行い、理解を高めるようにします。 

２ 要配慮者に配慮した備蓄等の実施 

 市は、食料・飲料水及び生活必需品等の備蓄に際して、要配慮者に配慮した備蓄品目

を検討し備蓄をするほか、関係団体、企業等からの物資供給のための体制づくりを推進

するものとします。 

（具体的検討品目 おかゆ、紙おむつ、杖、車椅子、ポータブルトイレ、簡易ベッド、

ストマ装具他） 
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３ 防災訓練への参加 

 区は、自主防災組織及び地域住民等と要配慮者がお互いに災害時の対応の流れを確認

し、災害発生時に円滑な避難支援が行われるよう、要配慮者に対して防災訓練への積極

的な参加を呼びかけます。 

４ 家庭や地域での防災対策の推進 

 区は、ひとり暮らし高齢者世帯、寝たきり高齢者世帯及び障害者等の安全確保を図る

ため、防災器具や防災製品の普及の推進を図ります。 

 また、日頃から、町内会・自治会、自主防災組織、地域住民、社会福祉機関等が相互

に連携して、在宅の災害時要援護者に対する支援体制を確立します。 

第３節 迅速な避難支援体制の整備【総務企画局危機管理室、健康福祉局、区、消防局】 

 災害時において、要配慮者（特に災害時要援護者）が正しい情報や支援を得て、適切

な行動がとれるようにするため、自主防災組織や地域住民等の協力、連携体制を平常時

から確立します。 

在宅の災害時要援護者を適切に支援するためには、支援を必要とする災害時要援護者

の状況を迅速かつ正確に把握することが重要です。そのため、区は、災害時要援護者の

身体及び生命の保護を目的として、災害時の迅速な避難方法や情報伝達体制を構築する

とともに、関係機関や住民の役割等を定める「区災害時要援護者避難計画」を作成しま

す。 

また、市は、災害時要援護者、避難支援者に対し、迅速かつ正確な情報の伝達体制を

整備します。 

１ 災害時要援護者避難支援制度【総務企画局危機管理室、健康福祉局、区】 

地域の共助による災害時要援護者の避難支援体制づくりを推進するため、市は、要配

慮者の内、支援希望の申込みによって次に掲げる情報が記載された避難支援制度登録者

名簿を作成し、平常時からこの名簿情報を支援組織である町内会・自治会、自主防災組

織、民生委員児童委員等の地域の支援組織に配布します。 

 支援組織及び支援者は、避難支援制度登録者名簿に関する情報の適正な管理に細心の

注意を払いながら、あらかじめ平常時から避難支援制度登録者との面談を通じて身体等

の状況を把握するとともに、情報伝達手段や避難支援の方法等について確認した上で、

避難支援者の確保や、避難誘導訓練の実施等を通じ、円滑な避難支援が行えるよう努め
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るものとします。また、災害時には支援者自身と家族の安全を確保した上で、災害情報

の伝達や的確な避難誘導を行うものとします。 

情

報

１ 氏名 

２ 生年月日 

３ 性別 

４ 住所又は居所 

５ 電話番号その他の連絡先

６ 避難支援等を必要とする理由

７ その他避難支援等の実施に関し、必要と認める事項 

２ 災害時要援護者情報の活用【健康福祉局庶務課、区】 

 健康福祉局及び区は、平常時から災害時要援護者情報（避難支援制度登録者及び要介

護度３～５及び身体障害者手帳１級～４級（４級は肢体不自由を除く）、知的障害程度

中度～最重度、精神障害等級１級～２級の者の名簿）について、福祉制度のシステム等

から把握し、定期的にこれらに該当する者の名簿を更新します。災害時には、必要に応

じて各避難所等に提供します。 

３ 公助による支援体制の整備 

（１）公助による避難支援【健康福祉局庶務課、高齢者在宅サービス課、区、消防局】 

   災害時要援護者の生命及び身体の保護を目的として、上記の名簿を区と消防署で

共有し、災害時における関係機関の連携による避難支援体制の確立を図るものとし

ます。 

   また、健康福祉局は、高齢者の実態把握についても区と連携して調査するものと

します。 

（２）高齢者及び障害者緊急通報システムの整備・拡充【健康福祉局高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽ

課、障害福祉課】 

   市は、６５歳以上のひとり暮らしの高齢者やひとり暮らしの障害者の安全を確保

するため、病気等の緊急時に通報できるシステムの整備を進めてきましたが、今後

も一層の活用を図るように努めるものとします。 

（３）ひとり暮らし等高齢者見守り事業の活用【健康福祉局高齢者在宅サービス課】 

   区は、社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、町内会・

自治会、老人クラブやボランティアと連携し、ひとり暮らし等高齢者見守り事業の

利用者に対し、災害時要援護者避難支援制度への登録を促すなど、災害時の対応に
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ついて図るものとします。 

４ 災害時における情報伝達体制の整備【総務企画局危機管理室、区】 

 市は、要配慮者（特に災害時要援護者）や支援者に対し、気象情報・災害情報等を迅

速かつ的確に伝達するため、インターネット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神

奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、防災行政無線、

Twitter 等を活用します。 

第４節 難病患者等に対する対策【健康福祉局】 

１ 難病患者・公害病健康被害被認定者対策 

 難病に関する医療機関情報と患者情報を把握することにより、難病患者の医療を確保

するとともに、公害病被認定者に対しても、区保健福祉センターを中心として支援を行

います。 

２ 人工透析患者対策 

 人工透析については、災害時においても継続して行う必要があるほか、クラッシュシ

ンドロームによる急性腎障害患者に対して行うことも必要であり、水・医薬品等の確保

も重要であるので、透析医療機関の稼働状況等の情報収集、提供により受療の確保を図

ります。 

３ その他の要配慮者対策 

 地域における妊娠後期妊産婦、出産直後の新生児・産婦、在宅重症心身障害者（児）、

医療依存度の高い療養者、アレルギー疾患を有する者等に対し、区保健福祉センターは

必要な保健指導・栄養指導を行います。 

第５節 外国人等に関する対策【総務企画局危機管理室、総務企画局庶務課、シティプ

ロモーション推進室、市民文化局人権・男女共同参画室、区】 

 国際化に伴い年々増加する外国人に対して、防災知識の普及・啓発を行い、防災行動

力の向上に努めるものとします。 
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１ 防災知識の普及・啓発 

 外国人（旅行者等の短期の訪日外国人を含む）向けに、「やさしい日本語」や６言語

による防災啓発冊子の作成のほか、避難所標識へのピクトグラム（絵文字、図形）や英

語、「やさしい日本語」の併記、防災関連行事等を通じ、災害時に必要な知識・行動の

習得を図り、外国人の防災力の向上に努めるとともに、地域住民による外国人のための

支援体制の確立を図るものとします。 

また、区内に居住する外国人市民の方々に対して防災知識の普及・啓発を行い、防災

行動力の向上に努め、災害時の被害を最小限に食い止めるために、多言語版（英語・中

国語・韓国朝鮮語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語）の「備える。かわさき」

及び防災マップ、やさしいにほんご版「そなえる。かわさき」等の防災啓発冊子を作成

しています。 

＊防災啓発広報紙 「備える。かわさき」、同 やさしい日本語版（にほんごばん）、

同 多言語版（たげんごばん） 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「防災啓発」⇒「市民啓発」⇒「備える。かわさき」⇒「備える。かわさき ※外国

（がいこく）から来（き）た 人（ひと）向（む）け」 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000023635.html 

＊川崎市 防災マップ、同 多言語版（たげんごばん） 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「防災情報」⇒「防災マップ・ハザードマップ」⇒「川崎市 防災マップ（逃げると

ころなどの地図）」  

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000036154.html 

２ 外国人等への支援体制の整備 

 公益財団法人川崎市国際交流協会と連携し、災害発生時に必要な避難所、コミュニテ

ィＦＭ（かわさきＦＭ）等に通訳ボランティアが派遣できるよう、事前にボランティア

の登録を行う等の対応を行い、通訳ボランティアの確保に努めるとともに、必要な情報

を迅速に伝達できるよう、情報伝達体制の整備を進めます。 

第６節 避難所等の対策【総務企画局危機管理室、健康福祉局、まちづくり局、教育委

員会】 

 要配慮者が生活可能な避難所の設置と整備を行い、安全な生活を送れるよう、運営管
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理に関するシステムの確立を図ります。 

１ 避難所における要配慮者受入れ体制の整備【総務企画局危機管理室、区、教育委員

会】 

 学校等の避難所において、高齢者、障害者等が健常者とともに一時的に安全を確保し、

また、外国人に対して言語や文化等の違いに配慮し、安定した避難生活を営めるよう運

営体制を構築します。 

 また、避難所に指定された公共施設にあっては、要配慮者が不安なく安全に避難生活

を送れるよう、あらかじめ多機能トイレの設置や施設内の段差解消等バリアフリー対策

に努めます。 

２ 要配慮者等の避難施設の整備【健康福祉局】 

 要配慮者の内、通常の避難所と別の空間の確保が必要な者、介助を必要とする者が、

より適切な環境のもとで避難生活を送るため、社会福祉施設等の確保に努めるとともに、

ホテル等の活用について検討を進めます。 

３ 応急仮設住宅の建設【まちづくり局】 

 応急仮設住宅の建設にあたっては、要配慮者に配慮した多様な住宅について検討しま

す。 

＊川崎市災害時要援護者避難支援制度について 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「制度・支援」⇒「災害時要援護者支援」 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-3-42-3-0-0-0-0-0-0.html 
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第１３章 混乱防止及び帰宅困難者対策【総務企画局危機管理室】 

大地震発生直後には、鉄道、バス等の交通機関の運行停止などにより、通勤・通学者、

買い物客、ビジネス客、観光客等の滞留者や帰宅困難者が大量に発生し、大きな混乱が

予想されます。また、臨海部の橋りょうやトンネルに通行支障が生じた場合、島部が孤

立化し一時的な訪問者が滞留するおそれもあります。 

膨大な数の帰宅困難者の発生が想定される期間（大地震発生直後～数日後）は、人命

救助が最優先となり、行政による支援は「救命救助」「消火活動」「避難誘導」等の応急

活動を迅速・円滑に行う必要があるため、帰宅困難者対策は、まずは「自助」・「共助」

が基本となります。国は、｢むやみに移動を開始しない｣という基本原則を徹底しており、

区も、この基本原則の周知・徹底を図るとともに、関係機関と役割分担をし、連携・協

力を行いながら次の対策を実施するものとします。 

１ 区及び関係機関の役割 

（１）区の役割 

   区は、平素から「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底を図

るとともに、徒歩帰宅者の支援拠点（災害時帰宅支援ステーション）の確保及び周

知に努めるものとします。また、帰宅困難者一時滞在施設の確保等においては、公

的・民間施設の協力を得て平常時からの指定作業に努め、帰宅困難者一時滞在施設

利用者用の飲料水や防寒シートを備蓄するとともに、駅周辺及び地下街の通路等に

ついても、歩行者等の通路を確保した上で、必要に応じて一時滞在場所として活用

していくものとします。 

（２）鉄道事業者の役割 

   鉄道事業者は、旅客及び駅利用者等の安全を確保するとともに、代替輸送手段の

確保に努めるものとします。 

（３）企業等の役割 

   企業等は、交通機関の運行停止時における従業員の職場での待機を心掛けるとと

もに、従業員、来場者等のために、安否確認体制の整備や一時収容体制の促進、食

料及び資器材等の備蓄に努めるものとします。 

（４）市民の役割 

   市民は、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認に努めるものとします。 

２ 啓発普及 

（１）区は、企業・学校等に対し、従業員、来場者、児童・生徒等を一定期間収容する
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ための食料・飲料水及び生活必需品等の備蓄や、家族を含めた安否確認等の確認体

制の整備について周知します。 

（２）区は、災害時の安否確認のためのシステム（災害用伝言ダイヤル等）が十分活用

できるよう、その啓発に努めます。 

３ 情報収集伝達体制の整備 

 市は、主要駅及び帰宅困難者一時滞在施設と連携し、優先電話の途絶に備え、鉄道運

行や道路交通情報、駅前の滞留状況、帰宅困難者一時滞在施設の開設状況、市内の災害

情報等の各種の災害情報の関係機関相互の情報連携体制を整備します。 

４ 川崎駅等周辺における対策 

 市、区、川崎駅、帰宅困難者一時滞在施設、警察、消防、商業施設等は相互に連携し

て、協議会等を設置し、災害時における駅前滞留者による混乱の抑制策や帰宅困難者へ

の支援及び安全確保に向けた対応を図ります。 

（１）市協議会による連携強化 

   川崎駅周辺地域都市再生緊急整備協議会等で、災害時における駅前滞留者による

混乱の抑制策や帰宅困難者への支援及び安全確保に向けた対応を図るとともに訓

練の実施を含め、平常時から関係機関との連携の強化に努めます。 

（２）区協議会での検討 

   東日本大震災の発生時は、家族との安否確認が取れずに帰宅を急いだケースが多

数確認されたことから、臨海部民間施設（事業所）との情報共有や情報発信の仕組

みづくり、安心して滞在できる情報取得方法について川崎区危機管理地域協議会の

部会等で検討し、川崎駅周辺の帰宅困難者抑制を図ります。また、日頃からの家族

との連絡手段の確保について周知啓発します。 

帰宅困難者の一時滞在施設一覧（川崎駅周辺及び臨海部）＜資料１２＞

74



第１４章 津波対策【総務企画局危機管理室、建設緑政局、港湾局、上下水道

局、消防局、区、横浜地方気象台、第三管区海上保安本部】 

 神奈川県が平成２４年３月に公表した津波浸水予測のうち、本市における浸水域、浸

水深の影響が大きい「慶長型地震」による津波被害を考慮し、平成２５年４月に策定し

た「川崎市臨海部防災対策計画」に基づき積極的に市及び地域の関係機関と連携、協議

し、対策を推進します。 

第１節 基本方針 

 区は市と連携し、次の津波想定のもと、４つの方針に基づき津波対策を行うものとし

ます。 

１ 区民の避難等のソフト対策と海岸保全施設の整備等のハード対策を組み合わせた

総合的な取組により、津波被害による「死者数０」を目標に対策を推進します。 

２ 最大クラスの津波（以下「Ｌ２津波」という。）と最大クラスの津波に比べて発生

頻度が高い津波（以下「Ｌ１津波」という。）の２つタイプの津波を想定して対策を

行います。 

３ Ｌ２津波に対しては、住民避難などのソフト対策を主体とした総合的防災対策によ

り、被害の減災に努めます。 

４ Ｌ１津波に対しては、防潮堤などの海岸保全施設の整備等のハード対策により津波

の市街への侵入を防ぐものとします。 

第２節 予防対策 

１ 海岸保全施設の点検・整備 

（１）防潮堤 

   防潮堤については、老朽化による機能不全を防ぐため、計画的に維持管理をし、

老朽化した施設の改修、補修を行います。 

   また、最大クラスの津波を想定した防護水準の確保を検討します。 

 説明 

Ｌ１津波 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害

をもたらす津波 

Ｌ２津波 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラス

の津波 
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（２）防潮扉 

   年数回、防潮扉の開閉作業を実施し、その異常の有無を点検し所要の措置をとる

ことと併せ、常備器具の保管状況も点検します。また、防潮扉の閉鎖までの時間を

短縮するため、順次、角落し式から引き戸式の防潮扉への改修をすすめるとともに、

開閉作業について企業との連携を強化し、迅速確実な作業態勢を確保します。 

２ 下水道施設の津波対策 

 被害想定地震である慶長型地震により、津波浸水被害が想定されている下水道施設に

おいて、浸水深に応じた耐水化・防水化・減災対策等の重層的な対策を推進し、被災時

に要求される耐津波性能（逆流防止機能、揚水機能、消毒機能）の確保に向けた対策を

進めます。 

 また、東京湾内への津波警報及び大津波警報発表時には、入江崎水処理センター及び

入江崎総合スラッジセンターを津波避難施設として利用するため、避難場所の確保や連

絡体制の整備など所要の整理を行います。 

３ 潮位観測における検潮器の機能維持 

 津波等による高潮位時においても潮位観測ができるよう検潮器の適切な維持管理を

行い、潮位観測体制を確保します。 

４ 情報伝達体制の整備 

 インターネット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神奈川データ放送、コミュニ

ティーＦＭ（かわさきＦＭ）、Twitter等を活用するとともに、臨海部の公園施設利用

者等に的確に津波警報等を伝達するため、海岸部に同報系防災行政無線屋外受信機の整

備を図ります。 

５ 防災意識の啓発 

 「海辺では“地震の次は津波”という認識を持ち、津波警報等を待たずに避難する。」

ということを原則として、防災啓発冊子、防災講演会、ぼうさい出前講座等あらゆる機

会を活用して、津波に関する正しい知識の普及啓発に努め、防災意識の高揚を図るもの

とします。 
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＊津波ハザードマップの発行について 

川崎市ホームページ⇒「くらし・手続き」⇒「緊急情報・日頃の備え」⇒「防災」 

⇒「防災情報」⇒「防災マップ・ハザードマップ」⇒「津波ハザードマップの発行につ

いて」 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000046474.html 

６ 避難体制の整備 

 国や県が公表を行った津波浸水予測図や津波被害想定等に基づき津波避難対象地域

を設定するとともに、浸水が予想される地域において津波からの避難ができるよう、津

波避難場所及び津波避難施設の確保を行います。また、津波避難対象地域及び津波避難

施設等については、津波ハザードマップの作成や、各施設等への標識、津波避難誘導看

板の設置、インターネットでの公表など、区民及び事業者へ周知します。また、津波避

難計画を必要に応じ適宜修正を行うとともに、必要な対策について検討・実施していく

ものとします。 

（１）津波避難施設の指定 

   津波から我が身を守るためには、まず津波が到達しない高台に避難することが大

原則ですが、避難のための十分な時間を確保できない場合もあることから堅固な

中・高層建物を一時的な避難のための施設として利用する避難施設を指定します。 

（２）津波避難施設の開設期間 

   東京湾内湾に大津波警報・津波警報が発表されたときから、解除されるまでとし

ます。 

７ 備蓄倉庫の設置等 

 各学校等の備蓄倉庫の整備や備蓄物資の配置について、津波による浸水を考慮した対

応を行います。 

第３節 市の活動体制 

１ 川崎市災害対策本部等の設置及び廃止基準 

 地震の発生等により川崎市災害対策本部が設置されている場合は、その体制によるも

のとします。 
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（１）設置基準 

   大津波警報、津波警報、津波注意報が発表された場合の本市の活動体制は、次の

とおりとします。 

発表された警報・注意報の種類 活動体制 

津波注意報 川崎市災害警戒体制 

津波警報 
川崎市災害対策本部 

大津波警報 

（２）廃止基準 

  ア 川崎市災害警戒体制の廃止基準 

  （ア）川崎市災害対策本部が設置されたとき。 

  （イ）津波注意報解除が発表されたとき。 

  （ウ）市域において、応急対策がおおむね完了したと認められるとき。 

  （エ）市域において、災害が発生するおそれが解消したと認められるとき。 

  イ 川崎市災害対策本部の廃止基準 

  （ア）津波警報解除又は大津波警報解除が発表されたとき。 

  （イ）市域において、応急対策がおおむね完了したと認められるとき。 

  （ウ）市域において、災害が発生するおそれが解消したと認められるとき。 

２ 構成 

（１）災害警戒体制 

   危機管理監は、通常体制を強化した災害警戒体制をとり、情報収集及び関係機関

との連絡体制を確立し、状況に応じて関係局区職員の参集を指示します。 

   また、各局区も必要に応じて警戒体制を確立します。 

（２）災害対策本部 

   津波警報又は大津波警報発表に伴う川崎市災害対策本部の構成局は原則として

第３部第１章第２節の川崎市災害対策本部体制をもって構成するものとします。 

   なお、川崎市災害対策本部の組織及び運営については、川崎市災害対策本部規程

及び川崎市災害対策本部実施要綱において定めるものとします。 
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第４節 津波警報等の発表【横浜地方気象台】 

１ 津波警報・注意報の種類 

 気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに

沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（日本近海で発生し、

緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められ

る地震については最速２分程度）を目標に、大津波警報、津波警報又は津波注意報を、

津波予報区単位で発表します。 

 この時、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表されますが、地震の規

模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模

をすぐに求めることができないため、その海域における最大の津波想定等をもとに大津

波警報、津波警報または注意報を発表します。その場合、最初に発表する大津波警報や

津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表して、非

常事態であることを伝えます。このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉

で発表した場合には、その後、地震の規模が精度よく求められた時点で大津波警報や津

波警報を更新し、予想される津波の高さも数値で発表します。 

種 類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（津波の高さ予測の区分） 

巨大地震の発

表 

大津波警

報 

予測される津波の高さが高

いところで3ｍを超える場

合 

10ｍ超（10ｍ＜予測高さ） 

10ｍ（5ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

5ｍ（3ｍ＜予想の高さ≦5ｍ） 

巨大 

津波警報 

予測される津波の高さが高

いところで1ｍを超え、3ｍ

以下の場合 

3ｍ（1ｍ＜予想高さ≦3ｍ） 高い 

津波注意

報 

予測される津波の高さが高

いところで0.2ｍ以上、1ｍ

以下の場合であって、津波

による災害のおそれがある

場合 

1ｍ（0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ） （表記しない）

（注） 

１ 津波による災害のおそれがないと予測される場合には、「津波の心配はない」旨又は

「若干の海面変動があるかも知れないが被害の心配はない」旨を、津波予測として、又は
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地震情報に付加して発表します。 

２ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「大津波警報解除」・「津

波警報解除」又は、「津波注意報解除」として速やかに通知します。 

３ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であり、津波によって潮位が上昇した高さ

をいいます。 

２ 津波予報区 

本市沿岸部が属する津波予報区は次のとおりです。 

津波予報区名称 区  域 

東京湾内湾 

千葉県（富津岬西端以北の東京湾沿岸に限る。) 

東京都（特別区に限る。) 

神奈川県（観音崎東端以北の東京湾沿岸に限る。) 

３ 津波情報 

気象庁は、大津波警報、津波警報または津波注意報を発表した場合、津波の到達予想

時刻や予想される津波の高さなど津波情報で発表します。 

津波情報の種類 内容 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想され

る津波の高さを発表します。 

各地の満潮時刻・津波の到達予想

時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達時刻を発表し

ます。 

津波観測に関する情報 
沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表しま

す。 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ及び沖合の観

測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表します。 
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４ 津波予報 

 気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容

を津波予報で発表します。 

発表される場合 内容 

津波が予想されないとき 
津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表し

ます。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想され

たとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被

害の心配はなく、特段の防災対応の必要がない

旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面変動が

継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も

継続する可能性が高いため、海に入っての作業

や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必

要である旨を発表します。 

第５節 津波警報・注意報等の受伝達 

１ 伝達系統 

 津波による被害の軽減を図るため、気象庁が発表する津波警報・注意報を、次の伝達

系統により迅速かつ正確に伝達するものとします。 
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＜津波警報・注意報の伝達系統図＞※地震及び津波に関する情報の伝達系統については第

３部参照

（放送）

地域住民 ・ 事業所等

気 象 庁（東京）

横浜地方気象台

県災害対策課

県の機関
危機管理室

市関連報道機関

ＮＨＫ報道局

在京民放各社

各警察署

各局室 各区

関東管区

警 察 局

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ FM 
（かわさきＦＭ）

㈱NTT ｿﾙｺ仙台ｾﾝﾀ 

（広報）

【県防災行政通信網】

（広報） （放送）（広報）

【総合防災情報システム、

市防災行政無線等】

【インターネット、電

子メール、緊急速報メ

ール、テレビ神奈川デ

ータ放送、同報系無

線、Twitter 等】

県警察本部
市内防災関係機関

消防庁
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２ 津波警報・注意報等の標識 

 津波警報・注意報等を鐘音及びサイレン音により伝達する場合は、原則として次によ

る。なお、鳴鐘及び吹鳴の反復は適宜とする。 

種類 鐘音 サイレン音 

大津波警報 ●－－●－－●－－● 

   （連点） 

（約３秒） 

○－－－  ○－－－ 

  （約２秒）（短音連点）

津波警報 ●－● ●－● ●－● 

   （２点） 

（約５秒） 

○－－－  ○－－－ 

     （約６秒） 

津波注意報 ●－●－●  ●－● 

 （３点と２点の班打） 

（約１０秒） 

○－－－   ○－－ 

     （約２秒） 

津波注意報解除 

大津波・津波注意報解除 ●  ●   ●－● 

（１点２個と２点との班打） 

（約１０秒）（約１分） 

○－－－   ○－－ 

     （約３秒） 

津波なし 鳴鐘、吹鳴しない。 

３ 津波警報・注意報等の伝達 

（１）住民等への情報伝達 

   住民の安全確保や二次災害の防止等を図るため、区、消防局、港湾局、総務企画

局危機管理室は、津波警報・注意報等の伝達を受けたときは、広報車、インターネ

ット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神奈川データ放送、コミュニティーＦ

Ｍ（かわさきＦＭ）、同報系無線、サイレン、巡視船等により、関係する地域住民

及び事業所等にその旨を伝達し津波注意の喚起をするとともに、海岸から離れた高

台等への避難を広報するものとします。なお、広報車による伝達の際には、津波に

よる広報車への被害が生じないよう安全を確保しながら行うものとします。 

（２）船舶等への情報伝達 

   第三管区海上保安本部（横浜海上保安部、川崎海上保安署）は、津波警報・注意
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報等が発表された場合、港内及び周辺海域の船舶等に対し、巡視船等を巡回させ情

報伝達を行うものとします。 

第６節 区及び防災関係機関等の措置 

１ 地震発生時 

 区及び防災関係機関は、地震が発生したときは、直ちに津波関連情報の収集に努める

ものとします。なお、強い地震を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときは、特に潮位の変動に留意し、必要に応じて巡回警戒を実施す

るものとします。 

２ 津波警報発表時等 

（１）市長（その補助執行機関として区長、消防局長又は消防署長）は、大津波警報、

津波警報を覚知し、津波による被害が発生するおそれがある場合は、直ちに広報車、

消防ヘリコプター、インターネット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神奈川

データ放送、同報系無線等により避難の勧告等の情報伝達を行うものとします。（第

４部第６章第２節「勧告・指示に基づく避難」参照） 

（２）港湾局長は、在港船舶に対して港外への避難を連絡するとともに、横浜海上保安

部に対して、船舶入港の制限や船舶の移動など所要の規制を要請するものとします。 

（３）港湾局長は、潮位等の情報収集に努めるとともに、津波による被害が予想される

場合は、防潮扉を閉めるなど警戒体制を強化し、関係機関への連絡を行うものとし

ます。 

（４）川崎区長及び建設緑政局長は、津波の多摩川遡上による被害が予想される場合は、

関係機関へ連絡の上、川崎河港水門の操作を行うものとします。 

（５）港湾局長は、津波による被害が発生すると判断した場合は、道路管理者及び県警

察と連絡調整を図り、川崎港海底トンネルの交通規制を要請するとともに、津波に

よる被害が切迫していると認めるときは、通行止めなどの措置を講じるものとしま

す。 

（６）港湾局長は、津波から避難する港湾関係者等に対して、川崎市港湾振興会館（川

崎マリエン）等の庁舎の一部を一時避難場所として提供するものとします。 

（７）県警察は、津波による被害が発生すると判断した場合若しくは津波による危険が

切迫していると自ら認めるときは、直ちに避難の措置を行い、安全な避難誘導を実

施するものとします。また、市長から要請があった場合は、避難の指示を実施する

ものとします。 
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（８）第三管区海上保安本部は、港外への避難を勧告するとともに、必要に応じて船舶

の入港制限、船舶の移動など所要の規制を行うものとします。 
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第１５章 高層集合住宅の震災対策【まちづくり局】 

 高層集合住宅において、一般的には耐火性や耐震性に優れ、大地震においても比較的

安全と考えられますが、地震動によりエレベーターや電気、ガス、上下水道などのライ

フラインが停止すると、高層階にお住まいの方々は上下移動が困難となり、自立生活に

大きな支障を来たすことが明らかとなっています。また、長周期地震動により高層部で

揺れが大きく、長時間揺れるなどの特有な被害が懸念されています。従って、高層集合

住宅での震災対策への取組についても、川崎市地震防災戦略における｢自助｣・｢共助｣・

｢公助」の考え方に基づき、区、区民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相

互に連携・協力していくことが基本となります。 

 そのため、区は、高層集合住宅に係る震災対策として、区民及び事業者と相互に連携・

協力しながら、ライフラインが復旧するまでの間、高層階に居住する区民が自立生活で

きるよう、高層集合住宅の震災対策として有効な施設の整備誘導を推進するための対策

を実施するものとします。 

１ 区、区民及び事業者の責務・役割 

（１）区の責務・役割 

   区は、区民及び事業者の理解と協力の下に、高層集合住宅の震災対策に関し、必

要な措置を講じ、安心して暮らすことのできる住環境の形成に資するように努める

ものとします。 

（２）区民の責務・役割 

   高層集合住宅に居住する区民は、居住する高層集合住宅の管理規約・使用細則そ

の他これらに類する規定を遵守するとともに、震災対策として整備された施設を適

正に管理することにより、安心して暮らすことのできる住環境の形成に資するよう

努めるものとします。また、家具の固定などの安全対策に努めるものとします。 

（３）事業者の責務・役割 

   事業者は、高層集合住宅の建築に当たっては、自らの責任と負担において、震災

対策に関し必要な施設の整備を図ることにより、安心して暮らすことのできる住環

境の形成に資するよう努めるものとします。 

２ 震災対策用施設の整備 

 事業者は、新たに高層集合住宅を建築しようとするときは、高層集合住宅に居住する

市民の震災対策の用に供するため、その敷地内に、次の施設の整備を行うよう努めるも

のとします。 
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 また、既存の高層集合住宅についても、次の施設の整備に努めるよう推進します。 

施設 施設を整備する目的 

防災備蓄スペース 
高層階に居住する区民が震災時の備えとして必要な備蓄品を

共同で備蓄するためのスペースとして使用する。 

防災対応トイレ 
常用の電源が復旧するまでの間、低層階に避難した区民が共同

で使用する。 

３ 普及啓発等 

（１）区は、区民が震災対策用施設の適正な維持管理に努めるよう、その旨周知します。 

（２）区は、高層集合住宅に対する震災対策用施設の整備を促進するため、必要な普及

啓発を行います。 
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第１６章 臨海部における液状化、長周期地震動対策【総務企画局危機管理室、 

港湾局、消防局、関係局】 

第１節 液状化対策 

 大規模地震の発生に伴うコンビナート地域での地盤の液状化による災害発生の防止

は、緊急の課題である次の対策を図ります。 

１ 臨港地区内における緊急輸送道路の液状化対策 

 港湾局は、震災時に耐震強化岸壁及び基幹的広域防災拠点から緊急支援物資を市内へ

輸送する際、液状化により輸送路が寸断され物資の輸送が滞ってしまわないよう、臨港

地区内の緊急輸送道路指定路線を対象に液状化対策の検討を行い、輸送路の確保を図り

ます。 

第２節 長周期地震動対策 

 本市臨海部においては、海溝部で発生する東海地震や南海トラフ地震などにより発生

する長周期地震動の影響が危惧されることから、コンビナート地域の保安対策の強化を

図るため危険物屋外タンクの長周期地震動対策を推進します。 

 消防局は、特定事業所に対し、未だ長周期地震動に伴う耐震基準を満足しない内部浮

き蓋付き特定屋外タンクについて、法令基準の改修期限に捉われることなく、危険性評

価を考慮し、できるだけ早期に「新基準」への改修を進めるよう指導します。 

 また、高層集合住宅においては、震災発生時には、エレベーター停止で起こる住民の

孤立や屋内什器類の転倒・移動などによる人的被害が想定さるため、危険性と適切な対

応方法について住民への普及・啓発を行います。 
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第３部 初動対策計画 

第１章 組織【総務企画局危機管理室】 

災害の発生に際し、区民の生命・財産等を守るため、様々な災害対策を実施し、被害

軽減に努めなければならなりません。その災害対策を迅速に行うためには、統制及び連

携を図るための組織づくりが必要であるため、次のように定めます。 

 なお、大津波警報・津波警報・津波注意報が発表されたときの活動体制については第

２部第１４章第２節において、東海地震に関連する情報の発表時及び警戒宣言発令時の

活動体制については第６部において定めます。 

第１節 川崎市災害警戒体制 

１ 設置基準等 

 市内で震度４又は５弱の地震があったときは第２章第２節に定める基準により職員

を配備して災害警戒体制を確立します。参集した職員は、情報収集を行うとともに、状

況に応じて災害応急対策活動を実施するものとします。 

２ 廃止の基準 

 災害対策本部事務局長は、次にあたる場合、災害警戒体制を廃止します。 

（１）川崎市災害対策本部が設置されたとき。 

（２）市域において、災害が発生するおそれが解消したと認められるとき。 

（３）市域において、応急対策がおおむね完了したと認められるとき。 

第２節 川崎市災害対策本部 

 地震により、大規模な被害が発生し、または発生するおそれがある場合、直ちに災害

対策を行うための組織について、次のとおり定めます。 

１ 設置基準 

 市長は、次にあたる場合、災害対策を実施するため、災害対策基本法第２３条の２の

規定に基づき、川崎市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置します。 
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（１）市内で震度５強以上の地震を観測したとき（川崎市又は気象庁が設置した計測震

度計による） 

（２）市内で地震による大規模な被害が発生し、または発生するおそれがある場合 

２ 設置場所 

 災害対策本部は、第３庁舎７階の防災センターの「災害対策本部室」及び「災害対策

本部事務局室」に設置するものとします。 

 なお、防災センターに被害が生じ、設備の応急措置等によっても機能が回復しない場

合は、多摩区役所６階の多摩防災センター等適切な場所を選定し、災害対策本部を設置

するものとします。 

３ 設置の伝達 

 災害対策本部が設置された場合、次によりその旨を伝達します。 

（１）県知事及び防災関係機関へ伝達します。 

（２）市庁舎・区庁舎等の入口に災害対策本部を設置した旨の掲示を行います。 

（３）各報道機関へ発表する。また、インターネット、電子メール、テレビ神奈川デー

タ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、防災行政無線等各種伝達手段を用い

て市民向けに発表します。 

４ 廃止の基準 

 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、次にあたる場合、災害対策本部を廃

止します。 

（１）市域において、災害が発生するおそれが解消したと認められるとき。 

（２）市域において、応急対策がおおむね完了したと認められるとき。 

５ 廃止の伝達 

 災害対策本部を廃止した場合、次によりその旨を伝達します。 

（１）県知事及び防災関係機関へ伝達します。 

（２）市庁舎・区庁舎等の入口の掲示物を撤去します。 

（３）各報道機関へ発表する。また、インターネット、電子メール、テレビ神奈川デー
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タ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、防災行政無線等各種伝達手段を用い

て市民向けに発表します。 

６ 指揮 

 災害対策本部は、本部長が指揮監督します。ただし、本部長に事故のあるとき等は、

災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）がその職務を代理します。なお、副本

部長が本部長の職務を代理する順序は、川崎市長職務代理順序に関する規則（平成 15

年規則第 17 号）に定めるところによるものとします。また、災害対策本部参与（以下

「参与」という。）は本部長及び副本部長に進言し、他の災害対策本部員（以下「本部

員」という。）に指示することができるものとします。 

７ 構成 

 災害対策本部は、本部会議、部、区本部及び本部事務局をもって構成するものとし、

災害対策本部の組織及び編成については、川崎市災害対策本部条例及び川崎市災害対策

本部規程によるものとします。 

８ 本部会議 

 災害に係わる様々な情報等から、市の災害対策活動の基本的事項について審議し、被

害の軽減に努めるため、本部長は本部会議を開催するものとします。なお、本部長は必

要に応じ、本部会議へ専門家等の出席を求め、助言を得ることができるものとします。 

（１）構成員 

  ア 本部長（市長） 

  イ 副本部長（副市長） 

  ウ 参与（病院事業管理者、教育長） 

  エ 本部員（各局室長等及び危機管理監並びに本部長が必要と認める者。なお、不

在のとき等はあらかじめ定められた職員がその職務を代理するものとします。） 

（２）所掌事務 

   本部会議において審議策定及び推進すべき事項は、次のとおりとします。 

  ア 災害対策本部の配備態勢及び廃止に関すること。 

  イ 災害対策活動の総合調整に関すること。 

  ウ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

  エ 消火又は延焼の防止に関すること。 
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  オ 被災者の救出救助に関する措置に関すること。 

  カ 医療救護に関する措置に関すること。 

  キ 食料、飲料水その他の物資の供給に関すること。 

  ク 避難所の開設及び避難者の救援に関すること。 

  ケ 警戒区域の設定及び当該区域への立入制限等に関すること。 

  コ 避難の勧告又は指示に関すること。 

  サ 災害対策関係法令の運用に関すること。 

  シ 指定地方行政機関その他の地方公共団体及び公共機関等に対する応援の要請

等に関すること。 

  ス 自衛隊の災害派遣に関すること。 

  セ その他、応援要請に関すること。 

  ソ 公用負担等に関すること。 

  タ 災害対策に要する経費の処理に関すること。 

  チ その他重要な災害対策に関すること。 

９ 区本部 

 区本部は、区本部会議の方針に基づき、区の総合的な災害対策を実施するものとしま

す。 

 なお、区本部に区本部事務局を置き、事務局長は副区長をもって充てます。 

（１）設置場所 

   区本部は、川崎区役所７階第４会議室に設置するものとします。 

（２）構成員 

  ア 区本部長（区長） 

  イ 区副本部長（副区長及び区本部長が任命した職員） 

  ウ 区本部員（区本部長が任命した職員） 

  エ 区連絡員（区本部長が任命した職員） 

  オ 区本部事務局員（区本部が任命した職員） 

  カ 区業務継続要員（区本部が任命した職員） 

（３）指揮 

   区本部は、区本部長が指揮監督するものとします。ただし、区本部長が不在のと

きは、区副本部長等のあらかじめ定められた職員がその職務を代理するものとしま

す。 
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（４）分掌事務 

  班 名 分  掌  事  務 

庶務班 1   区本部の設置及び運営に関すること 

2   区本部長命令の伝達に関すること 

3   区本部会議の庶務に関すること 

4   部内各班の連絡調整に関すること 

5   市本部、その他関係機関との連絡調整に関すること 

6   応急対策実施計画の立案及び実施に関すること 

7   警戒区域の設定に関すること 

8   避難勧告、指示に関すること 

9   区職員の動員に関すること 

10  区職員の厚生に関すること 

11  区職員安否確認及びり災状況の把握に関すること 

12  他自治体応援職員等の受入及び配備に関すること 

13  庁舎及び所管施設の管理保全に関すること 

14  所管車両の保全に関すること 

15  防災行政無線システム等の保全に関すること 

16  警察、ライフライン機関等の連絡調整に関すること 

17  緊急通行車両の手続きに関すること 

18  区本部の予算経理に関すること 

19  区災害復旧計画の策定に関すること 

20  他の班の所管に属さないこと 

21  その他特命事項に関すること 

情報班 1   気象情報及び河川情報の収集・伝達に関すること 

2   災害関連情報の収集分析及び伝達に関すること 

3   災害関連情報の記録に関すること 

4   被害状況の集約に関すること 

5   応急対策活動の集約に関すること 

6   災害関連情報の広報に関すること 

被害調査班 1   管内の被害状況の調査に関すること 

2   り災証明の発行のための判定調査に関すること 

物資・輸送班 1   物資集配拠点の設置及び運営に関すること 

2   食糧及び救援物資等の受入及び配分に関すること 

3   食糧及び救援物資等の調達に関すること 

4   不足物資等の把握に関すること 
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 5   食糧及び救援物資の輸送に関すること 

6   赤帽協同組合、その他輸送業者等の連絡調整に関すること 

7   輸送手段の確保に関すること 

避難班 1   避難所の開設に関すること 

2   一時避難所、避難所の避難者の把握及び情報提供に関すること 

3   避難所の安全確保に関すること 

4   避難所運営に係る自主防災組織との連絡調整に関すること 

5   二次災害防止に係る避難誘導に関すること 

援護班 1   要援護者のための福祉避難所の設置及び運営に関すること 

2   要援護者の安全確保に関すること 

3   要援護者の状況調査に関すること 

4   遺体安置所の設置及び運営に関すること 

5   行方不明者の把握に関すること 

6   被災者の生活相談に関すること 

7   災害救助法、災害再建支援法等の申請受付に関すること 

8   り災証明書等各種証明書の発行に関すること 

9   応急仮設住宅への入居募集に関すること 

10  災害弔慰金、災害援護資金等に関すること 

医療・衛生班 1   医療救護所の設置及び運営に関すること 

2   負傷者の医療援護に関すること 

3   医薬品、器材等の調達に関すること 

4   遺体の検案処理に関すること 

5   医師会、歯科医師会、薬剤師会等との連絡調整に関すること 

6   精神医療相談窓口の開設に関すること 

7   避難所等の巡回診療に関すること 

8   飲料水及び食糧品の衛生確保に関すること 

9   防疫用薬剤、器材の調達に関すること 

地域支援班 1   ボランティアの受入及び配備に関すること 

2   自主防災組織、ボランティア等への情報提供及び連絡調整に関す

ること 

3   自主防災組織、ボランティア等の活動状況の把握に関すること 

生涯学習班 1   所管施設の管理保全に関すること 

2   施設利用者に対する避難・誘導に関すること 

児童施設班 1   所管する児童福祉施設の被害状況の把握に関すること 

2   入所、通所児童の安全確保に関すること 

3   災害時要援護者の受入に関すること 
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4   入所者、避難者の援護に関すること 

5   所管施設の管理保全に関すること 

道路公園班 1   管内の被害状況の把握及び伝達に関すること 

2   管内の道路・橋りょう・河川・公園緑地等の被害状況の把握及び

警戒・監視に関すること 

3   管内の道路・橋りょう・河川・公園緑地等の応急対策及び復旧に

関すること 

4   障害物・放置車両の除去に関すること 

5   道路啓開の実施に関すること 

6   がけ崩れ等の応急対策の実施に関すること 

7   工事施工箇所の安全確保に関すること 

8   所管施設の保全に関すること 

9   緊急交通路、緊急輸送路にかかる警察等との調整に関すること 

10  所管施設及び工事箇所等の災害予防及び復旧に関すること 

11  公園等施設利用者に対する避難、誘導に関すること 

12  公園等施設利用者に対する情報の伝達に関すること 

大師・田島 

支所隊 

庶務班、避難班、援護班の班編成とし、それ以外の班の任務について

は、区役所が支所管内も含めた川崎区全域を所掌する。 

市税事務所隊 財政部の事務分掌に定める。 

生活環境 

事業所隊 

環境部の事務分掌に定める。 

消防署（方面

指揮本部） 

消防部の事務分掌に定める。 

（５）区本部会議 

   本部会議の決定事項に基づき、応急対策について審議し、区の総合的な災害対策

を実施するため、区本部長は区本部会議を開催するものとします。なお、区本部長

は必要に応じ、区本部会議へ専門家等の出席を求め、助言を得ることができるもの

とします。 

  ア 所掌事務 

    区本部会議において審議すべき事項は、次のとおりとします。 

  （ア）災害情報の収集及び伝達に関すること。 

  （イ）消火又は延焼の防止に関すること。 

  （ウ）被災者の救出救助に関する措置に関すること。 
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  （エ）医療救護に関する措置に関すること。 

  （オ）食料、飲料水その他の物資の供給に関すること。 

  （カ）避難所の開設及び避難者の救援に関すること。 

  （キ）緊急を要する避難の勧告又は指示に関すること。 

  （ク）区本部配備体制の緊急を要する変更に関すること。 

  （ケ）区内の災害対策活動の総合調整に関すること。 

  （コ）災害時における区内災害対策総合計画の策定に関すること。 

  （サ）その他、災害対策に必要な措置 

１０ 各部・区本部間の相互応援 

（１）目的 

   災害の状況及び応急措置の推移、また各部・区本部の業務の実態に応じて、応援

可能な部・区本部にあっては、所属する職員を、応援を必要とする部・区本部に応

援させ、災害応急対策を総合的に実施します。 

（２）応援の要請 

   各部長及び各区本部長は、所管する部又は区本部における災害対策の実施状況か

らみて必要があると認めるときは、本部長に他の部又は区本部の職員の派遣を要請

することができるものとします。 

（３）応援職員の派遣 

   本部長は、職員の参集・配備状況を勘案のうえ、職員を派遣します。 

   なお、交通部長は、市バスの運行可能状況に応じて、各営業所に参集する営業所

職員のうち市バスの運行（緊急輸送を含む。）に必要な職員以外を各避難所へ派遣

します。 

（４）派遣職員の活動 

   派遣された職員は、派遣を受けた部長又は区本部長の指揮を受けて活動します。 
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＜別表１＞     川崎市災害対策本部組織一覧

各
班

川崎市災害対策本部

本部会議

本 部 長（市　長）
副本部長（副市長）
参与（病院事業管理者）
本部員（局長等）

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班

各
班
（

道
路
公
園
班
を
除
く
）

第
２
応
援
部
（

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
）

区　本　部

  区本部長（区長）
  区副本部長（副区長等）

消
防
署
「

各
方
面
指
揮
本
部
」

第
５
応
援
部
（

議
会
局
）

第
４
応
援
部
（

人
事
委
員
会
事
務
局
）

第
３
応
援
部
（

監
査
事
務
局
）

市
税
事
務
所
隊

上
下
水
道
部
（

上
下
水
道
局
）

会
計
部
（

会
計
室
）

港
湾
部
（

港
湾
局
）

建
設
緑
政
部
（

建
設
緑
政
局
）

道
路
公
園
班

生
活
環
境
事
業
所
隊

各
班

各
班

各
班

各
班

ま
ち
づ
く
り
部
（

ま
ち
づ
く
り
局
）

健
康
福
祉
部
（

健
康
福
祉
局
）

環
境
部
（

環
境
局
）

経
済
労
働
部
（

経
済
労
働
局
）

※　区本部は、災害に対する応急活動等を実施する。その指揮・指示については、消防署は消防部、その
　他は区本部が行うものとする。
　　ただし、災害の種類、被害の程度により全市的・統一的な対応が必要な場合、関係する部が区本部と
　の連携のもとに指揮・指示する。

第
１
応
援
部
（

市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
）

教
育
部
（

教
育
委
員
会
事
務
局
）

消
防
部
「

消
防
指
揮
本
部
」

病
院
部
（

病
院
局
）

交
通
部
（

交
通
局
）

総
務
部
（

総
務
局
）

事
務
局
（

危
機
管
理
室
）

こ
ど
も
部
（

市
民
・
こ
ど
も
局
こ
ど
も
本
部
）

市
民
部
（

市
民
・
こ
ど
も
局
）

財
政
部
（

財
政
局
）

総
合
企
画
部
（

総
合
企
画
局
）
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第２章 配備【総務企画局危機管理室】 

 大規模地震が発生した際、その対応の遅れが、被害やその後の対策に大きく影響を及

ぼすものと考えられ、対応を迅速かつ効率的に行うことが必要であり、そのためには、

発災時間・時間の経過・業務内容及び状況等に応じた人員の配備を行うことが必要であ

るため、次のように定めます。 

第１節 動員区分 

 大規模な災害の発生時における迅速な初動活動は、その後の被害に大きく影響するこ

とが考えられる。その初動活動を大きく決定する、情報の収集と迅速な活動に重点を置

き、近距離在住職員の配置を考慮した動員体制を、次によりあらかじめ定めます。 

 なお、災害発生から時間の経過に伴い、本部長が効果的に災害対応等を行うため必要

と判断したときは、上記にかかわらず、本部長の指示による動員体制をとります。 

１ 勤務時間外 

 夜間・休日等、勤務時間外の発災の対応は、次のとおりとする。 

（１）動員区分及び主な活動内容 

 迅速かつ効率的な対応を行うため、動員区分を次のように定め、配置を行うこととし

ます。なお、次に掲げる職員は動員対象から除外します。 

○ 本市以外の関係機関・団体等への出向職員 

○ 被災状況を勘案し、所属長が参集が不可能と認めた職員 

○ その他本部長が認める職員 

 ※出向職員については、出向先の機関・団体等の応急活動等に従事するものとします。 

ア 本部要員（区本部関係） 

 災害時の応急活動を行う上で必要な、多角的な計画の策定・連絡・調整等を行う職員。 

参集場所･･････････区本部に参集する。 

イ 応急対策要員 
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 災害時の初動活動として、人命等に係わる必要不可欠な業務、または市民生活の維持

のために必要な業務を担う職員。 

 参集場所･･････････各職場に参集する。但し、各職場以外で活動を開始することとさ

れている職員については、あらかじめ指定された参集場所に参集

する。 

ウ 業務継続要員 

 区役所を除く各職場において、業務継続計画（震災対策編）に基づく非常時優先業務

の遂行を担う職員。 

 参集場所･･････････各職場に参集する。 

エ 避難所運営要員 

 各避難所において住民や教職員と共に避難所運営に当たる職員。 

 参集場所･･････････指定された避難所に参集する。 

オ 区本部要員 

各区役所において区本部及び同事務局を構成する職員。 

参集場所･･････････各職場に参集する。 

カ 区業務継続要員 

区役所の各職場において、業務継続計画（震災対策編）に基づく非常時優先業務の遂

行を担う職員。 

参集場所･･････････各職場に参集する。 
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２ 勤務時間内 

 勤務時間内において災害が発生した場合、市管理施設における施設の安全確認と施設

内の市民の安全確認・避難対応等の実施はもとより、勤務時間外における対応と同様に、

情報の収集等が急務になると考えられ、このような状況を考慮して、災害対策本部は、

職員等の適切な配備を計画することとします。 

（１）動員区分 

 勤務時間内に災害が発生した場合、「勤務時間外における配備体制」に準ずるものと

します。ただし、次の者は除きます。 

ア 応急対策を実施する事業所等にある者 

イ 施設にある市民（児童等）の保護等の特別の理由により、避難所へ参集できない状

態にある者 

ウ その他、災害対策本部により指定された者 

（２）活動内容 

 参集した職員は、原則として参集場所の所属長の指示に従い応急対策を実施します。 

３ 職員への周知 

 各職員へ参集場所を周知し、参集場所において参集する職員を把握するため、動員区

分に基づき、毎年、災害時職員動員名簿を作成し、各所属へ配布します。 

 また、活動内容を熟知し、災害対応の迅速化を図るため、各局（本部）室区において、

活動マニュアルを作成し、各職員に周知します。 

第２節 配備体制及び基準 

１ 平常時の体制 

 予測することができない地震の発生に対して、発災時の対応を早急に行うため、危機

管理室内に事務局を常設し、事務局内にて当直及び宿日直体制を敷き、災害発生時の対

応に備えます。 
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２ 初動時の体制 

 勤務時間外に災害が発生し、又はその恐れがある場合、本部長（市長）は、（１）の

基準に基づき職員の配備を指示します。 

 ただし、配備の基準により配備体制が明らかである場合は、緊急を要するため、災害

対策本部事務局がこれに代わり指示を行うことができるものとします。 

 なお、参集を要さない職員も、参集できる体制をとることとしますが、次に掲げる場

合は動員の対象外とします。 

○ 本市以外の関係機関・団体等への出向職員 

○ 病気等により応急活動を実施することが困難であると所属長が認めた場合 

○ その他市長が認めた場合 

102



（１）配備体制及び基準 

基    準 配備区分 参  集 

市内で震度４の地震があった時 指示を受けた 

・区本部要員 

・区業務継続要員 

・応急対策要員 

・避難所運営要員 

指示により、川崎

区役所等に参集 

市内で震度５弱の地震があった時 ・予め指定された 

区本部要員 

川崎区役所等に自

動参集 

指示を受けた 

・区本部要員 

・区業務継続要員 

・応急対策要員 

・避難所運営要員 

指示により、川崎

区役所等に参集 

市内で震度５強以上の地震があった時 全職員 川崎区役所等に自

動参集 

東海地震に

関連する情

報発表時 

注意情報発表時 区本部要員 川崎区役所等に自

動参集 

予知情報発表時・警戒宣言

発令時 

区本部要員 

区業務継続要員 

川崎区役所等に自

動参集 

上記以外の職員 指示により、川崎

区役所等に参集 

津波警報・注

意報発表時 

津波予報区「東京湾内湾」

に津波注意報が発表され

た時 

指示を受けた 

・区本部要員 

・区業務継続要員 

指示により、川崎

区役所等に参集 

 津波予報区「東京湾内湾」

に津波警報が発表された

時 

区本部要員 

区業務継続要員 

避難所運営要員 

川崎区役所等に自

動参集 

  上記以外の職員 指示により、川崎

区役所等に参集 
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 津波予報区「東京湾内湾」

に大津波警報が発表され

た時 

全職員 川崎区役所等に自

動参集 

※ 「市内で震度○○の地震があった時」とは、市内観測所の１箇所以上で当該震度

を計測した時をいいます。 

※  なお、道路公園センターは、震度４及び５弱の地震があったときは、橋脚の点検

のため所要の人員を自動参集としています。 

   ※  平成２９年１１月１日より、気象庁により「南海トラフ地震に関連する情報」が 

発表される仕組みが運用開始されたことに伴い、当面の間、表中の「東海地震に

関連する調査情報（臨時）」は「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」に読み

替えて運用するものとします。 

（２）配備体制の伝達 

 市及び気象庁が設置した計測震度計により計測した震度から、災害対策本部事務局は、

配備体制に基づき、電子メール、電話等をもって参集指示を伝達します。 

（３）自動参集 

 自動参集基準に該当する事由が発生した場合、配備対象職員は、配備・参集指示の伝

達の有無にかかわらず、ラジオ・テレビ等の情報に基づき、あらかじめ指定されている

参集場所に速やかに参集することとします。また、参集にあたっては安全を十分に確保

した上で参集することとします。 

３ 体制の移行 

 勤務時間外の発災における体制により、配備を行った場合において、本部長は、被害

状況または、災害対策の活動状況から、人員の配備及び体制について判断し、必要があ

ると認めるときは、各区本部、部に対し、各部の体制への移行・復帰について指示する

ことができるものとします。 

 また、被害状況又は、災害対策の活動状況により、体制移行の規模を限定することも

できるものとします。 
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第３章 初動活動体制【総務企画局危機管理室】 

 地震発生時において、初動時での体制をいかに確立させるかが、その後の防災対策の

成否を決めるので、市では、本部長をはじめ、次の初動体制を執るものとします。 

 発災時間は勤務時間外に起きたことを想定し、勤務時間内の対応については各部の初

動体制に基づき活動します。 

 なお、災害対策本部が設置された際に、本部長は①市内の複数の観測点で震度６強以

上の震度が観測されたとき②市内で地震による相当程度の被害が確認又は予測された

とき③本部長が必要と認めたときのいずれかにあたる場合、業務継続計画を発動します。 

第１節 災害対策本部における各要員の初動体制

１ 区本部要員の初動体制 

 区本部要員は、地震が発生したときは、インターネット、電子メール、テレビ、ラジ

オ、ＭＣＡ等により本市の被災状況を情報収集し、あらゆる手段を用いて、直ちに区本

部へ参集するものとします。 

２ 応急対策要員の初動体制 

 応急対策要員は、地震が発生したときは、インターネット、電子メール、テレビ、ラ

ジオ等により本市の被災状況を情報収集し、あらゆる手段を用いて、直ちに指定された

事業所等へ参集するものとします。 

３ 業務継続要員の初動体制 

 業務継続要員は、地震が発生したときは、インターネット、電子メール、テレビ、ラ

ジオ等により本市の被災状況を情報収集し、あらゆる手段を用いて、直ちに通常の職場

へ参集するものとします。 

４ 避難所運営要員の初動体制 

 避難所運営要員は、地震が発生したときは、市内在住の職員にあっては自宅周辺の被

害状況等を調査し、また市外在住の職員にあってはインターネット、電子メール、テレ

ビ、ラジオ等により本市の被災状況を情報収集し、あらゆる手段を用いて、直ちに指定

された避難所に参集するものとします。 
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第２節 区本部の初動体制 

区本部が設置された場合、参集した関係職員は、直ちに川崎区役所７階第４会議室で

区本部室が機能できるよう、必要なものを準備します。 

第３節 区本部における初動対応 

 区本部における情報収集は、消防署・避難所運営要員・市災害対策本部・その他の関

係機関からの各種情報等により区本部の基本方針を決定します。 

１ 被害の全体像の把握 

２ 人的被害（死者数）の把握 

３ 火災被害の把握 

４ 建物被害の把握 

５ 避難所の状況及び対応策の検討 

６ 駅前滞留者の状況把握及び帰宅困難者一時滞在施設開設の検討 

７ 災害対策本部への要請事項の検討 
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第４章 災害情報の収集・伝達【総務企画局危機管理室、シティプロモーショ

ン推進室、区、消防局、各局室区】 

 被害状況や災害関連情報の正確かつ迅速な収集伝達を図ることにより災害応急対策

を円滑に実施し、また、区民に対し正しい災害情報を適切な時期に提供するため、有線

電話、インターネット、電子メール、緊急速報メール、総合防災情報システム（一斉通

知を含む。）、防災行政無線、Lアラート（公共コモンズ）等あらゆる通信手段を駆使し

て、通報、伝達、要請等の通信連絡を行います。 

第１節 連絡体制 

１ 気象庁からの地震関連情報等の連絡体制 

 災害が発生し、又は発生の恐れがあるときに、被害の軽減を図るため、防災関係機関、

地域住民等に気象庁からの地震関連情報等を、正確かつ迅速に伝達することが必要です。

そのため地震関連情報等に関する伝達系統は次のとおりとします。 

＜地震及び津波に関する情報の伝達系統図＞津波警報等については第２部第１４章参照

（放送）

【県防災行政通信網】

         【総合防災情報システム、市防災行政無線等】

（広報） （広報）  （広報）    （放送) 

地域住民 ・ 事業所等

気 象 庁（東京）

横浜地方気象台

県災害対策課

県警察本部 県の機関
危機管理室

市内防災関係機関

市関連報道機関

ＮＨＫ報道局

在京民放各社

各警察署

各区各局室【インターネット、電子メ

ール、緊急速報メール、テ

レビ神奈川データ放送、同

報系無線、Twitter 等】

ｺﾐｭﾆﾃｨ FM 
（かわさきＦＭ）
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２ 災害発生時の情報収集及び伝達体制 

 災害発生時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、市及び防災関係機関

等の緊密な連携のもと、災害に関する情報を的確かつ迅速に把握することが必要です。

そのため、災害発生時の情報収集及び伝達系統は次のとおりとします。また、石油コン

ビナート等特別防災区域の被害発生時の情報収集及び伝達系統は神奈川県石油コンビ

ナート等防災計画によるものとしします。 
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〔災害発生時の情報収集及び伝達系統〕 

被       害       状       況

地  域  住  民  ・  事  業  所  等

内閣府 消 防 庁

県災害対策課

危機管理室

ｱﾏﾁｭｱ無線

総合防災情報
システム、同
報系無線

総合防災情報シス

テム、市防災行政

無線、MCA

各区

移動系無線

広域避難場所
地域防災拠点(市立中学校) 

移動系無線

徒 歩

避 難 所

(市立小・中学校・高校等)

避難所運営要員
ﾀｸｼｰ無線

無線電話

各局室

市防災行政無線

消 防 無 線

水 道 無 線

港 湾 無 線

県防災行政通信網

県災害情報管理システム

ﾀｸｼｰ会社

各事務所

市内防災関係機関

広域応援機関

(自治体等) 

中央防災無線網

消防防災無線等

市防災行政無線・防災相互無線

衛星通信

中央防災

無線網

衛星通信・防災相互無線
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３ 連絡窓口 

 災害発生後の情報錯綜等の混乱を避けるため、区及び防災関係機関等は情報連絡を総

括する連絡責任者を配置するとともに、通信連絡に使用する機器を指定して窓口を統一

し、通信連絡体制の確立を図ります。 

第２節 通信の確保 

 災害時において、市及び防災関係機関等並びに地域住民との迅速な情報連絡を図るた

め、通信手段の確保が非常に重要となります。ここでは、通信の確保等について定めま

す。 

１ 連絡体制 

（１）連絡責任者の設置 

 市及び防災関係機関等においては、情報連絡に関する直接の責任者として、連絡責任

者を置きます。 

（２）習熟 

 連絡責任者のもとで通信事務を担当する者は、通信機器の的確な操作及び臨機応変な

運用が行えるよう、習熟を図ります。 

２ 通信設備の確保 

（１）一般的な通信設備 

ア 一般加入電話（市においては内線電話も含む） 

イ 電子メール 

ウ 災害時優先電話 

  東日本電信電話（株）等の通信事業者が指定する災害時優先電話は、通信規制や輻

輳時でも優先的に発信が可能であるため、発信専用の番号として使用します。また、

電話回線数が不足する場合は、速やかに臨時電話の準備を行うものとします。 
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（２）災害時の通信設備 

ア 防災行政無線設備 

  有線通信設備（以下、「有線等」という。）が途絶した場合、市が行う地震情報の伝

達、災害対策の指示等は、各種市防災行政無線を使用します。また、市防災行政無線

を使用する際には通信設備の監視、通信統制等を行い、通信の有効な活用に努めます。 

（ア）多重系防災行政無線 

   市役所庁舎と区役所庁舎等との間で、音声及びＦＡＸによる通信を行います。 

（イ）デジタル移動系防災行政無線 

   市と防災関係機関等との間、市役所庁舎と区役所庁舎、避難所等との間で、音声

による通信を行います。通信方法は、直接通信及び専用通信を優先的に利用します。

なお、一部の施設においてはＦＡＸによる通信も整備しています。 

（ウ）同報系防災行政無線 

   屋外受信機及び戸別受信機に対し、音声による一斉通報を行います。 

（エ）ＭＣＡ 

   市災害対策本部長、市災害対策副本部長、市災害対策本部事務局長、区本部長、

市災害対策本部事務局、区本部事務局等との間で、音声による通信を行います。 

（オ）衛星通信設備 

   国及び他自治体との情報連絡並びに災害映像の送受信、別途締結した災害時相互

応援協定に基づく広域応援要請等を行うため、地域衛星通信ネットワークを活用し

ます。 

（３）災害時の情報通信システム 

ア 総合防災情報システム 

  市において、各種情報の収集・蓄積・共有・受伝達・集計、災害対策の指示、広報

等を迅速かつ的確に行うため総合防災情報システムを活用します。 

３ 設備の応急措置 

 有線・無線通信機能が損傷又は停止した場合、早急な機能回復を図るための体制をと

ります。 

第３節 災害情報の収集・伝達 

 区は、震災の発生直後、所管業務に基づき情報の収集を行うとともに、情報の集約を
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図り、必要な情報を防災関係機関等に提供するものとします。 

 また、一体的な災害応急対策を実施するため、防災関係機関や防災上重要な施設の被

害状況並びに地域住民からの通報・要請等について、詳細かつ具体的に把握し、調査結

果を災害対策本部及び関係機関に対し周知します。 

１ 情報収集・伝達体制 

（１）避難所運営要員による情報収集 

   避難所運営要員は発災直後、地域の災害情報の収集を行うものとし、情報を整理

し各地域防災拠点で集約のうえ、所管する区本部に伝達を行うものとします。 

（２）防災関係機関の情報収集 

   災害対策本部への情報受伝達手段として、総合防災情報システム、有線等を使用

し、有線等が途絶した場合は、市防災行政無線等を使用するものとします。 

（３）コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）等 

   多くの市民に、市からの災害情報を伝達するため、市内をサービスエリアとする

コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）を活用します。また、広域的には「災害時等に

おける放送要請に関する協定」に基づき協定を締結する各報道機関に、放送要請を

行うものとします。 

（４）タクシー無線 

   災害発生直後の市内の被害状況の迅速な把握を行うため、神奈川県タクシー協会

川崎支部、川崎個人タクシー協同組合及び川崎第一個人タクシー協同組合に協力依

頼を行い、協会及び組合に加盟する各社が保有するタクシー無線を活用して、被害

情報の収集を図ります。 

（５）アマチュア無線 

   災害対策本部と避難所間等の情報連絡及び災害情報の収集伝達のため、川崎市ア

マチュア無線情報ネットワークに協力依頼を行い、情報受伝達網の補完を図るもの

とします。 

（６）インターネット等 

   災害対策本部、区本部、地域防災拠点、避難所間等の情報受伝達を迅速かつ的確

に行うため、総合防災情報システム及びインターネットを利用したパソコンや携帯

電話の活用を図ります。 

（７）市保有無線 

   市防災行政無線以外の各部が保有する消防用無線、港湾業務用無線等のあらゆる

通信設備を利用し、災害情報の受伝達を図るものとします。 
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２ 映像による災害情報の活用 

 災害情報の受伝達手段として映像情報は被災地の情報の客観的かつ適切な判断に寄

与するため、初動対応及び応急対策等への活用を図るものとします。 

（１）災害情報カメラ 

   市役所第３庁舎、多摩区総合庁舎、西生田中継所、市立井田病院及び川崎市港湾

振興会館（川崎マリエン）に設置している災害情報カメラからの映像情報を、災害

対策本部の大型映像画面、市総合防災情報システム等に映し出し、被害状況の把握、

応急対策活動等に活用します。 

（２）ヘリコプターテレビ電送システム映像情報 

   消防ヘリコプターに設置しているテレビ電送システムを利用し、市内上空から撮

影した映像情報を、消防局から災害対策本部等に電送し、被害状況の把握、応急対

策活動等に活用します。 

３ 異常現象発見者の通報 

（１）発見者の通報協力 

   災害が発生し、又は発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちに最

寄りの市行政機関（職員）又は警察署（官）若しくは海上保安署（官）に通報しま

す。 

   なお、石油コンビナート等災害防止法第 23 条の通報義務については、神奈川県

石油コンビナート等防災計画によるものとします。 

（２）区の処置 

   異常現象の通報を受けた区は、遅滞なく市及び関係機関に通報します。 

第４節 防災行政無線等の運用 

 市民に対する地震情報等の伝達、市及び防災関係機関等相互間の気象警報・注意報の

伝達、災害対策の指示及び要請、災害関連情報の伝達等については、市防災行政無線等

を有効に活用し運用するものとします。 

 なお、気象庁が発表する緊急地震速報の市民等への伝達については、市総合防災情報

システムと市役所庁舎、区役所庁舎等市施設の放送設備との連携を図るとともに、他の

情報通信システムの活用など効果的な伝達方法についても検討を行うものとします。 
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１ 無線設備の配置 

（１）市防災行政無線は、次の無線系をもって全体のシステムを構成します。 

  ア 多重系 

  イ デジタル移動系 

  ウ 衛星系 

  エ 同報系 

  オ テレメータ系 

  カ ＭＣＡ（財団法人移動無線センターによる運営） 

  キ アナログ移動系 

（２）無線設備全体の運用を統制するため、第３庁舎７階に無線統制局を置きます。た

だし、ＭＣＡについては財団法人移動無線センターが統制を行います。 

（３）災害による停電等に備えて、無線設備の運用に万全を期するため、発動発電機、

蓄電池等の非常用電源設備の配置を行い、重要な無線設備の使用可能時間を３日以

上確保できるよう努めます。 

２ 運用 

 市防災行政無線は、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、「川崎市防災行政無線管理

運用要綱」等に基づき、次のとおり運用します。 

（１）無線通信の手段 

  ア 多重系は、市役所、区役所、支所等との間で、音声及びファクシミリによる通

信を行います。 

  イ デジタル移動系は、市役所、区役所、支所、指定避難所、防災関係機関等との

間で、半固定型無線機、車載型無線機及び携帯型無線機により、音声、ファクシ

ミリによる通信を行います。 

  ウ 衛星系は、本市と国や他自治体との間で、音声、ファクシミリ、データ及び映

像による通信を行います。 

  エ 同報系は、屋外受信機及び戸別受信機に対し、音声による一斉通報を行います。 

  オ テレメータ系は、雨量、水位及び潮位の観測データの通信を行います。 

  カ ＭＣＡは、市災害対策本部長、市災害対策副本部長、市災害対策本部事務局長、

区本部長、市災害対策本部事務局、区本部事務局等との間で、音声による通信を

行います。 

  キ アナログ移動系は、他自治体等の応援無線局及び防災関係機関所属の無線局と

の間で、防災相互通信用無線として音声による通信を行います。詳細は、第６節
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に記載します。 

（２）運用時間 

   常時とします。 

（３）管理及び運用組織 

   無線局を統括する組織の長として、「統括管理者」及び「副統括管理者」を、ま

た、無線設備を管理する責任者として「無線管理者」を、さらに各無線局には「無

線使用管理者」をそれぞれ配置し、運用する組織として、「通信取扱責任者」及び

「通信取扱者」を無線使用管理者の下に置きます。なお、統括管理者は、総務局長

とします。 

（４）通信統制 

   災害時において、通信回線の混信、輻輳等を避けるため統括管理者は次の通信統

制を行います。ただし、ＭＣＡについては一般財団法人移動無線センターの統制に

従います。 

  ア 通話時間統制 

    通話時間は５分以内とし、必要に応じて、統制局において回線を遮断します。 

  イ 発着信統制 

    必要に応じて、統制局において市防災行政無線等の発着信を制限します。 

（５）機器使用の優先順位 

   市及び防災関係機関等は、次に示す通信設備の確保に努める。通信設備の利用は、

記載上位の設備から優先的に利用することを原則とし、障害等がある場合は、順次、

下位記載の設備とする。なお、状況により適宜２種類以上の通信設備を併せて利用

します。 

  ア 一般加入電話・内線電話 

  イ 電子メール 

  ウ 災害時優先電話 

  エ 多重系防災行政無線 

  オ デジタル移動系防災行政無線(直接通信及び専用通信を優先的に利用) 

  カ ＭＣＡ(配置場所が限られているので注意が必要) 

第５節 衛星通信の運用 

 国及び他自治体との情報受伝達並びに災害映像の送受信、他自治体との相互応援協定

に基づく応援要請を行うため、衛星通信を活用し運用するものとします。 
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１ 無線設備の配置 

 電話及びファクシミリ並びに映像の送受信が行える衛星地球局設備を市役所に配置

するとともに、各区役所、消防局及び多摩防災センターに衛星系映像受信専用装置

（TVRO)を配置します。 

２ 運用 

（１）衛星地球局の運用については、「川崎市防災行政無線管理運用規程」、「川崎市防

災行政無線管理運用要綱」等に基づき運用します。 

（２）市役所に設置する衛星地球局の通信内容は、次のとおりとします。 

   国及び他自治体との電話、ファクシミリ、データ及び映像情報の送受信 

（３）消防局に設置する受令装置等の通信内容は、次のとおりとします。 

  ア 国（消防庁）からの音声一斉指令及びファクシミリ一斉指令の受信 

  イ 市役所、国及び他自治体からの映像情報の受信 

（４）各区役所及び多摩防災センターにおける通信内容は、次のとおりとします。 

   市役所、国及び他自治体からの映像情報の受信 

第６節 災害情報の整理・報告 

 災害時における応急対策活動等で必要となる情報は、被害情報、避難情報、気象情報

等の災害情報であり、区長は速やかに各種情報の把握を行い、市長に報告します。 

１ 報告内容 

（１）被害の状況 

（２）災害応急対策の実施状況 

   避難状況、救助活動、応急措置のほか、応急対策の実施方針、動員状況等 

（３）応急対策上参考となる情報 

（４）その他必要な事項 

２ 情報の整理 

 災害応急対策を円滑に実施するため、被害等の情報は総合防災情報システムを用いて、

次により具体的に整理するものとします。 
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（１）災害の種別 

（２）災害が発生した日時 

（３）災害が発生した場所又は地域 

（４）被害の程度 

（５）災害に対してとられた措置 

（６）その他必要な事項 

３ 報告の方法 

（１）被害状況報告（速報） 

   発災直後において、被害状況の概要を全般的に把握することを目的として、迅速

性を第一に被害の有無やその程度等を概括的に収集し、逐次市長へ報告します。 

（２）被害状況報告（中間・確定報告） 

   市長の指示に基づき、逐次、発生直後の情報に加え、新たに被害状況等が判明次

第、その事項を加え中間報告します。 

   また、区長は被害の状況がすべて明らかになった時点で、最終の被害報告を行い

ます。 

第７節 地震関連情報の収集・伝達 

１ 地震関連情報 

 横浜地方気象台から、神奈川県を通じて通報される地震関連情報は、次のとおりとし

ます。（津波関連情報については第２部第 14 章に、東海地震に関連する情報については

第６部第２章に掲載します。） 

（１）地震情報 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以

上を観測した地域名（全国を 188 地

域に区分）と地震の発生時刻を速報。 
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震源に 

関する 

情報 

・震度３以上（大津波警報、津波警

報または津波注意報を発表した場合

は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を発表。 

「津波の心配がない」又は「若干

の海面変動があるかもしれないが被

害の心配はない」旨を付加。 

震源・震度 

に関する 

情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報または津波

注意報発表時 

・若干の海面変動がある場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した

場合 

地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）、震度３以上の

地域名と市町村名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点があ

る場合は、その市町村名を発表。 

各地の 

震度に 

関する 

情報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほ

か、地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点があ

る場合は、その地点名を発表。 

遠地地震 

に関する 

情報 

国内で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな地

震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）

やその規模 

（マグニチュード）を概ね 30分以

内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関し

ても記述して発表。 

その他の 

情報 
顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知

らせや地震が多発した場合の震度１

以上を観測した地震回数情報等を発

表。 

（２）地域名 

神奈川県東部 

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子

市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡（葉山町）、

高座郡（寒川町）、中郡（大磯町、二宮町） 
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神奈川県西部 

小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、足柄上郡

（中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）、足柄下郡（箱根町、真

鶴町、湯河原町）、愛甲郡（愛川町、清川村） 

（３）気象庁が震度を発表する市内の震度観測点 

２ 地震関連情報の伝達 

 県、その他の防災関係機関等から受理した地震関連情報、市で観測した震度情報等は、

総合防災情報システム、インターネット、電子メール、市防災行政無線等により直ちに

関係機関、住民等に伝達します。地震関連情報の流れは、「第１節 連絡体制」による

ものとします。また、市防災行政無線の放送基準は次の要領によるものとします。 

放送手段 手動放送 
自動放送 

（全市一斉） 

被害有無

通報区分 
被害：多数 被害：無・少 

震度４ 
(選択ボタン：全市一
斉) 
震度情報・被害情報 

震度５弱 
(選択ボタン：全市一
斉) 
震度情報、被害情報 

安全確認情報 

「ただいま、川崎市内に強

い地震がありました。火の

元や身の安全に気をつけ、

落ち着いて行動してくだ

さい。」 

震度５強 

観 測 点 

川崎川崎区宮前町※、川崎川崎区千鳥町、川崎川崎区中島、川崎幸区戸手本町、川崎中原

区小杉陣屋町※、川崎中原区小杉町、川崎高津区下作延、川崎宮前区宮前平、川崎宮前区

野川、川崎多摩区登戸、川崎麻生区万福寺、川崎麻生区片平 

（計１２か所）

※：本市以外で設置したもの 
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震度６弱以上 

(選択ボタン：緊急一斉) 
震度情報、被害情報、避難勧告及び指示、
避難所開設情報 
(地震発生後は、サイレンを使用しない) 

注意喚起情報 

「ただいま、大変強い地

震がありました。火を消し

てください。あわてて、外

に飛び出さないでくださ

い。落ち着いて行動してく

ださい。」 

津  波 

(選択ボタン：川崎区、対象地区) 

・津波注意報 

・大津波・津波警報（サイレン吹鳴：音声

＋サイレン＋音声とする） 

・津波注意報解除、警報解除 

ライフライン 
(選択ボタン：対象地区一斉) 

・「大規模事故に係る防災行政無線活用申

し合わせ」に基づく 

誤  報 

(選択ボタン：対象地区一斉) 
誤報訂正情報（自動放送の誤動作に伴う
訂正放送） 

東海地震 

予知情報 

(選択ボタン：全市一斉) 

・東海地震注意情報 

・東海地震予知情報 
・警戒宣言（サイレン吹鳴：音声＋サイレ

ン＋音声とする） 

南海トラフ地震に 

関連する情報 

(選択ボタン：全市一斉) 
・臨時情報 

第８節 広報・広聴【関係局、区】 

 地震発生後、広報及び広聴活動を積極的に実施し、救援救護対策や応急復旧対策の万

全を期するとともに、必要に応じ、収集された広域のあらゆる情報やニーズを防災関係

機関等や地域住民に情報を発信する地元密着型の地域情報ステーションを被災地近傍

に設置し、人心の安定を図るものとします。 

１ 災害広報の実施 

 地震発生後直ちに広報活動を開始し、住民に対して地震に関する正しい情報を提供す

ることにより、混乱の発生防止に努めます。 
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（１）広報事項 

ア 地震発生直後の広報 

（ア）地震・津波に関する情報 

（イ）混乱防止の呼びかけ 

（ウ）避難勧告、指示に関する事項 

（エ）出火防止の呼びかけ 

（オ）人命救助協力の呼びかけ 

（カ）被害状況 

（キ）応急対策進捗状況 

（ク）その他必要な事項 

イ その後の広報 

（ア）地震・津波に関する情報 

（イ）被害情報及び応急対策実施状況 

（ウ）生活関連情報 

  ａ ライフラインの被害と復旧の見込み 

  ｂ 物資の供給状況 

（エ）安否情報 

（オ）教育に関する情報 

（カ）医療機関の活動状況 

（キ）道路交通状況 

（ク）その他必要な事項 

（２）広報の方法 

ア ラジオ・テレビの利用 

（ア）「災害時等における放送要請に関する協定書」に基づく放送依頼 

（イ）災害時におけるスポット放送 

（ウ）市政広報番組の利用 

（エ）特別報道番組の要請 

イ 市防災行政無線の活用 

  同報系防災行政無線を活用し、音声による情報提供に努めます。 

防災行政無線機（同報系屋外受信機）設置一覧＜資料６＞

ウ コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）の活用 
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  コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）を活用し、音声による情報提供に努めます。 

エ テレビ神奈川データ放送の活用 

  テレビ神奈川の地上デジタル放送のデータ放送を活用し、文字による情報提供に努

めます。 

オ ケーブルテレビの活用 

  ケーブルテレビ事業者の情報媒体（ケーブルテレビ、インターネット網）を活用し、

文字による情報提供に努めます。 

カ インターネットの活用 

  インターネットによる「川崎市ホームページ」や「川崎市防災情報ポータルサイト」、

携帯電話による「モバイル川崎」等を活用し、文字や画像による情報提供に努めます。 

＊川崎市防災情報ポータルサイト 

川崎市ホームページ⇒「防災情報ポータルサイト」 

http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/index.shtml 

キ 電子メールの活用 

  事前に「メールニュースかわさき『防災気象情報』」に登録された、電子メールア

ドレス宛に、文字による情報提供に努めます。 

＊メールニュースかわさき 

川崎市ホームページ⇒「市政情報」⇒「広報・広聴」⇒「メールニュースかわさき」 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/50-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

ク 緊急速報メールの活用 

  携帯電話による緊急速報メールを活用し、文字による情報提供に努めます。 

ケ 広報車の活用 

（ア）災害の状況に応じて、広報車等を確保し、必要と認める地区へ派遣し広報を実施

します。 

（イ）広報車による広報は、音声のみならず、状況によっては、印刷物の配布も行いま

す。 

コ 消防ヘリコプターの活用 

  必要に応じて消防ヘリコプターの拡声装置を使用し、広報を実施します。 

サ 職員による広報 

  広報車の活動不能な地域、その他必要と認められる地域については、職員を派遣し

広報を行います。 

シ 広報印刷物等の配布 

  必要に応じて広報紙等を作成し、広報又は情報提供を行います。 
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ス 防災テレホンサービス 

  同報系無線で放送した内容については、防災テレホンサービスにより市民に提供し

ます。 

  【神奈川県内の一般電話、公衆電話及び一部のＩＰ電話】 

     ：0120-910-174（通話料無料） 

  【その他の電話】 

     ：044-245-8870（通常の通話料がかかります。） 

セ ソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用 

  Twitter 等を活用し、文字による情報提供に努めます。 

ソ L アラートの活用 

  災害時に避難勧告・避難指示などの重要情報を市民に迅速、確実に伝達するため、

報道機関等（テレビ、ラジオ等）への情報提供に、Ｌアラート（公共情報コモンズ）

を活用します。 

（３）報道機関への情報提供 

ア 災害発生後において把握した市内の被害状況については、報道機関を通じて発表し

ます。定時的に発表するもののほか、必要に応じて臨時に発表するものとします。ま

た、重大な被害が発生又は発生するおそれがあるときは、記者会見を開催し、状況説

明等を行うものとします。 

イ 報道機関から災害報道のための資料提供依頼を受けた場合は、積極的に協力するも

のとします。 

ウ 市内の被害状況等により必要に応じて、報道機関のためのプレスセンターを市役所

第３庁舎４階会見室のレイアウトを変更し、設置します。 

２ 災害広聴の実施 

 広域災害発生時において、甚大な被害が生じた場合には、人心の動揺、混乱により社

会不安のおそれがあるため、被災者の生活相談や援助業務等の広聴活動を行い、応急対

策・復旧対策に住民の要望等を反映させることとします。 

（１）実施体制 

ア 平常時の広聴機能に加え、被災者の要望等を把握するため、必要に応じて被災地の
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公共施設や避難所に、臨時相談所を設置するものとします。 

イ 臨時相談所における相談業務の担当は、関係局及び区において所管します。 

ウ 臨時相談所を設置した場合は、インターネット、電子メール、同報系無線、コミュ

ニティＦＭ（かわさきＦＭ）、広報紙等によりその旨を広報します。 

（２）要望等の処理 

ア 相談要望、苦情等を聴取し、速やかに各機関に連絡し、早期解決に努めます。 

イ 処理方法の正確性を図るため、聴取用紙等を備えます。 

ウ 区長は、臨時相談所で受けた相談要望、苦情の内容、件数、対応状況の取りまとめ

を行います。 
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第４部 応急対策計画

第１章 消防対策【消防局】

 地震発生による被害は、建築物の倒壊、がけ崩れ、道路・橋りょうの損壊等多岐にわ

たります。地震による被害の拡大を防止し、又は軽減を図るため、防災関係機関が一体

となった消防対策を定め、消防機関の指揮、調整のもとに消防活動を実施します。 

第１節 消防の組織 

１ 消防指揮本部の組織 

 川崎市災害対策本部が設置されたとき、又は消防長が必要と認めたときは、警防体制

の確立と指揮命令の徹底を期すため、消防局に消防指揮本部を、各消防署に方面指揮本

部を設置し、震災時の警防体制を確立します。 

２ 事務分掌 

 消防指揮本部及び方面指揮本部の事務分掌は、川崎市災害対策本部規程によるものと

します。 

３ 消防隊等の編成 

（１）事前計画に基づき、参集職員によって非常用消防自動車、特殊車両等による増強

隊を編成します。 

（２）地震時の同時多発火災等に対応するため、消火隊を増強します。 

４ 消防職員の動員体制 

 市域に震度「５強」以上の地震が発生したときは、次により非直職員（命令時勤務を

要しない者）の動員を行って震災警戒体制を確立し、警防活動の万全を図ります。 

（１）自主参集 

   市域に震度「５強」以上の地震を認知した非直職員は自発的に参集します。 

（２）参集場所 

   消防職員は、自らの勤務場所又は指定された場所とします。 
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第２節 警防活動 

１ 活動方針 

 地震時の警防活動は、災害発生件数、災害規模及び災害態様に応じて、消防力を効率

的に運用し、次により、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを主眼とします。 

（１）消火活動 

   火災が多発したときは、全消防力をもって消火活動を行います。 

（２）救助活動 

   火災発生件数より消防力が優位な場合は、消火活動と平行して救助活動を行いま

す。 

２ 部隊運用 

（１）地震発生後の初動時における消防隊運用は、方面指揮本部長が決定するものとし、

消防隊等の編成は、事前計画により行います。 

（２）火災が拡大し、方面指揮本部の運用では対応が困難な場合においては、消防指揮

本部長が全市的な見地から統括して消防隊の運用を行う。 

３ 情報収集伝達 

 市全域の被害状況を収集するために消防ヘリコプターに装備するヘリコプターテレ

ビ電送システムにより、被害映像を消防指揮本部及び災害対策本部に対して伝送します。

消防指揮本部、方面指揮本部は、災害対策本部及び区本部に対して収集した情報を提供

し、また必要な情報の提供を受けます。 

４ 消火活動（地震火災防ぎょ） 

 次の原則に基づき、消火活動を実施します。 

（１）攻勢防ぎょ 

   火災件数が少なく現有消防力での初動時に鎮圧できる見込みのときは、積極的な

攻勢防ぎょ活動を展開して一挙に鎮圧を図ります。 

（２）重点防ぎょ 

   事前計画に基づく消火活動優先地域を重点に防ぎょします。しかし、現有消防力
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で対応が困難な場合においては、他の区域から応援を求めると同時に、防ぎょ線を

設定して集中的な防ぎょ活動を行います。 

（３）避難路防ぎょ 

   延焼拡大して広域的に避難の必要があるときは、避難路確保に全力をあげて防ぎ

ょ活動を行い、避難者の安全を図ります。 

（４）市民優先防ぎょ 

   事業所等の火災に対しては、市街地に延焼拡大のおそれあるときに限り局部的に

防ぎょし、一般市街地の火災防ぎょ活動を優先します。 

５ 救助、救急活動 

 地震により、多数の人命被害が発生し、又はそのおそれがあるときの救助、救急活

動は、次により人命保護を迅速的確に行います。 

（１）救助活動 

   同時多数の要救助者の救助活動を行う必要があるときは、全市的に救助隊の統括

運用を行うとともに、高度救助資機材等を有効に活用し、効率的に救助活動を行い

ます。 

（２）救急活動 

   初動時の救急活動体制を確立するため、各消防署に応急救護所を開設する等、医

師又は救急救命士等によるトリアージ及び応急処置の活動を行い、医療救護所、収

容可能な医療機関及び後方医療機関への搬送を実施します。 

６ 航空活動 

 航空隊は、初動時の被害状況の把握、救助、救急、消火活動のほか、必要に応じて人

員、物資及び資機材の輸送、広報活動の調整を行い実施します。 

７ 応援消防隊等の要請 

 消防指揮本部長が本市消防力で対応困難と判断したときは、神奈川県内消防広域応 

援実施計画に基づく県消防応援隊又は、消防組織法の規定に基づく緊急消防援助隊等 

を要請します。 
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第３節 消防団 

１ 消防団指揮本部の開設 

 消防指揮本部・方面指揮本部が設置されたときは、各消防署に消防団指揮本部を開設

します。消防団指揮本部は、方面指揮本部と連携を密にし、方面指揮本部長の所轄の下

に団員を指揮統制します。 

２ 消防団員の動員体制 

 市域に震度「５強」以上の地震が発生したときは、次により消防団員の召集を行って

警防体制の強化を図り、災害活動にあたります。 

（１）自主参集 

   市域に震度「５強」以上の地震を認知した消防団員は、自発的に参集します。 

（２）参集場所 

   消防団員は、所属の器具置場又は指定された場所とします。 

３ 部隊の編成等 

 各器具置場に配備されている小型動力ポンプ付積載車及び手引動力ポンプにより消

火隊を編成します。 

４ 部隊運用 

（１）原則として、通常時の災害出場区分に従い、方面指揮本部長の所轄の下に、管轄

区域内の火災防ぎょ活動を優先します。 

（２）管轄区域外への出場は、消防指揮本部長の特命によるものとします。 

第４節 他の防災関係機関との連携 

警察、自衛隊、医療関係機関等と相互に密接な協力・連携により、消防活動を実施し

ます。 
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第５節 地域における消防対策（区民の初期行動） 

１ 消火活動 

 地震発生時等における火災については、消防団や自主防災組織等と連携し初期消火活

動を行います。 

 地震発生時等に自宅及び自宅周辺で火災が発生した場合には、まず１１９番に通報し、

消防隊が到着するまでの間は、可能な限り初期消火に努めます。 

（１）炎が天井に届くまでの数十秒間に、消火器のほかに、火を毛布で覆い水をかける、

座布団で火をたたくなど、身近なものを活用し、初期消火を行います。 

（２）天井に火が燃え移るなど、自力での消火は無理であると判断した場合には、その

場から速やかに避難します。 

（３）避難途中で付近の火災現場に遭遇した場合には、可能な範囲で消火活動に協力し

ます。 

２ 救助活動 

 地震発生等により倒壊した住宅等の中に救助を必要とする人がいる場合は、近隣住民

や自主防災組織と協力し救助活動を行います。 

（１）がれき等に埋もれている人の居場所が分かった場合、救出のため付近の人を集め

ます。 

（２）避難途中で付近の救助救出現場に遭遇した場合には、可能な範囲で救助活動に協

力します。 

３ 応急手当 

 地震発生時等においては、負傷者に対して、区民相互の協力で応急手当等を行います。 

 心肺蘇生法や止血法などの応急手当の技術を身につけるため、消防局で行っている

「市民救命士」の養成講座等に積極的に参加するなど、平常時から応急救護に対して備

えます。 
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４ 通報 

 災害の危険を察知した場合、地域の被災状況等について、各防災関係機関へ通報しま

す。 

 自宅周辺の状況に注意し、危険性のある場所等や救助を必要とする負傷者を確認した

場合は、消防署や区本部等に通報するとともに自らの安全の確保に努めます。 
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第２章 警備活動【神奈川県警察、第三管区海上保安本部】 

 警察は、大地震が発生した場合には、被害の拡大を防止するため、警備体制を早期に

確立し、警察の総力を挙げて人命の安全を第一とした迅速、的確な災害対策等を実施す

ることにより、市民の生命、身体及び財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防検

挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治安維持に万全を期することと

します。 

第１節 警察の警備体制 

１ 警備体制の確立 

（１）警察は、大地震が発生した場合には、警察本部に警察本部長を警備本部長とする

神奈川県警察災害警備本部を、市内各警察署に警察署長を警備本部長とする警察署

災害警備本部を設置して、指揮体制を確立するとともに、警察署警備本部と市は必

要に応じてお互いに要員を派遣し、協力・連携体制を強化します。 

（２）警察は、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応じて迅速・的確

な部隊運用を行います。 

２ 災害応急対策の実施 

 警察は、市及び防災関係機関等と連携して、次の対策を実施します。 

（１）情報収集・連絡 

   警察は、災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により防災関

係機関等に連絡します。 

（２）救出救助活動 

   警察は、把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊、広域緊急援助隊等の部隊を

被災地を管轄する警察署等に出動させ、市及び防災関係機関等と協力して、被災者

の救出救助活動を実施します。また、被災地を管轄する警察署長は、消防等防災関

係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する調整を行います。 

（３）広報活動 

   警察は、災害の状況、その見通し、避難措置、犯罪の予防、交通規制、人心の安

定と混乱防止のための広報活動を、市及び報道機関等と緊密な連携のもとに積極的

に実施します。 
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（４）避難指示等 

   警察官は、災害対策基本法第 61 条又は現場の状況に応じ警察官職務執行法第４

条により、避難の指示又は避難の措置を講じます。なお、避難誘導にあたっては、

高齢者、障害者、乳幼児等の災害時要援護者に十分配慮します。 

（５）津波対策 

   警察は、津波予報及び警報・注意報が発表された場合又は津波による被害が発生

するおそれがある場合は、迅速かつ正確な情報の伝達・通報並びに沿岸住民等に対

する避難の指示及び安全かつ効率的な避難誘導を行います。 

（６）交通対策 

   警察は、被災地における交通の混乱防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行わ

れるように、被災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を

制限する区域の設定や、緊急交通路の確保など必要な交通規制を実施すします。 

（７）危険物等対策 

   警察は、大規模災害発生時に、石油コンビナート等の危険物施設、火災原因とな

るおそれのある薬品を管理する施設、ボイラー施設、地下街等の危険箇所について、

速やかに、大規模な火災、有害物質の漏えい、爆発等の発生の有無の調査を行い、

状況に応じて施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導や交通規制等災害の拡大

を防止するための的確な措置を行います。 

（８）防犯対策 

   警察は、被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送

路及び集積地における混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及

びその周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行います。 

   また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、

暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に

努めます。 

（９）ボランティア等との連携 

   警察は、自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地

における各種犯罪、事故の未然防止と、被災住民等の不安除去等を目的として行わ

れるボランティア活動が円滑に行われるよう必要な支援を行います。 

（10）広域応援 

   警察は、被害規模に応じ、広域緊急援助隊等県外からの応援部隊の派遣要請を行

います。 
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第２節 海上保安庁の警備体制 

１ 第三管区海上保安本部 

 海上における治安を維持するため、警察等治安関係機関と密接な連絡を保ち、情報収

集に努めるとともに、巡視船艇による警戒、挙動不審船に対する立入り検査の実施等に

より犯罪の予防取締りにあたります。 
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第３章 交通対策【建設緑政局、総務企画局、港湾局、区、神奈川県警察、第

三管区海上保安本部】 

第１節 道路の啓開活動【建設緑政局、港湾局、総務企画局、区】 

 震災時における道路の状況次第では被災者の救助・救出・消火等の緊急活動作業に著

しい影響を及ぼします。したがって、緊急活動道路（第２部第８章参照）に指定された

路線から優先的に道路機能を復元する啓開活動を行うものとします。 

１ 道路 

 地震により道路が破損した場合、救助・救出・消火等の緊急活動に著しい影響を及ぼ

すので、地割、陥没等に対し応急措置を実施し、交通の確保を図るものとします。 

２ 橋りょう 

 地震により、橋りょうが破損、落橋した場合、緊急活動に著しい影響を及ぼすので、

仮橋の設置、補強等の応急措置を実施し、交通の確保を図るものとします。 

３ 障害物 

 地震時に倒壊した家屋、転倒落下物、及び放置自動車等によって発生する障害物は被

害の拡大、避難・消火・救助等の応急対策活動全般に著しい影響を及ぼすので、この障

害物の除去を速やかに実施します。 

４ 実施者 

 啓開活動の実施者は道路施設の管理者が行うものとします。しかしながら、国及び他

の道路管理者が管理する道路の啓開活動において要請があれば、市は速やかに協力する

ものとします。 

５ 実施方法 

（１）市が管理する道路における啓開活動は区と協議のうえ、道路管理者が速やかに実

施します。 

（２）区長は、道路、橋りょう、河川の被害状況について、被害の種類、発生日時、場
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所及び規模等を具体的かつ速やかに収集します。 

（３）応急対策の実施は、区道路公園センターが所管して行います。 

（４）作業が大規模・広域に及ぶ場合は、協定締結事業者（川崎建設業協会及び神奈川

県建設重機協同組合等）に応援を要請するものとします。 

（５）作業は、緊急的な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、事後の復旧に支障

をきたさない範囲で実施するものとします。 

６ 除去した障害物の集積場所 

 障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するものとしますが、

おおむね次の場所に集積廃棄又は保管します。なお、この場合、用地管理者等と協議し、

あらかじめ選定した場所としますが災害の状況によっては、河川敷、緑地帯等を一時使

用します。 

（１）廃棄するものについては、遊休地及び空地その他廃棄に適当な場所 

（２）保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

（３）除去した障害物が二次災害の原因にならない場所 

（４）避難活動又は避難者収容の支障とならない場所 

７ 除去した障害物の処理 

 集積場所の障害物のうち、災害廃棄物等については、「第 4 部 第 11 章 災害廃棄物

等処理計画」に基づき処理するものとします。その他の障害物については、関係機関及

び関係者と協議の上、対応を図るものとします。 

８ 資機材の整備、備蓄 

 道路、橋りょうの応急対策の実施に必要な資機材等は、次により調達、整備を図るも

のとします。 

（１）フルコン、砕石、木材、合材等の資材は、区道路公園センターにおいて備蓄しま

す。 

（２）応急復旧に備え、仮設橋りょう用資機材の調達方法を確立します。 
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第２節 車両の移動【総務企画局、建設緑政局、港湾局、区】 

 道路管理者及び港湾管理者は、自ら管理する道路において災害時に放置車両や立ち往

生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると

きは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとします。運転者がいない場合等

においては、道路管理者及び港湾管理者は、自ら車両の移動等を行うものとします。 

１ 車両等の移動命令 

 道路管理者及び港湾管理者は、災害時に放置車両や立ち往生車両が発生し、緊急通行

車両の通行を確保するため緊急の必要がある時は、対象とする区間を指定し、運転者等

に対し、車両等の移動の命令を行います。（災害対策基本法第 76 条の 6） 

２ 指定区間の周知 

 道路管理者及び港湾管理者は、車両等の移動の命令を行う区間を指定したときは、イ

ンターネット、電子メール、広報車、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミ

ュニティＦＭ、Twitter、その他の広報手段により、周知します。 

３ 道路管理者及び港湾管理者による車両等の移動 

 車両の占有者等が措置をとらない場合や燃料切れ等で措置をとることができない場

合、又は運転者がいない場合等においては、道路管理者及び港湾管理者自らが、車両等

の移動を行います。その際、やむを得ない範囲で車両等の破損、他者の土地の一時使用

及び障害物の除去をすることができるものとします。 

４ 措置に伴う損失補償 

 車両等の移動に際し、車両等の破損、他者の土地の一時使用及び障害物の除去を行っ

た場合には、道路管理者又は港湾管理者は損失の補償を行います。 

第３節 道路交通対策【神奈川県警察】 

 警察は、地震発生後、特に初期段階には、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速

に行うため、一般車両の通行禁止・制限や緊急交通路の確保など必要な交通規制を速や

かに実施し、緊急通行車両の円滑な通行の確保及び市民等の安全な避難路の確保に努め
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ます。 

１ 被災地域への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）危険防止及び混雑緩和の措置 

   大地震発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うと

ともに、必要な交通規制を迅速・的確に実施し、危険個所の表示、う回路の指示、

交通情報の収集及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のため

の措置を行います。 

（２）大地震発生時の交通規制等 

   大地震発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路状況等によって弾力的に行

う必要があり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次によ

り対応します。 

  ア 被災地等への流入抑制 

    大地震が発生した直後においては、次により避難路及び緊急交通路について優

先的にその機能の確保を図ります。 

  （ア）混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域又は通行制限区域（以

下「通行禁止区域等」という。）を設定し、交通整理又は交通規制を行います。 

  （イ）流入抑制のための交通整理又は交通規制を行う場合には、隣接都県と連絡を

取りつつ行います。 

  （ウ）高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等におけるイ

ンターチェンジ等からの流入を禁止します。 

  イ 緊急交通路確保のための交通規制 

    大地震が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生す

ることが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、

消防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の

実態を把握し、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外

の車両の通行を禁止又は制限します。 

    なお、市は踏切の遮断機が長時間にわたり降りた状態が続くことによる救急車、

消防車等の緊急車両の通行障害の解消のため、鉄道事業者に対し、鉄道の復旧見

込みを確認後、復旧の見込みが立たない場合、緊急交通路等にある踏切の開放を

要請します。 

  ウ 道路管理者等への通知 

    イによる通行の禁止又は制限を行う場合、道路管理者及び関係都県公安委員会

への通知を速やかに行います。 
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  エ 警察官の措置 

    通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害とな

ることにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあると認める

ときは、必要に応じ当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措

置命令を行い、または自ら当該措置をとります。 

２ 交通情報の収集等 

（１）交通情報の収集 

   被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施す

るため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、ヘリコプター、交通監視カ

メラ、車両感知器等を活用して、情報通行可能な道路や交通状況を迅速に把握しま

す。 

（２）交通情報の広報 

   交通規制の内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両、

航空機及び現場警察官による広報を積極的に実施します。 

   また、テレビ、ラジオ等あらゆる広報媒体を使用して周知に努めるほか、必要に

応じて市町村の協力を求めます。 

３ 緊急通行車両等の確認 

 災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法

施行令第 33 条に規定する確認標章及び緊急通行車両確認証明書の交付手続きについて

は、県知事が確認する車両を除いた車両については、県公安委員会（県警察本部交通規

制課、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通検問

所）が行います。 

第４節 海上交通安全の確保【第三管区海上保安本部】 

 第三管区海上保安本部（横浜海上保安部、川崎海上保安署）は、海上交通の安全を確

保するため、次に掲げる措置を講ずるものとします。 

１ 船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導

を行います。この場合、緊急輸送を行なう船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

２ 海難の発生及び津波による被害が発生する恐れがあると判断される場合など、船舶
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交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要に応じて船舶交通を制限し、

又は禁止するとともに、船舶の移動等の措置を講じます。 

３ 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生ず

るおそれのあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に

対し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命

じ、又は勧告します。 

４ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡

手段等、船舶の安全な運航に必要と考えられる情報について、無線等を通じ船舶への

情報提供を行います。 

５ 水路の水深に異状を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに、

応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

６ 航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じ

て応急標識の設置に努めます。 
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第４章 医療救護【健康福祉局、病院局、区】 

 震災時においては、その災害の規模によって、地域の医療機関の通常の診療能力を超

えた死傷者の発生、医療機関及び関係機関の機能低下や機能停止、情報通信網の混乱、

交通網の遮断、ライフラインの途絶、関係職員の被災等が想定されます。これに備え、

震災時における市民の医療救護活動を円滑に実施するため医療救護計画（川崎市災害時

医療救護活動マニュアル）を策定し、応急医療救護活動の万全を期すものとします。ま

た、震災時の時間経過ごとの医療ニーズへの対応をマニュアルに示すものとします。 

第１節 医療救護活動体制の整備 

１ 災害対策本部健康福祉部の役割 

 災害対策本部の指揮の下、医療救護活動については、健康福祉局長を長として健康福

祉部を設置し、国・県・他自治体・地域医療関係団体等との連絡調整に関する窓口を一

元化して対応します。 

 健康福祉部は、あらかじめ人的・物的医療資源を有している既存の医療機関を中心に、

川崎市医師会、川崎市病院協会等医療関係団体との連携を図り、医療救護班の編成・派

遣、患者搬送、患者受入調整、医薬品の確保・搬送等について、時間の経過に応じた体

制を確立します。 

また、災害時における市民の健康の確保のため、保健医療対策等の地域保健活動を行

います。 

（１） 保健医療調整本部 

第３部第１章第２節に定める災害対策本部と同じ設置基準により、健康福祉部

内に保健医療調整本部を設置します。設置場所は第３庁舎５階会議室とします。

なお、災害対策本部が多摩区役所６階の多摩防災センター等に設置された場合、

災害対策本部に近接した適切な場所を選定し、設置するものとします。 

保健医療調整本部の業務は、市内病院・各区の情報集約、病院間・区間調整の

マネジメント、県への各種報告、川崎市災害医療対策会議の招集・開催・運営等、

平時の担当業務を基本に、災害時の保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活

動に関する情報の連携、整理及び分析等の総合調整・マネジメントを行います。 

（２） 川崎市災害医療コーディネーター 

川崎市災害医療コーディネーターは、保健医療調整本部が、効果的な医療救護

体制を構築するために、収集された情報の整理、神奈川県保健医療調整本部や関

係機関（市内各機関や市外からの支援機関（DMAT（災害派遣医療チーム）、JMAT（日

本医師会災害医療チーム）、DPAT（災害派遣精神医療チーム）、日本赤十字社等、
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その他関係機関等））との調整等に関し、その専門的見地から助言等を行います。 

（３） 川崎市災害医療対策会議 

川崎市災害医療コーディネーター、関係団体等が、医療機関等の被災状況、傷

病者の発生状況等の情報を保健医療調整本部と共有し、今後の対策について検討

する会議体「川崎市災害医療対策会議」を発災直後から設置し運営します。 

２ 区本部医療・衛生班の役割 

 災害対策本部又は区本部は、保健福祉センターに、医師、歯科医師、医療従事者及び

事務職等による医療・衛生班を設置します。医療・衛生班は、原則として、区内におけ

る医療救護班・医療ボランティアの配置、医薬品等の受入、患者の区内搬送調整等を中

心とした活動を行い、必要に応じ、直接医療救護所等に出向き、情報収集及び医療救護

活動の補助を行います。区内のコーディネートに当たっては、災害復旧・復興期に至る

まで、地域の医療・被災者・生活関連情報に関するニーズを的確に把握・分析し、災害

対策本部健康福祉部及び地域医療関係団体との連携を図りながら、不均衡が生じないよ

うにします。また、災害時における市民の健康の確保のため、被災地の保健医療対策、

災害時要援護者対策、防疫対策、環境・食品衛生対策等を実施します。 

なお、被災の度合いや時間の経過に応じ、区においても災害医療対策会議を適宜開催

します。 

３ 市立病院の役割 

 市立病院は、災害時における入院患者等の安全確保を図るとともに、各病院の位置付

けに応じて、被災傷病者の応急処置を含む外来治療及び搬送される重症者等の入院を含

む受入れを行います。 

 また、医療救護活動に必要な災害用医療資材及び医薬品等の備蓄を進めます。 

４ 地域の医療関係団体との連携 

 市は、災害時の医療救護活動を効果的に実施するため、次の地域医療関係団体との協

定等に基づいた協力を要請します。 

（１）川崎市医師会 

   川崎市医師会は、各区に設置する「災害コーディネーター」が中心となり、医療

救護班を編成して各休日急患診療所等を拠点として医療救護活動を行います。 

（２）川崎市病院協会 
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   川崎市病院協会は、搬送される被災傷病者の応急処置及び入院を含む受入れ等の

医療救護活動を行います。 

（３）川崎市歯科医師会 

   川崎市歯科医師会は、各歯科保健センター及び歯科医師会館を拠点として医療救

護班を派遣して医療救護活動を行います。市歯科医師会による医療救護班は、主と

して歯科医療を要する傷病者に対する応急処置、歯科治療・衛生指導等を行うとと

もに、災害関連死予防のための口腔ケア活動を実施し、必要に応じて死体の検案に

協力します。 

（４）川崎市薬剤師会 

   川崎市薬剤師会は、災害時における医療救護活動を支援するため、救護組織を編

成して傷病者等に対する調剤・服薬指導、医薬品の仕分け・管理等及び救護活動に

必要な医薬品等の確保を行います。 

（５）川崎市看護協会 

   川崎市看護協会は、災害時看護支援ボランティアナースの派遣調整を行い、医療

救護班の編成に協力し、傷病者等に対し医療救護活動を行います。 

（６）神奈川県柔道整復師会川崎南支部 

   神奈川県柔道整復師会川崎南支部は、救護組織を編成して傷病者に対する応急救

護及び応急救護に関する衛生材料等の提供を行います。 

（７）川崎地区ケア輸送連絡会 

   川崎地区ケア輸送連絡会は、医療救護活動に必要な患者等の搬送業務を行います。 

５ 市内病院の役割 

 災害時の医療救護活動を既存の医療機関中心に行っていくに当たり、全ての市内病院

が、それぞれの特徴を最大限活かし、地域で期待される役割を果たせるよう、各病院の

規模、設備、立地等に応じ、次のレベル１から４のいずれかに位置付けます。 

 全ての市内病院は、入院患者の安全の確保を行った後、速やかに傷病者等の受入体制

を整えます。病院に傷病者が殺到するときには病院前トリアージを行い、その位置付け

に応じて、院内への受入、他院への搬送、病院支援救護所への誘導等、必要な対応を行

います。 

 なお、レベル２から４の病院について、区内に該当する病院がない、又は被災により

病院機能が回復しない場合には、近隣区で当該位置付けとなっている病院がその役割を

担う、一つの病院が複数レベルの役割を兼ねるなど、保健医療調整本部が必要な調整を

行います。そのため、隣接する区同士においては、相互連携体制を平常時から確立して

おくものとします。 
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（１）レベル１（救命救急センターを有する災害拠点病院） 

   神奈川県が指定する災害拠点病院は、主に重症・重篤な傷病者を受け入れて治療

を行うとともに、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局やＤＭＡＴ調整本部からＤＭＡＴの活

動拠点本部に指定されることがあります。その中で、救命救急センターを有する災

害拠点病院については、所在する区にとどまらず、市全体の重症外傷患者等を受け

入れることを想定し、市内の医療救護活動における最上位に位置付け、受入体制を

取るものとします。そのため、傷病者の受入調整や人的物的資源の確保等に当たっ

ては、原則として保健医療調整本部が調整を行うものとします。 

   なお、自院に収容できない重症者等は、被災地域外に搬送しますが、市外後方搬

送や広域搬送を要する場合には、原則として保健医療調整本部が、神奈川県保健医

療調整本部や市外の当該機関等と調整を行います。 

（２）レベル２（区内災害医療強化病院） 

   次のいずれかに該当する病院は、所在する区の医療救護活動の中心的立場として

位置付け、重症外傷以外の外傷、内因性重症・中等症等の患者を中心に受け入れる

ものとします。 

   ・ 救命救急センターを有しない災害拠点病院 

   ・ 神奈川県が指定する災害協力病院 

   ・ 上記のほか、その設備、規模、体制等から、区の中心となる役割を期待でき

る病院 

（３）レベル３（区内災害医療連携病院） 

   所在する区において、レベル２の病院を補佐し、中等症者及び軽症者の受入、他

院の安定した入院患者の転院受入等を担う病院として位置付けます。レベル１及び

２を除く、全ての救急告示を受けた病院が該当します。 

（４）レベル４（区内災害時支援病院） 

   所在する区又は区内の特定の地区において、レベル２及び３の病院と連携し、軽

症者の診察、他院の安定した入院患者の受入、専門医療等、主に他院の後方支援を

担う病院として位置付けます。レベル１から３に該当しない（救急告示を受けてい

ない）、全ての病院が該当します。 

市内病院の位置付け 

ﾚﾍﾞﾙ 該当する病院 
活動 

範囲 
主な役割 

1 
救命救急センターを有する災害拠

点病院 
市全体 

市全体の重症外傷患者等を受

け入れる。 

2 レベル 1以外の災害拠点病院 原則とし 区の医療救護活動の中心的立
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災害協力病院 て区 場として、重症外傷以外の外

傷、内因性重症・中等症等の

患者を中心に受け入れる。 
上記のほか、設備、規模、体制等か

ら、区の中心となる役割を期待でき

る病院 

3 
レベル 1・2 を除く全ての救急告示

病院 

原則とし

て区 

所在する区において、レベル

２の病院を補佐し、中等症者

及び軽症者の受入、他院の安

定した入院患者の転院受入等

を担う。 

4 レベル 1～3を除く全ての病院 
区又は 

地区 

所在する区又は地区におい

て、軽症者の診察、他院の安

定した入院患者の転院受入等

を行う。 

市内の災害拠点病院（平成３１年２月現在） 

医療機関名 所在地 

許可 

病 床

数 

救命 

救急 

ｾﾝﾀｰ 

神奈川 

DMAT 

指定 

川崎 

DMAT 

指定 

離着陸場 

（病院と

の距離） 

市立川崎病院 
川崎区新川

通 12－1 
713 ○ ○ ○ 

川崎病院

専用ヘリポ

ート（屋上） 

関東労災病院 
中原区木月

住吉町 1－1 
610  ○  

関東労災

病院専用ヘ

リ ポ ー ト

（屋上） 

日本医科大学

武蔵小杉病院 

中原区小杉

町 1－396 
372 ○ ○ ○ 

日本医科

大学グラン

ド（100ｍ） 

帝京大学医学

部附属溝口病院 

高津区二子 

5－1－1 
400  ○  

諏訪河川

敷（1500ｍ） 

聖マリアンナ

医科大学病院 

宮前区菅生

2－16－1 
1,208 ○ ○ ○ 

明治製菓

百合丘総合

セ ン タ ー

（1600ｍ） 

市立多摩病院 多摩区宿河 376  ○  多摩病院
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原 1－30－37 専用ヘリポ

ート（屋上） 

区内の救急告示医療機関         平成３１年２月現在 

  医療機関名 所 在 地 電話番号 

ＡＯＩ国際病院 田町 2-9-1 277-5511 

宮川病院 大師駅前 2-13-13 222-3255 

川崎協同病院 桜本 2-1-5 299-4781 

総合川崎臨港病院 中島 3-13-1 233-9336 

川崎市立川崎病院（上記重複） 新川通 12-1 233-5521 

総合新川橋病院 新川通 1-15 222-2111 

太田総合病院 日進町 1-50 244-0131 

第一病院 元木 2-7-2 344-5231 

日本鋼管病院 鋼管通 1-2-1 333-5591 

６ 診療所の役割 

 診療所においては、災害の規模、発生した時間帯等により、取りうる体制が大きく変

動することから、まず、災害発生後は速やかに自身の診療所及び従事する医師等の安否

を確認し、その状況について、川崎市医師会が導入する安否確認システム等により報告

します。 

 従事する医師等が医療救護活動を行うことが可能な場合には、川崎市医師会により編

成される医療救護班に参加し、医療救護所等において、主に軽症者への医療救護及び慢

性疾患への対応を行うことを基本とします。なお、診療所が被災を免れ、診療所を開院

する場合においては、 地域の医療資源の過不足状況、医療救護隊の編成状況等につい

て、川崎市医師会を通じて十分確認した上で決定します。 

７ 災害時情報伝達体制の整備 

 市は、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用するなど関係機関と連携し、

災害時における情報収集機能を強化します。また、市は、防災行政無線の設置を医療関

係団体へ拡充するとともに、医療関係団体の自主的な情報伝達網を活用します。 

 なお、全ての病院は、その位置付けに関わらず、「広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）」に登録し、次のとおり災害発生直後から被災状況等の入力を行うものとしま

す。病院での入力が困難な場合は、災害時優先電話、ＦＡＸ、伝令等の手段により、そ
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の旨を速やかに区本部医療・衛生班又は保健医療調整本部に報告し、代行入力を依頼し

ます。そのため、区本部医療・衛生班又は保健医療調整本部は、区内の情報収集体制を

整備するとともに、平時からＥＭＩＳの入力体制を整備するものとします。 

（１）緊急時入力（災害発生直後） 

   被災状況を速やかに確認するとともに、ＥＭＩＳの「緊急時入力」から、次の内

容について情報を発信します。 

   ア 倒壊状況 

   イ ライフライン・サプライ状況 

   ウ 患者受診状況 

   エ 職員状況 

   オ その他 

（２）詳細入力 

   続報が入り次第、ＥＭＩＳの「詳細入力」から、（１）の各項目について具体的

な情報を随時発信します。 

第２節 医療救護班等の編成・活動 

１ 市内の医療関係団体等 

（１）医療救護班の編成 

 市内の医療関係団体等は、被災現地等における傷病者の応急医療救護を行うため、次

により医療救護班を編成します。 

ア 川崎市医師会 

  川崎市医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じ、各休日急患診療所を拠点と

して医師を班長とする医療救護班（現場医療救護班、待機医療救護班、収容医療救護

班）を編成します。 

イ 地域の医療関係団体 

  川崎市歯科医師会、川崎市薬剤師会、川崎市看護協会、神奈川県柔道整復師会川崎

南支部は、災害規模等に応じて各団体の医療救護計画等に基づき会員を医療救護所等

に派遣します。 
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（２）医療救護班の出動 

ア 川崎市医師会医療救護班の出動要請 

  災害の規模及び患者の発生状況に応じ、医療救護班の出動を必要とする場合、市長

は、川崎市医師会長に出動要請を行うものとします。 

イ 川崎市医師会長等の指示による出動 

  川崎市医師会長は、突発的災害又は緊急を要する場合にあって、医療救護班の出動

について市長と協議するいとまのないときは、独自の判断に基づき医療救護班を出動

させることができるものとします。また、区医師会長は、突発的災害又は緊急を要す

る場合にあって、市医師会長の指示を受けるいとまのないときは、独自の判断に基づ

き医療救護班を出動させることができることとし、この規定は各班長にも適用します。

この場合、区医師会長又は各班長は、市医師会長にその旨を通知するものとします。

なお、各々の場合、川崎市医師会長は市長又は区長にその旨を通知するものとします。 

ウ 地域の医療関係団体への出動要請等 

  ア及びイの規定は、地域の医療関係団体へ準用します。 

（３）医療救護班の活動内容 

 医療救護班の活動は次のとおりとします。 

ア 応急医療 

イ トリアージ 

ウ 患者搬送指示 

エ 薬剤又は治療材料の支給 

オ 看護 

カ 助産救護（搬送指示） 

キ 口腔ケア 

ク 死亡の確認 

ケ 死体の検案 

２ 医療救護所の設置 

  災害対策本部健康福祉部又は区本部は、協議の上、災害の規模、傷病者の発生状況、

市内医療機関の被災状況等を勘案して、適切な場所に臨時に医療救護所を設置します。 
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○医療救護所の目的別分類 

(1) 病院機能支援型救護所（病院前トリアージ・軽症者対応救護所） 

(2) 地区臨時診療所型救護所       

(3) 避難所巡回型救護所 

（１）病院機能支援型救護所（病院前トリアージ・軽症者対応救護所） 

 各病院の診療機能を維持することを目的に、原則として病院の敷地内（入口付近）に

て、殺到する傷病者に対してトリアージを行い、併せて、軽症（緑）と区分された者を

誘導して手当を行うため設置します。 

 特に、レベル１及び２に位置付けられている各病院については、軽症者対応のための

スペースを各病院敷地内又は近接地にあらかじめ確保したり、地域の医療関係団体等と

連携した訓練を実施したりするなど、平時から病院機能支援型救護所が設置されること

を想定した準備を行っておくものとします。 

（２）地区臨時診療所型救護所 

 周辺の病院が機能しなくなった場合、又は周辺に病院がない場合の拠点として設置し

ます。 

 なお、周辺に病院がない場合の拠点として設置する場合、区本部は、当該救護所を担

当する医師等の参集体制についてあらかじめ区医師会等と協議して決めておくものと

します。また、発災時に区内で医師等の確保が困難な場合は、災害対策本部健康福祉部

に支援を要請するものとします。 

（３）避難所巡回型救護所 

 長引く避難生活の中で発生する、被災者の慢性疾患治療、健康管理等のニーズに対応

するために設置します。原則として、避難所を巡回する形式とします。 

３ 医療救護班及び医療救護所の標示 

 医療救護活動を行う医師及び職員は、原則、自団体の名称が分かるものを身に着ける

ものとし、医療救護所には、「川崎市医療救護所」の標識を掲示するものとします。 
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４ 書類の整備 

 医療救護を行うにあたっては、活動の記録、診療記録簿を整備しておくものとします。 

第３節 被災傷病者の収容医療施設 

１ 病院等の医療機関への搬送受入要請 

 災害の規模及び傷病者の発生状況に応じ、被災傷病者の搬送受入れが必要な場合、市

長は、川崎市病院協会長に迅速な対応を要請するものとします。 

２ 川崎市病院協会の対応 

 川崎市病院協会長は、市内の医療機関（川崎市病院協会及び川崎市救急告示医療機関

協会）に対し、各病院の位置付けに応じて直ちに被災傷病者等の外来治療に応ずるとと

もに、現場、避難所等から搬送される被災傷病者等の受入れに可能な限り応じるよう指

示するものとします。 

 医療機関は、搬送される被災傷病者等の収容及び診療等に応じられるよう平時から準

備を行い、即応体制を整備するものとします。 

３ 病院体制の維持・向上 

 市が各病院の位置付けを行うに当たっては、各病院の運営、施設・設備等の状況を十

分考慮しますが、各病院が、日頃から位置付け及び求められる役割を十分認識して体制

の維持・向上に努めることができるよう、市は必要な支援を行います。 

第４節 市内における医療資源等の確保 

 区は、区内の医療救護所、診療所等における医療資源の過不足状況を、ＥＭＩＳ等を

活用して速やかに把握し、備蓄によるもの等、既存の医療資源では不足が生じると認め

る場合は、直ちに市に要請を行うものとします。また、各病院においても同様に、市に

要請を行うものとします。市は、各種協定締結先等の関係機関に協力を要請するなど、

必要な措置を講ずるものとします。 
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１ 患者の搬送 

 市は、市内で発生した患者の搬送について、川崎地区ケア輸送連絡会を含む関係機関

に依頼するものとします。重症者等の搬送については、原則として消防局の救急車で実

施しますが、必要に応じ、陸路・海路・空路による搬送を関係機関に依頼するものとし

ます。 

２ 医薬品等の確保 

 市は医療救護班が使用する医薬品・医療資器材を備蓄するほか、医療機関等において

使用する医薬品等について不足が生じた場合には、川崎市薬剤師会及び市内医薬品卸会

社との協定に基づき医薬品等を調達します。なお、血液製剤について不足が生じた場合

は、神奈川県へ支援を要請するものとします。 

３ ライフラインの確保 

 市は、医療機関等の電気・ガス・水道等のライフラインの復旧について、優先的に対

応が行われるように事業者に要請し、診療行為に支障がないように供給体制を整備する

ものとします。 

４ 食料、生活必需品等の確保 

医療機関等において各施設の備蓄だけでは不足が生じた場合には、市や区へ要請を行

うものとします。市や区は、各種協定に基づき調整するなど、必要量の確保に努めるも

のとします。避難所において食料、生活必需品等に不足が生じた場合は、第４部第９章

に基づき供給体制を整備します。 

５  川崎ＤＭＡＴの派遣要請 

川崎市内において、自然災害をはじめ、都市型の局地災害が発生し、重症者２名以上

又は中等症者１０名以上の負傷者が発生若しくは発生が見込まれる場合等で、迅速に医

療機関に搬送できず、災害現場における救命処置等が必要な場合、市長は、川崎ＤＭＡ

Ｔ指定病院の長に対して川崎ＤＭＡＴの派遣を要請します。 
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第５章 応援体制【総務企画局危機管理室、市民文化局、まちづくり局、消防

局、健康福祉局、各局室区】 

 発生した震災の規模や被害状況から、国、他都県市、民間企業、各種団体等の協力が

必要と認められる場合は、災害対策基本法などの関係法令及び相互応援協定等により速

やかに協力を要請し、広域的な応援による迅速な災害対策を実施します。その際、平成

29 年７月に策定した「川崎市受援マニュアル」に基づき、円滑に外部の応援を受入れ

る体制等を整えるものとします。 

第１節 活動拠点の配置（川崎区関係） 

 警察、自衛隊、消防機関及びライフライン事業者等が宿営地、車両置き場及び資機材

置き場等として使用する活動拠点が必要になることから、市、県及び民間の施設を活用

し、配置することにより、円滑な災害対策の実施を図ります。 

 また、警察、自衛隊、消防機関及びライフライン事業者等の活動拠点は、本市を南部、

中部及び北部の３地域に区分し、各地域に配置します。 

１ 警察の活動拠点 

 警察災害派遣隊等の全国からの応援部隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営

地及び車両置き場等として利用する活動拠点を配置します。 

名   称 所 在 地 

県立川崎高校 川崎区渡田山王町２２－６ 

２ 自衛隊の活動拠点 

 自衛隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営地及び車両置き場等として利用す

る活動拠点を配置します。 

名   称 所 在 地 

川崎競馬場場内駐車場他 川崎区富士見１－５－１ 
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３ 消防機関の活動拠点 

 緊急消防援助隊等の全国からの応援部隊の活動環境を整備するため、次のとおり宿営

地及び車両置き場等として利用する活動拠点を配置します。 

 なお、消防総合訓練場は、応援部隊が進出目標とする拠点（進出拠点）とし、応援部

隊の円滑な受け入れや応援活動に必要な情報を提供する体制を整えます。 

名   称 所 在 地 

川崎富士見球技場及び周辺 川崎区富士見２－１ 

富士見球場 川崎区富士見２－１ 

４ ライフライン事業者の活動拠点 

 ライフライン事業者の活動環境を整備するため、次のとおり宿営地、車両置き場及び

資機材置き場等として利用する活動拠点を配置します。 

名   称 所 在 地 

宗教法人平間寺自動車交通安全祈祷殿駐車場 川崎区大師河原１－１－１ 

県立大師高校 川崎区四谷下町２５－１ 

５ 他都県市等からの応援の活動拠点 

 他都県市等からの医療・応急危険度判定士等の応援職員が、近隣の宿泊施設を確保で

きない場合等に、活動環境を整備するため、次のとおり活動拠点を配置します。 

６ 重症者等の後方搬送拠点 

 ヘリコプターによる災害医療拠点病院の臨時離着陸場を補完するため、次のとおり重

症者等の後方搬送拠点を配置します。 

名   称 所 在 地 

川崎競馬場１号スタンド 川崎区富士見１－５－１ 
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名   称 所 在 地 

川崎競馬場芝生広場 川崎区富士見１－５－１ 

７ 基幹的広域防災拠点 

 国は、大規模災害時に、物流に関するコントロール及び海上輸送から海上輸送、河川

舟運、陸上輸送等への中継基地や広域支援部隊等の一時集結地・ベースキャンプとして

基幹的広域防災拠点を活用します。 

名   称 所 在 地 

基幹的広域防災拠点（東扇島地区） 川崎区東扇島５８番地 

第２節 災害ボランティアの活動支援 

 市は、被災者に対する救援と被災地の復旧・復興が円滑に進むよう、関係機関・団体

等と連携を図りながら、被災者ニーズの把握やボランティア団体等への情報提供を行い

ます。また、市社会福祉協議会及び市民活動センターと協議の上、ボランティアの活動

拠点となる「川崎市災害ボランティアセンター」（川崎市災害ボランティア支援センタ

ー（支援センター）及び区災害ボランティアセンター（区センター））等を設置し、必

要な資機材の確保等に努め、必要な支援を行います。さらに、市内外を問わず、迅速に

災害ボランティアの受入体制を構築します。 

１ 一般ボランティア 

（１）市は、市社会福祉協議会及び市民活動センター等と協働して、被災者ニーズ、被

災地の状況など様々な情報の把握に努め、必要とするボランティアの活動内容、必

要人員等について情報の提供を行います。 

（２）市は、災害ボランティアの活動調整等を実施する組織の設置が必要と認めたとき

は、市社会福祉協議会及び市民活動センターと協議の上、支援センターを川崎市総

合福祉センター内に設置し、市社会福祉協議会及び市民活動センターに対し運営等

の要請を行います。また、区センターを必要な区に設置します。 
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区センター設置候補施設一覧（川崎区関係） 

区 施設名 住所 

川崎 
教育文化会館 川崎区富士見２－１－３ 

労働会館（サンピアンかわさき） 川崎区富士見２－５－２ 

２ 専門ボランティア 

（１）医療ボランティア、応急危険度判定ボランティア、介護ボランティア、動物救援

ボランティアを活用する局については、各局に市専門ボランティア本部を設置し、

被災者ニーズの把握や情報提供、派遣要請、活動場所の提供等を行います。また、

区と協働し、効果的な活動ができるよう関係機関を含め連携体制を構築します。 

（２）消防ボランティアについては、各消防署においてボランティア対応窓口を設置し、

情報及び活動場所の提供等を行います。 

（３）外国語通訳ボランティアについては、公益財団法人川崎市国際交流協会を通じて、

被災した地域の外国人等への被災地域に関する広報・広聴活動及び相談・問い合わ

せ等への対応を行います。 

（４）その他専門ボランティアについては、関係局、市社会福祉協議会、区社会福祉協

議会等と連携を図りながら、被災者ニーズの把握や情報提供、派遣要請、活動場所

の提供等を行います。 
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第６章 避難対策【総務企画局危機管理室、シティプロモーション推進室、健

康福祉局、港湾局、区、消防局、教育委員会】 

震災時には、建物倒壊、火災、崖崩れ、津波、コンビナート災害等により、住民の避

難を要する地域が数多く発生するものと予想されるとともに、臨海部においては火災、

爆発等が発生するおそれもあります。また、住居等が喪失するなど、引き続き支援を必

要とする区民に対して、避難所を開設し収容保護するため、本章では、避難に必要な措

置と避難所の管理運営等について必要な事項を定めます。 

 なお、震災時における帰宅困難者対策については第３章７混乱防止及び帰宅困難者対

策により対応するものとします。 

 また、コンビナート災害に伴う避難対策は、「川崎市臨海部防災対策計画第４部第４

章避難対策」により対応するものとします。

第１節 避難場所等の指定

 市は、広域避難場所や避難所等を予め指定し、公示等を行い、広く市民に周知するこ

とに努めます。 

広域避難場所、一時（いっとき）避難場所及び避難所などの定義 

区  分 用            途 備  考

広域避難場所

震災及びその二次災害により、広域にわたって大きな被害

が予測される場合、被害から逃れるための必要な面積を有す

る公園、緑地、グラウンド等。

富士見公園一帯

大師公園

小田公園

一 時
いっとき

避難
ひなん

場所
ばしょ

地域住民等が震災等（建物の倒壊、火災の延焼拡大、危険

物の流出・漏えい、津波など）から身の安全を図るため、一

時的に避難する場所。 

公園等空地、協

定等により確

保した場所。
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避 難 所

（区内の市立

小中学校、高等

学校、田島支援

学校桜校、南部

防災センタ－）

避難勧告・指示の対象となる者が避難するところ。また、

地震被害による家屋の倒壊、焼失などの被害を受けた者又は

被害を受けるおそれのある者が避難するところ。

※避難者を一時収容、保護し、生活機能が確保できる施設。

指定された避

難所を補完す

る施設として

公園及び公共

施設等の利用

を図る。

津波避難施設

東京湾内湾に大津波警報・津波警報が発表された場合に、津

波から身の安全を図るため一時的に避難するところ。

（市立学校等の公的施設で津波避難施設として指定された

施設並びに国や県の施設及び民間施設で津波避難施設とし

て協定を締結した施設）

開設期間は、東

京湾内湾に大

津波警報・津波

警報が発表さ

れたときから、

解除されるま

での間

津波避難場所

川崎区内にある津波浸水予測区域外の広域避難場所。

（大師公園、小田公園、川崎競馬場、川崎競輪場、川崎富

士見球技場）

    避難所指定一覧表 ＜資料１４＞ 

第２節 避難勧告等【総務企画局危機管理室】 

大 地 震 の 発 生

建物の倒壊、火災の発生、大津波警報・津波警報の発表等

緊 急 避 難 場 所 等

避難勧告・指示（緊急）

自 宅 へ 帰 宅 避 難 所

家屋の被害を受けた

避難勧告・指示（緊急）

の解除
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１ 避難勧告等の発令者 

 市長などの避難勧告・指示（緊急）の発令の権限を有する者（以下「発令者」という。）

は、被害が予測される地域の住民に避難行動を促すため、避難勧告・指示（緊急）（以

下「避難勧告等」という。）を発令し、避難誘導を行います。 

 なお、区長、消防局長又は消防署長は、避難勧告等の発令の必要があると認め、市長

に要請するいとまのないときは、補助執行機関として避難勧告等を市長に代わり発令し、

事後速やかに市長に報告します。 

２ 避難勧告等の発令基準 

 発令者は、震災が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命及び

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、避難の必要があると認める

場合、避難を勧告します。なお、危険が目前に切迫し、急を要すると認めるときは避難

を指示します。また、避難勧告等の発令にあたっては必要に応じ、関係機関に助言を求

めることとします。 

 なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を

伴う場合等やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を指

示することができるものとします。 

 東京湾内湾に大津波警報又は津波警報が発表された場合には、地震による堤防等の被

害、津波の到達予想時の潮位、予想される津波の高さ、慶長型地震による津波浸水予想

地域の浸水深等を考慮し、避難勧告等を発令するものとします。なお、津波注意報が発

表された場合には、臨海部の沿岸及び川崎区・幸区の多摩川の河川敷にいる人達に対し

て、津波注意報を伝達し、速やかに海岸から離れ、河川敷から堤内に出ることを促すも

のとします。 

 なお、津波避難の考え方は次のとおりとします。 

（１）原則として、慶長型地震の津波浸水予測地域外又は津波避難施設等へ避難するも

のとします。 

（２）津波対象地域内の堅牢な建物の３階以上にいる者（津波浸水予想が０．８ｍ未満

の地域においては、堅牢な建物の２階以上にいる者）は、その場で待機するものと

します。 

  ※「堅牢な建物」：昭和５６年６月１日（新耐震基準）以降に建築された、鉄筋コ

ンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物。 
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(３)上記の対応が困難な場合には、近隣の堅牢な建物などに緊急退避するものとします。 

３ 避難勧告等の内容 

 避難勧告等を発令する場合、避難対象となる住民等に対し、次の事項を明確にし、住

民の円滑な協力を得るように努めます。 

４ 避難勧告等の伝達方法 

 避難勧告等を発令した場合は、市総合防災情報システムへその内容を登録し、情報を

共有するとともに、次の方法のうち実情に即した方法により市民へ伝達します。 

 また、災害時要援護者については、登録名簿に基づき、支援者が情報を伝達し、登録

のない者等についても、自主防災組織の会長等の協力を得て組織的な伝達等により伝達

漏れのないよう留意します。 

伝

達

方

法

１ 同報系防災行政無線による放送 

２ 広報車、消防車両による放送 

３ 自主防災組織、町内会長等による電話・ＦＡＸ、又は口頭伝達 

４ サイレンの吹鳴による注意喚起 

５ ラジオ・テレビ等による放送 

６ 市ホームページのトップページ及び防災情報ポータルサイトへの掲載 

７ 防災気象情報メールの送信 

８ 緊急速報メールの送信 

９ Twitter による配信 

10 L アラート（公共情報コモンズ）への配信 

11 テレビ神奈川データ放送の実施 

12 コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）による放送 

13 消防ヘリコプターによる広報 

伝

達

内

容

１ 発令日時 

２ 発令者 

３ 対象地域及び対象者 

４ 避難すべき理由、状況、危険の度合い 

５ 避難勧告、避難指示（緊急）の別 

６ 避難の時期（避難開始時期及び完了時期） 

７ 避難場所 

８ 避難の経路（又は、通行できない経路） 

９ 住民の取るべき行動や注意事項 

10 担当部署及び連絡先 
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５ 関係機関等への通知及び報告 

（１）市長は、避難勧告等を発令したとき並びに警察官、海上保安官、自衛官及び県知

事から避難指示等を実施した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨を県知事に

報告するとともに警察等の関係機関及び避難施設の管理者へ通報するものとしま

す。また、報道等の関係機関に連絡します。 

（２）避難勧告等が発令されたときは、区長又は消防署長は、当該区域を管轄する警察

署長へその旨を通知します。 

６ 避難勧告等の解除 

（１）市長は、避難の必要がなくなったと認められるときは、避難勧告等を解除し、そ

の旨を公表するとともに、県知事へ報告します。 

（２）避難勧告等が解除されたときは、当該区域の区長又は消防署長は、当該区域を管

轄する警察署長へ通知します。 

（３）区長は、避難勧告等の解除に伴う避難者及び避難施設の管理者との事務処理にあ

たります。 

第３節 住民説明の実施【総務企画局危機管理室、消防局、区】 

 市長、区長、消防局長又は消防署長は、避難勧告等を発令した場合には、避難時又は

事後において、避難を要した状況等について、職員や自主防災組織等を通じるなどして

住民等への説明を行うとともに、住民等の避難状況の把握に努めます。 

第４節 避難誘導【総務企画局危機管理室、消防局、区】 

１ 関係機関等との連携 

消防職員、区職員、消防団員、警察官等及び自主防災組織等は連携を密にし、迅速か

つ組織的に避難誘導を行います。 

２ 災害時要援護者の避難支援 

 避難誘導にあたっては、災害時要援護者に配慮し、自主防災組織や地域住民の協力を

得て避難支援を行います。避難支援制度登録者に対しては、あらかじめ決めている支援

者が迅速に避難支援活動を行います。合わせて、年齢や体力等を十分考慮するとともに、
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安全を最優先に活動を行います。 

３ 情報の把握・再避難 

 避難誘導に当たる市職員及び防災関係機関の職員等は、正確な情報把握に努め、避難

所や避難経路の状況が悪化した場合には、時機を失することなく再避難（他の安全な避

難所又は補完施設への避難誘導）等の措置を講じます。 

 なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うことがかえって危険

を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内における避難のための安全確

保措置を指示することとします。 

４ 避難路及び交通手段の確保 

 区長は、避難誘導を行うため、避難路及び交通手段の確保が必要と認めるときは、市

を通じ、関係機関等に対し、協力を要請します。ただし、緊急を要する場合は、直接協

力を要請します。 

第５節 被災者の受入れ 

震災により住居等を喪失するなど、継続して支援を必要とする被災者を次により受入

れます。 

大 地 震 の 発 生

建物の倒壊、火災の発生、大津波警報・津波警報の発表等

緊 急 避 難 場 所 等

 避 難 所     一時避難場所     広域避難場所 

 津波避難施設       津波避難場所 

安全にいくことが可能な場所へ

一時的に避難

自 宅 へ 帰 宅 避 難 所

家屋の被害を受けた
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１ 受入対象者 

 災害により建物が被害を受け、又は被害を受けるおそれがあり、居住場所を失った者

とします。 

２ 受入施設 

 原則として指定された避難所で受入れます。また、受入施設については原則体育館（ア

リーナ含む）を優先して使用し、不足が生じた場合や要配慮者向けスペースの確保が必

要な場合は避難所運営会議で協議し、その他体育館以外の施設も含め収容場所の確保に

努めます。 

 なお、避難所はあらかじめ原則として小学校の通学区域を基本に町丁単位等で指定さ

れていますが、被害の状況により、他の避難所においても受入れを行います。 

３ 受入期間 

 受入期間は、避難者が被災住宅を復旧、新築するなど、住宅を確保し自立することが

できるまでの間、又は、応急仮設住宅へ入居できるまでの期間とします。 

 ただし、教育施設等に関しては、授業の再開に支障のない範囲及び期間とするよう配

慮します。 

４ 避難所の開設

（１）勤務時間内 

 区長は、勤務時間内に川崎市内で震度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弱以下であっても開設が必要と認められる場合には、開設準備のために避難

所へ職員を派遣します。派遣された職員は、施設の安全確認、避難スペースの確保等の

開設準備を行い、住民が避難してきたときは避難所を開設し、住民を受入れます。 

 なお、発災直後等で職員が不在で緊急の場合は、避難所運営会議の判断により避難所

を開設します。 

（２）勤務時間外 

 避難所運営要員は、夜間・休日等、勤務時間外に川崎市内で震度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弱以下であっても開設の必要があり、参集を
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指示された場合には、あらかじめ指定された避難所へ参集し、施設の安全確認等の開設

準備を行い、住民が避難してきたときは避難所を開設し、住民を受入れます。 

５ 避難所の管理運営 

避難所ごとに地域住民と行政機関が一体となって避難所運営を行うことが必要であ

るため、女性の参画を推進しながら地域の自主防災組織を中心として、施設管理者、ボ

ランティア等による避難所運営会議を構成し、避難者や避難所運営について専門性を有

した外部支援者等の協力も得ながらその管理運営を行うものとします。合わせて、避難

者等に協力要請を行う場合には、年齢や体力等を十分考慮するとともに、安全を最優先

に活動するものとします。 

 なお、避難所の円滑な運営のため、避難所運営会議ごとに避難所運営マニュアルを作

成します。 

 また、避難所を運営していくには、炊き出し、物資の受入・配給、避難者名簿の作成・

管理など共同生活を営むうえでさまざまな役割が必要となるため、避難者は、男女のニ

ーズの違いなど男女双方の視点への配慮を行いながら相互扶助の精神により、自主的に

秩序ある避難生活を送るように努めるものとします。 

（１）避難所の業務 

ア 避難所の開錠・管理 

イ 負傷者や急病患者への救援活動 

ウ 避難者確認及び名簿の整理 

エ 生活情報の提供及び臨時相談所の設置 

オ 避難所自治組織の運営指導 

カ 避難者及び区民への給食活動 

キ 施設管理者との調整 

ク 安否確認への対応 

ケ その他避難者の日常生活の安定を図るための支援活動 

（２）避難所運営会議の編成及び役割 

ア 総務班 

（ア）避難所運営会議の事務局 

（イ）区本部及との連絡事項の整理 

（ウ）避難所の運営管理・調整 
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（エ）区ボランティアセンターとの連絡調整 

（オ）ボランティアの要請、受入、配置、管理 

（カ）ボランティアへの各種案内、相談、情報提供 

（キ）各運営班のボランティア窓口 

イ 情報広報班 

（ア）避難者の入・退所の手続き 

（イ）名簿の管理、利用者数の把握 

（ウ）避難所外避難者で、食料、物資等の提供を受けに来た方の把握及び案内 

（エ）避難者のチーム編成等の対応 

（オ）避難状況や安否状況の把握等の情報の収集 

（カ）避難所生活で必要な情報の提供 

（キ）地域の状況に応じた広報 

ウ 保健救護班 

（ア）応急救護所の設置 

（イ）避難者の健康状態の確認、感染症の予防 

（ウ）要配慮者の支援 

エ 環境衛生班 

（ア）避難所内での環境衛生面の秩序の維持 

（イ）トイレ、生活用水に関するルール作りと周知 

（ウ）避難所内の整理・整頓・清掃のルール作りと周知 

（エ）ペットに関するルール作りと周知 

オ 食糧班 

（ア）備蓄物資・支援物資（食料）の管理及び配布 

（イ）炊出し等の役割分担の検討 

カ 施設物資班 

（ア）施設、設備の点検・故障対応、防火・防犯対策 

（イ）防災資器材の管理及び確保 

（ウ）備蓄物資・支援物資（食料以外）の管理及び配布 

（３）避難所対策 

ア 区長は、被災者への食料、生活必需品及び飲料水の供与等について配慮するととも

に、防疫、し尿、ごみ処理等避難所施設の維持管理について関係局長との連絡調整に

あたるものとします。 

イ 区長は、避難所における生活環境・衛生状態に注意を払い、常に良好なものとする

よう努めるとともに、避難者の健康管理・栄養管理、災害時要援護者へのケア、避難
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者のプライバシーの確保、男女のニーズの違いに配慮します。また、やむを得ず避難

所に滞在することができない被災者に対しても、生活環境の確保が図られるよう、食

料等必要な物資の配布情報や保健師等による巡回健康相談などの情報を周知するな

ど必要な配慮に努めます。 

ウ 区長は、避難所内における混乱の防止、秩序の維持等、被災者の収容及び救護対策

が安全適切に行われるよう措置します。 

（４）避難所開設状況の報告 

 区長は避難所を開設したときは、直ちにその旨を市長に報告します。 

（５）避難状況の報告 

ア 避難所等に派遣された職員は、避難者数、避難者の健康状態、その他必要な事項に

ついて、区長へ報告します。 

イ 区長は、避難者数、避難者の健康状態その他必要事項を避難所別に取りまとめ、市

長に報告します。 

ウ 避難状況の報告や取りまとめについては、市総合防災情報システムを活用します。 

６ その他の避難施設の確保等 

（１）避難所補完施設の利用 

 区長は、あらかじめ指定した避難所だけでは避難者の収容が困難と認めた場合は、避

難所補完施設として、その周辺の公共施設、公園等の安全性の確認をした上で利用を図

るとともに、その施設管理者にその旨を報告します。 

 なお、民間施設を避難所補完施設として確保する場合には、平常時に、あらかじめ関

係者の承諾を得ておき、災害時には、利用する旨の連絡を行います。 

（２）要配慮者の避難施設（二次避難所）の確保 

 区長は、避難所では生活が困難な要配慮者の避難施設として、市内社会福祉施設等の

利用を図るものとします。なお、要配慮者を介護者とともに、社会福祉施設等へ二次避

難させる場合は、その施設管理者にその旨を報告するとともに、その対応については関

係局長との連絡調整にあたるものとします。 
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（３）多様な避難施設の確保 

 さらに避難者の収容が困難となった場合には、特に災害時要援護者の避難施設として

ホテル等を借上げる等、多様な避難施設の確保に努めるものとします。 

７ 避難者の安否情報 

 市長または区長は、避難者の安否について住民等から照会があったときは、避難者等

の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命にかかわる

ような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り避

難者の安否情報を回答するよう努めます。この場合においては、避難者の安否情報の適

切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、県警察等と協力して、被災

者に関する情報の収集に努めることとします。 

８ 避難所の閉鎖及び統合 

 区長は、避難者数、応急仮設住宅の設置状況、ライフラインの復旧状況、避難者の生

活再建への支援などを総合的に勘案し、施設管理者及び避難所運営会議と協議の上、避

難所の閉鎖を決定するものとします。閉鎖時期については、学校等の本来の施設機能の

早期回復に配慮するものとし、可能な範囲で段階的な避難所の縮小、統合も実施します。

なお、避難所を統合するにあたっては予め指定した避難所以外の公共施設等も含めて検

討し対応することとします。 

第６節 警戒区域の設定 

 市長は、災害対策基本法第 63 条に基づき、災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、生命及び身体に対する危険を防止するために、特に必要がある

と認めるときは、警戒区域を次の要領で設定します。 

１ 市長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域

への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命じます。 

  ただし、危険が切迫し市長が設定するいとまのないときは、区長が設定するものと

します。 

  この場合、実施後直ちにその旨を市長に報告しなければなりません。 

２ 警察官又は海上保安官は、前項の業務を行使する市職員が現場にいないとき、又は

これらの者からの要求があったときは、この職権を行うことができます。さらに、市
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職員及び警察官又は海上保安官が現場にいないときに限り、災害派遣された部隊等の

自衛官についても、この職権を行うことができます。 

  この場合、実施後直ちにその旨を市長に通知しなければなりません。 

３ 警戒区域の設定に伴い必要があると認めた場合は、警察と連携します。 
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津波警報等に伴う避難対象町丁名（慶長型地震の場合） 

警報の種類 避難対象地域(町丁名) 

避難勧告

※１
川崎区

東門前２丁目、東門前３丁目、昭和１丁目、川中島２丁目、

伊勢町、旭町２丁目、富士見１丁目、榎町、宮前町、新川通、

貝塚１丁目、渡田新町１丁目、渡田新町２丁目、渡田新町３丁目、小田

１丁目、小田２丁目、小田６丁目、

浅田１丁目、浅田２丁目、浅田４丁目、多摩川の河川敷 

避 難 指 示

（緊急）

  ※２

川崎区

浮島町、千鳥町、水江町、東扇島、扇町、白石町、大川町、扇島、殿町

１丁目、殿町２丁目、殿町３丁目、小島町、江川１丁目、江川２丁目、

大師河原１丁目、大師河原２丁目、昭和２丁目、出来野、田町１丁目、

田町２丁目、田町３丁目、日ノ出１丁目、日ノ出２丁目、塩浜１丁目、

塩浜２丁目、塩浜３丁目、塩浜４丁目、夜光１丁目、夜光２丁目、夜光

３丁目、台町、四谷上町、四谷下町、池上新町１丁目、池上新町２丁目、

池上新町３丁目、池上町、観音１丁目、観音２丁目、藤崎１丁目、藤崎

２丁目、藤崎３丁目、藤崎４丁目、中島１丁目、中島２丁目、中島３丁

目、大島１丁目、大島２丁目、大島３丁目、大島４丁目、大島５丁目、

桜本１丁目、桜本２丁目、浜町１丁目、浜町２丁目、浜町３丁目、浜町

４丁目、浅野町、富士見２丁目、境町、貝塚２丁目、渡田向町、渡田１

丁目、渡田２丁目、渡田３丁目、渡田４丁目、大島上町、渡田東町、小

田栄１丁目、小田栄２丁目、追分町、鋼管通１丁目、鋼管通２丁目、鋼

管通３丁目、鋼管通４丁目、鋼管通５丁目、田島町、南渡田町、田辺新

田、小田３丁目、小田４丁目、小田５丁目、小田７丁目、

※１避難勧告の地域

慶長型地震の津波浸水予測において、浸水深が５０センチメートル未満の地域とする。

※２避難指示（緊急）の地域

慶長型地震の津波浸水予測において、浸水深が５０センチメートル以上の地域とする。
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第７章 混乱防止及び帰宅困難者対策【総務企画局危機管理室、シティプロモ

ーション推進室、港湾局、交通局、区】

 大規模地震発生時等には、通信の輻輳や情報の不正確さによっておこるパニックや主

要駅頭における混乱が予想されるため、その防止を図る必要があります。 

第１節 情報パニックによる混乱防止措置 

 電話の不通、情報把握の不正確さによって引き起こされる各種パニックの防止を図る

ため、次の対策を実施します。 

１ 市長は、市防災行政無線、市ホームページ、防災情報ポータルサイト、防災気象

情報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、Twitter、

その他の広報可能手段を活用し、冷静な行動、自動車や電話の使用自粛等住民の注

意を喚起する広報を積極的に行い、流言飛語の防止を図ります。 

２ 地震関連情報の伝達についても、正確な情報を適切な内容とタイミングにより行

い、人心の安定に努めるものとします。 

３ 区長は収集した情報を、必要な防災関係機関に迅速に伝達します。 

４ 防災関係機関は、収集した情報を市及び必要な関係機関に対し迅速に伝達します。 

５ 防災関係機関は、所管する業務に係わる広報について、広報班を編成して市が行

う広報と連携し実施します。 

第２節 主要ターミナル駅・周辺の混乱防止措置 

 通勤通学者等が集中する主要ターミナル駅及びその周辺における混乱を防止するた

め、関係機関と連携・協力をし、次の対策を実施します。 

１ 市長は、鉄道等の運行状況について情報収集に努めます。また、関係機関等と連

携して、企業や学校その他の集客施設に対して、むやみに移動を開始せず、正しい

情報の下、冷静な行動を行うよう、各種広報媒体を通じて市内に広く広報します。 

２ 区長は、主要ターミナル駅・周辺における乗降客の集中状況及びバス・タクシー

の運行状況についての情報把握に努め、市長に報告するとともに警察、消防、鉄道

事業者等関係機関と連携を図り、次の措置を実施します。 

（１）事業所等に対する退社抑制の要請 

（２）鉄道運行情報等の提供 
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（３）主要ターミナル駅及びその周辺の交通規制 

（４）バス・タクシー乗降場所の移転及び交通整理 

（５）乗降客の規制及び避難誘導 

（６）改札規制 

（７）救助・救急及び応急医療  

（８）帰宅困難者一時滞在施設の開設・運営要請 

（９）帰宅困難者一時滞在施設への備蓄搬入 

３ 帰宅困難者一時滞在施設は、区長からの要請を受けて、開設の判断を行い、可能

な限り帰宅困難者の受け入れ及び支援等に努める。 

（１）施設及び周辺の安全状況の速やかな確認 

（２）区長、駅及び関係機関との連携 

（３）駅前滞留者の受け入れ及び施設内誘導 

（４）水道水、トイレ、災害情報等の提供支援 

（５）備蓄の配布 

４ 県警察は、駅前滞留者による混乱の抑制、滞留者の誘導・整理、道路交通整理、道

路交通情報の提供を行います。 

第３節 帰宅困難者への帰宅支援 

 大規模地震発生時等は、「むやみに移動を開始しない」ことを基本原則とするが、家

族が被災するなど、やむを得ず移動をする市民等の帰宅あるいは移動に対し、次の支援

を実施するものとする。 

１ 市の支援 

  各区及び市公共施設等において、被災、交通、その他の情報等の提供を行うととも

に、市バスは道路状況に応じて、可能な限り輸送を実施します。 

２ 臨海部における帰宅困難者の移動支援 

  臨海部の東扇島等において、橋りょうや海底トンネル等の通行に支障が生じたこと

により、帰宅が困難になった市民等に対して、港湾局巡視船等の市保有船舶等や海上

保安部保有船舶による緊急搬送を行います。 

３ 協定による各種団体等による支援 

  協定を締結した次の各種団体の店舗（事業所）等において、情報、水道水、トイ
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レ等の提供を行い、移動を支援します。 

（１）ガソリンスタンド（神奈川県石油業協同組合） 

（２）自動車販売店 

（３）コンビニエンスストア及びファーストフード店 

（４）ファミリーレストラン 

（５）居酒屋・カラオケスペース  
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第８章 輸送計画【総務企画局、建設緑政局、消防局、港湾局、交通局、区】 

 大規模災害の発生時には、被災者、避難者の移送、応急対策に必要な人員､物資の輸

送等、緊急を要する輸送について、関係機関と連携し迅速かつ適切に行い、災害対策活

動を円滑に進めます。 

 なお、「川崎市受援マニュアル」に基づき、物資の調達及び物流について、外部の応

援を受ける体制等を整えるものとします。 

第１節 輸送の優先順位【総務企画局危機管理室】 

 災害時に輸送活動を行うに当たっては、①人命救助、②被害の拡大防止、③災害応急

活動を円滑に実施するため、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、おおむね

次の順位で実施します。 

第１順位 １ 救出・救助活動、医療活動の従事者、医薬品等の物資 

２ 消防、水防活動等の災害防止のための人員及び物資 

３ 後方医療機関へ搬送する重症者等 

４ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制に

必要な人員及び物資 

第２順位 １ 食料及び飲料水等生命維持に必要な物資 

２ 傷病者及び被災者の被災外への輸送 

３ 輸送施設の応急復旧に必要な人員及び物資 

第３順位 １ 災害復旧に必要な人員及び物資 

２ 生活必需品 

第２節 輸送の実施【総務企画局危機管理室、港湾局、交通局、消防局】 

 人員、物資等の輸送は、次により行います。 

１ 車両 

（１）輸送活動に必要な車両は、各局区保有車両とします。 

（２）総務局は、被災者の輸送のため、市内バス運行者に対して協力要請を行います。

また、交通局は、緊急輸送を実施します。 

２ 舟艇 

  輸送活動に必要な舟艇は、港湾局巡視船等の市保有船舶を利用します。 
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  浸水区域の救助、災害対策活動には、市所有ボート、小型船舶等を利用します。 

３ 航空機 

  輸送活動に必要な航空機は、市所有航空機を利用します。なお、航空機の離発着場

所は「臨時離着陸場一覧表」（市計画資料編）のとおりとします。 

４ 緊急通行車両 

（１）確認の手続き 

   市は、災害対策基本法第７６条第１項に基づき交通規制が行われた場合、緊急通

行車両（事前届け出済証の交付及び確認証明書の事前交付を受けている車両及び、

緊急自動車（道路交通法３９条）を除く）の把握を行い、県知事又は県公安委員会

へ車両の使用の申し出、その確認並びに緊急通行車両の確認標章及び確認証明書の

交付を受けます。 

（２）対象車両 

  ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示の伝達に使用される車両 

  イ 消防、水防その他応急措置に使用される車両 

  ウ 被災者の救難、救助その他保護に使用される車両 

  エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に使用される車両 

  オ 道路、電気、ガス及び水道等の施設及び設備の応急の復旧に使用される車両 

  カ 清掃、防疫その他保健衛生に使用される車両 

  キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に使用される車

両 

  ク 医薬品、水及び食料品等の緊急輸送の確保に使用される車両 

  ケ その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に使用される車両 

５ 燃料の確保 

  車両等の燃料の確保が困難な場合は、協定に基づき、供給業者に対し、あらかじめ

定められた方法により、供給を要請します。（第３部第５章第２節参照） 

６ 応援要請 

  必要な車両の確保が困難な場合は、協定に基づき、供給業者に対し、あらかじめ定

められた方法により、供給を要請します。 

７ 輸送実施機関の調整 

各輸送実施機関の支援の調整は、総務企画局危機管理室が中心となり各局室と調整

し行います。 
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第３節 救援物資等の市集積場所・区輸送拠点【総務企画局、経済労働局、港湾局、建

設緑政局、区】 

１ 市集積場所【総務企画局危機管理室、経済労働局、港湾局、建設緑政局】 

 災害時において、他都市から救援物資の受入れや、調達物資等を大規模に集約するた

め、次の箇所を市集積場所とします。 

市集積場所 

川崎港公共ふ頭 

中央卸売市場北部市場 

等々力緑地 

地方卸売市場南部市場 

２ 区輸送拠点【総務企画局危機管理室、区】 

 災害状況等から開設が必要と認められる場合、各区内の救援物資等の受入れ、配分、

避難所への輸送の拠点として、市の施設等を活用し、区輸送拠点を定めます。 

救援物資輸送拠点 

施設名 住 所 

川崎区役所 川崎区東田町８ 

３ 市集積場所及び区輸送拠点補完施設の確保【総務企画局】 

 災害状況により、既存の市集積場所及び区輸送拠点だけでは十分な物流拠点としての

機能が果たせない場合に備え、災害時の民間事業者等の物流施設の利用が図れるよう協

定の締結等を進めます。 

４ 区輸送拠点及び各避難所等への輸送手段【総務企画局、関係局区】 

（１）市集積場所から区輸送拠点等への輸送手段 

   災害対策本部事務局は、関係局区と協議のうえ、各市集積場所・備蓄倉庫等から

救援物資等を事業者等の応援を得て、各区輸送拠点に輸送します。災害状況等から

必要と認める場合、直接、避難所へ輸送します。 

   また、物流の専門家との連携による物品の受入れ、在庫管理、仕分け、配分など

の円滑な輸送体制構築のため、協定の締結等を進めます。 

173



（２）区輸送拠点から各避難所への輸送手段 

   区は各避難所へ救援物資等の輸送を行うものとし、事業者等の支援が必要な場合

は、災害対策本部を通じ、協定に基づき業者等に協力要請を行います。 

（３）市集積場所、区輸送拠点等への職員の配置等 

   災害対策本部は、市集積場所及び区輸送拠点等における物品の受入れ、仕分け、

配分などを円滑に行うため、関係局室区から職員を派遣します。また、協定に基づ

く事業者等への協力要請や災害ボランティアセンター等を通じた災害ボランティ

アの派遣要請を行います。 

第４節 基幹的広域防災拠点（東扇島地区）との連携【総務企画局、建設緑政局、港湾

局、区】 

 東扇島地区に整備された、大規模災害時の救援物資の物流に関するコントロール拠点

及び海上輸送から海上輸送、河川舟運、陸上輸送等への中継基地として機能する基幹的

広域防災拠点からの救援物資の円滑な受入れについて、国、県等の関係機関と連携を図

ります。 

 ※河川舟運輸送時の主な物資中継拠点 

・大師河原河川防災ステーション（川崎区大師河原１丁目） 

・戸手緊急船着場（川崎市幸区戸手２丁目） 

第５節 ヘリコプターの離着陸場及び管制等【消防局】 

１ 離着陸場 

 災害発生時における、災害応急活動に必要な人員及び物資の受入れや重傷者等

の搬送を行うため、消防局が、一般災害、救急搬送その他の消防活動を行うため

に「臨時離着陸場一覧表」（市計画資料編）のとおり指定した離着陸場を活用しま

す。 

２ ヘリコプターの管制及び誘導等 

 ヘリコプターの管制及び離着陸場での誘導は、消防局が行います。 
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第９章 物資等の供給【上下水道局、経済労働局、健康福祉局、総務企画局、

環境局、港湾局、区】

 市は、災害の発生により、物資等の確保が困難な者に対し、飲料水・食料・生活必

需品等を応急的に供給し、人心の安定を図ります。 

 なお、「川崎市受援マニュアル」に基づき、物資の調達及び物流について、外部の応

援を受ける体制等を整えるものとします。 

第１節 飲料水・生活水の供給【上下水道局】 

 市は、災害の発生により、飲料水を得ることができない被災者等に対し、必要最小限

度の飲料水を確保するため、応急給水及び応急復旧作業を効率よく推進し、給水機能の

確保を図ります。 

１ 給水量 

  応急給水量は、原則として１人、１日当たり３ 程度とします。 

２ 応急給水計画 

（１）区長は、災害が発生し、被災者等に応急給水を実施する必要を認めた場合、速や

かに上下水道局庶務課を介して上下水道事業管理者に給水の実施を要請します。 

（２）上下水道事業管理者は、応急給水活動実施のため、給水車・給水資器材等の派遣

について必要な措置を講じます。 

（３）上下水道事業管理者は、区長からの要請があった場合は、市内の被害状況等を勘

案し、給水車等の応援について必要な措置を講じます。 

３ 応急給水方法等 

（１）水道の漏水に起因する二次災害の発生のおそれのない範囲において、できる限り

送・配水を停止しないことを原則とします。 

（２）発災から３日目までの応急給水は、原則として市所有車両、市が調達した車両等

による運搬給水並びに災害対策用貯水槽及び開設不要型応急給水拠点にて行い、可

能な場合は管路による拠点給水を実施します。 

（３）発災から３日目以降は、順次管路による応急給水へ移行する事を努めます。応急

給水の方法としては、半径約７５０ｍ内に１箇所の割合で応急給水拠点を開設し、

拠点給水を行います。 

（４）耐震管が整備された重要な医療機関等への給水は、仕切弁操作により耐震管ルー

トを確保したうえで行い、状況に応じ運搬給水にて補完します。 

４ 給水資器材 

  災害用応急給水資器材は上下水道局にて備蓄します。 
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第２節 食料等の供給【経済労働局消費者行政センター、都市農業振興センター、中央

卸市場北部市場、総務企画局、健康福祉局庶務課、港湾局、区】 

 市は、災害の発生により、食料又は自炊手段を失った被災者等に対し、速やかに食料

の応急供給を行います。なお、市民の備蓄食料がある場合は、優先的に消費します。 

１ 食料の応急供給の基準 

（１）食料の応急供給の方法 

   災害発生から約３日間においては、市が備蓄している食料を供給します。協定を

締結している小売業、卸売業等の流通在庫備蓄、国等からの救援物資については、

補完物資と位置づけ、物資が到着次第、供給します。 

（２）食料の応急供給の対象者 

  ア 避難所の被災者 

  イ 住家に被害を受けたことにより、自炊ができない者 

  ウ 在宅避難者で物資の確保が困難な者 

  エ 災害応急対策に従事する者 

  オ その他区長が必要と認める者 

（３）応急供給する食料の品目 

   供給の品目は、あらかじめ備蓄しているアルファ化米（おかゆ含む。）、粉ミルク

の他、流通在庫備蓄等により確保した米穀やその他食料品等とする。 

（４）供給数量の基準 

   １人当たりの供給数量は次のとおりとする。（麦製品の精米換算率は 100％とす

る。ただし生パンは原料小麦粉の重量で計算する。） 

  ア アルファ化米等 

    １人、１食当たり精米換算 100ｇ程度 

  イ 乳児用粉ミルク 

    １人、１日当たり粉換算 135ｇ程度 

（５）要配慮者への優先供給 

   高齢者、障害者、幼児、妊産婦、体力衰弱者に優先的に供給する。 

（６）公平な供給 

   在宅避難者への供給も含め、市民は､食料が公平に供給されるよう相互に協力す

る。 
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２ 食料の調達方法及び手続き 

 区長は、食料の応急供給が必要で、市の備蓄食料等では不足が生じると認める場合は、

必要量を算出し、直ちに災害対策本部に食料の調達を要請します。 

３ 食料供給の実施 

（１）食料供給の場所 

   食料供給の場所は、原則として避難所とします。 

（２）食料供給の実施主体 

   食料供給は、区が主体となります。なお、必要に応じて炊き出しを行う場合

は、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て実施します。 

（３）燃料等の供給 

   避難所等における食料供給のために必要となる燃料等については、公益社団法人

神奈川県ＬＰガス協会川崎南・北支部及び神奈川県石油業協同組合各支部との災害

時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定に基づき供給を受けます。 

第３節 生活必需品等の供給【経済労働局消費者行政センター、健康福祉局

庶務課、総務企画局、港湾局、区】 

 市は、災害の発生により、生活必需品等を確保することが困難な被災者等に対し、

その調達及び供給を行うものとする。 

１ 生活必需品等供給の基準 

（１）生活必需品等供給の対象者 

  ア 避難所の被災者 

  イ 住家に被害を受けたことにより、生活上必要な家財を喪失し又は棄損し、直ち

に日常生活を営むことが困難な者 

  ウ 在宅避難者で物資の確保が困難な者 

  エ その他区長が必要と認める者 
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２ 生活必需品等の供給の品目及び基準 

（１）生活必需品等供給の品目 

衣料品・寝具 下着、毛布等 

日用品雑貨 タオル、石けん、トイレットペーパー、紙おむつ、ほ乳瓶、紙

皿、紙コップ、鍋、卓上ガスコンロ、バケツ、乾電池、懐中電

灯等 

（２）生活必需品等の供給基準 

  ア 避難所の被災者 

    衣料品、寝具類、日用品雑貨等のうち必要な物 

  イ 住宅等に被害を受け日常生活を営むことが困難な者 

    各世帯の状況に応じた必要最低限の生活必需品 

（３）要配慮者への優先供給 

   高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、体力衰弱者に優先的に供給します。 

（４）公平な供給 

   在宅避難者への供給も含め、市民は､生活必需品等が公平に供給されるよう相互

に協力します。 

３ 生活必需品等の調達方法及び手続き 

  区長は、生活必需品等の応急供給が必要で、市の備蓄生活必需品等では不足が生じ

ると認める場合は、直ちに市長にその供給を要請するものとする。 

４ 生活必需品等供給の実施 

（１）生活必需品等の供給の場所 

   生活必需品等の供給場所は、原則として避難所とします。 

（２）生活必需品等の供給実施主体 

   生活必需品等の供給は、区が主体となり、自主防災組織、ボランティア等の協力

を得て実施します。 

第４節 災害用トイレの供給【環境局収集計画課、区】 

 区長は、災害の発生に伴う住家被害等により、トイレの使用ができない場合、衛生環

境の悪化も懸念されるため、必要量を算出し、直ちに市長に調達を要請します。 
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第５節 義援物資の受付等【総務企画局危機管理室、健康福祉局地域包括ケア推進室、

区】 

 市は、次により義援物資を適正に受け付け、早期に効果的な配分を行うことにより、

被災者の生活再建の援助を支援します。 

１ 義援物資の受付 

（１）個人等から寄せられる小口物資、混載物資、賞味・消費期限や使用期限の短いま

たは切れた物資、ニーズの把握が困難な物資（古着・レジャー用品等）等が不規則

かつ大量に届けられた場合、適切な処理をするには多くの人手や時間を要し、また、

刻々と変化する被災者のニーズに合わせて処理をすることが困難となる場合もあ

るため、原則として、受け付けません。 

（２）企業や団体等からの大口物資は被災地の需要や状況に応じて受け付けます。ただ

し、輸送手段が確保できない場合や市集積場所等に物資の滞留が発生している場合

等は支援を受け付けません。 

２ 義援物資の取扱い 

（１）運搬手段は提供側で確保し、原則として、市集積場所等まで輸送するよう依頼し

ます。 

（２）事前に連絡がなく、市役所及び区役所等に直接届けられた義援物資は、原則、市

集積場所等へ輸送し、仕分け等を行います｡ 

第６節 災害対策要員の飲料水・食料の確保【総務企画局職員厚生課、経済労働局、上

下水道局】 

 広域災害の発生時には、災害対策に従事する職員等が食事をとるいとまのない場合

が想定されるため、次によりその確保を図ります。 

１ 飲料水 

  総務企画局長は、各局長、区長の依頼により、上下水道事業管理者と協議し、必要

な場所に飲料水を供給します。なお、運搬等供給方法は、災害対策本部事務局が調整

します。 

２ 食料 

（１）総務企画局長は、各局長、区長の依頼により、経済労働局長と協議し食料を調達

します。 
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（２）食料の内容・数量については、災害対策業務に従事する職員等の業務内容（労働

の程度、労働時間等）に応じ確保します。 

（３）配給方法等については、災害対策本部事務局が調整します。 
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第１０章 応急危険度判定及び被災宅地危険度判定【まちづくり局】 

 被災建築物の応急危険度判定作業は、大規模地震により被災した建物の余震等による

二次災害の防止を図るための判定を応急的に行うもので、主として市民の生活基盤とな

る居住用建物に対するものですが、一方、行政としては防災拠点となる施設及び市民の

生活上の安全確保を図る施設を重要建築物として位置付け、その利用上の安全確認を、

すみやかに行う必要があります。 

 また、被災宅地危険度判定は、地震等により被災した宅地の擁壁等の被害状況を迅速

に把握し、二次災害の発生を軽減・防止することで、住民の安全の確保を図るため行い

ます。 

第１節 被災建築物応急危険度判定 

１ 応急危険度判定活動 

（１）災害対策本部が被災状況に応じ、応急危険度判定活動を行うことを決定した場合、

応急危険度判定実施本部と各区役所に判定拠点が設置されます。 

（２）応急危険度判定実施本部は、「地震災害時の被災建築物に関する応急危険度

判定等に係る協定」に基づき、状況に応じ、協定を締結した各団体を通じて一

般判定士の参集要請を行います。 

（３）コーディネーターの指示により、一般判定士による一般建築物の判定を行い

ます。 

２ 資機材等 

 判定活動用資機材は次のとおり配置します。 

 区内応急危険度判定資機材の配置倉庫一覧 

倉 庫 名 所 在 地

電工ビル 川崎区宮本町３－４ 

南部防災センター 川崎区小田７－３－１ 
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 応急危険度判定資機材等の一覧 

種 類 名 称 

機材類 ナップザック、ヘルメット、下げ振り、クラックスケール、傾斜計 

用紙類 調査表、判定標識、判定マップ、受付台帳、判定結果集計表 

第２節 被災宅地危険度判定 

 地震等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に被害状況を迅速・的確に把

握し、二次災害の発生を防止・軽減することを目的とする被災宅地危険度判定制度につ

いては、判定資機材の確保対策等、引き続き制度の拡充を図ります。 
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第１１章 災害廃棄物等処理計画【環境局】

大規模な震災等の発生に伴う建物倒壊等被害からの災害廃棄物や避難所からのご

み・し尿を迅速かつ適正に処理し、市民の生活基盤の早期回復と生活環境の改善に万全

を図るためには、事前に十分な対策を講じておく必要があります。 

 本計画は、災害廃棄物対策指針（環境省）及び災害廃棄物処理計画（神奈川県）及び

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等における災害廃棄物等の処理に関する多

くの教訓を踏まえ、本市の地域防災計画で想定される地震に対する事前の体制整備を中

心とし、市民・事業者・行政の三者の連携に基づく災害廃棄物等の円滑な処理を推進す

るために策定します。 

 なお、廃棄物関連施設の耐震性や安全化等の取組みについては、第２部予防計画第２

章第６節「廃棄物処理関連施設の安全対策」に別途定めます。 

 また、風水害により発生した災害廃棄物は、地域防災計画（風水害対策編）を基本と

し、必要に応じ本計画を準用するものとします。 

第１節 計画の対象 

 本計画の対象とする災害廃棄物は、次の種類のものとします。また、被災者や避難者

の生活に伴い発生する廃棄物と併せて、以下「災害廃棄物等」といいます。 

種類  内容

災害により発

生する廃棄物

可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック類等が混在した

廃棄物

不燃物 廃タイヤ類、分別できない細かなコンクリートや木

くず、プラスチック、ガラス、土砂などが混在し概

ね不燃性の廃棄物

コンクリートがら コンクリート片やコンクリートブロック、アスファ

ルトくずなど

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など

木くず 柱・梁・壁材、水害又は津波などによる流木など

腐敗性廃棄物 畳や冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加

工品や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など

廃家電 テレビ、洗濯機、エアコン、パソコン等の家電類で、

災害により被害を受けて使用できなくなったもの

廃自動車等 使用できなくなった自動車、自動二輪車、原付自転

車
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第２節 災害廃棄物等の処理に係る基本方針 

第２節 災害廃棄物等の処理に係る基本方針 

１ 処理の基本方針 

（１）計画的な処理 

    被災状況を踏まえ、計画的な処理体制を構築し、災害廃棄物等の処理を推進し

ます。 

（２）生活環境の保全 

災害廃棄物等の処理にあたっては、周辺環境に配慮し、公衆衛生の悪化を防止

します。 

（３）再使用・再資源化の徹底 

災害に伴い発生するがれき等の処理にあたっては、最終処分量を低減させる 

ために、倒壊家屋解体現場における事前の荒選別、仮保管場所での分別など様々

な手法を用いて再使用・再資源化に努めます。 

（４）適切な情報発信 

市民・事業者の混乱を招かないよう、平時（発災前）、発災後において災害廃 

棄物等の処理に関する情報を適切に発信します。 

災害により発

生する廃棄物

廃船舶 使用できなくなった船舶

有害廃棄物 アスベストを含む廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、

フロン類・ＣＣＡ処理木材・テトラクロロエチレン

等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物

その他処理困難物 消火器、ボンベ類等の危険物やピアノ、マットレス

等の自治体の施設では処理が困難なもの（レントゲ

ンや非破壊検査用の放射線源を含む）、漁網、石膏ボ

ードなど

津波堆積物 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げら

れ堆積したものや陸上に存在していた農地土壌等が

津波に巻き込まれたもの

被災者や避難

者の生活に伴

い発生する廃

棄物

ごみ 普通ごみ（携帯トイレを含む）、粗大ごみ、資源物及

び事業系一般廃棄物

避難所から発生するごみ

し尿 仮設トイレからの汲み取りし尿及び処理に緊急を要

するし尿等
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（５）適正な保管・管理 

災害廃棄物等の円滑な処理のため、仮保管場所を設置し、処理を行うまでの間、 

適正に保管・管理を行います。 

２ 具体的な対応 

次の対応により、基本方針の内容に適合した災害廃棄物等の処理を推進するものと

します。 

（１）自区内処理 

自区内で計画的に処理・処分することを原則とします。ただし、被災状況等に 

より自区内での処理での処理が完結できないと判断した場合は、他都市、民間事 

業者を含め処理方法等について検討します。 

（２）収集・処理 

ア ごみ 

    収集・処理体制について、臨機の対応を図るものとし、災害発生時における

分別区分及び対応については、次のとおりとします。 

    （ア）普通ごみ 

住民の在宅している世帯から発生する普通ごみを収集します。 

（イ）避難所ごみ 

避難所から排出されるごみを収集します。 

（ウ）粗大ごみ 

地震発生等に伴い発生する粗大ごみの収集を優先するため、電話による通 

常の粗大ごみ収集申込みの受付は中止し、粗大ごみ収集・処理体制が安定し 

た後、受付を開始します。 

（エ）資源物 

普通ごみの収集を優先的に行うため、資源物の収集を中止し、収集・処理 

体制が安定した後、収集します。 

（オ）事業系一般廃棄物 

事業者自ら又は許可業者が指定処理施設に運搬する。ただし、特別の事情 

がある場合は、市が収集運搬を行います。 

（カ）その他 

処理施設が稼動不能の場合は、一時保管や近隣都市への支援要請などの対 

策を講じます。 

イ 災害廃棄物 

（ア）市の事業として解体撤去を行う場合の対象家屋は、個人所有の住宅及び 
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中小事業者の事業所に限ります。 

（イ）市の事業として行う解体撤去は、市が民間事業者にその解体撤去と仮保管 

場所への運搬を発注する。発注は、市と業者との間の直接契約とする。 

（ウ）災害廃棄物の再使用・再資源化を推進するため、排出・選別・保管につい 

ては、「可燃物」、「不燃物」、「コンクリートがら」、「金属くず」、「木くず」、 

「腐敗性廃棄物」、「廃家電」、「廃自動車等」、「廃船舶」、「有害廃棄物」、「その 

他処理困難物」、「津波堆積物」の１２区分に分別します。 

（エ）災害廃棄物を再使用・再資源化、中間処理あるいは最終処分するまでに一 

時的に保管する仮保管場所を確保します。 

（オ）市（環境局）は原則として災害廃棄物を収集しませんが、発災後等におい 

  ては状況に応じて臨時的に収集します。 

ウ し尿 

収集・処理体制について、臨機の対応を図ります。 

（ア）避難所の災害用トイレから発生するし尿、緊急を要する一般世帯等からの 

し尿収集・処理を行います。 

（イ）し尿の収集・処理が安定するまでの間、浄化槽の清掃は一時的に中止しま

す。 

（ウ）機器破損及びクリーンセンター等での希釈処理が行えない場合は、下水処 

理場での一時貯留、直接処理などを検討します。 

（エ）災害用トイレの設置等による収集業務の増大に対しては、近隣都市への支 

援要請等の対策を行います。 

（３）災害用トイレの設置 

ア 災害用トイレの設置計画は、避難所の既設トイレの活用やし尿収集計画を踏 

まえ、廃棄物収集班が行います。 

イ 避難所等の備蓄倉庫に備蓄されている災害用トイレは、避難所周辺の自主防 

災組織等の協力により設置します。 

ウ 災害用トイレの維持管理については、ボランティアの協力や感染症を防ぐた 

め防疫指導等が必要となるため、総務班を通じて関係局区へ対応を要請します。 

（４）市民・事業者への情報発信 

ア 平時（発災前）において、ホームページ、リーフレット等により、廃棄物の 

分別方法等について情報発信を行います。 

イ 発災後において、リーフレット、貼り紙の掲出等の可能な手段で収集体制の 

変更、倒壊家屋の解体撤去について情報発信を行います。 
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第１２章 防疫・保健衛生【健康福祉局、区】 

第１節 防疫対策 

１ 防疫体制の確立 

 健康福祉部は、震災に伴う被災規模を迅速に把握し、関係機関と緊密な情報交換を行

い、区と連携して防疫体制の確立を図ります。 

２ 感染症発生状況等の調査及び健康診断 

（１） 区本部は、避難所を重点とした被災住民の健康調査を実施します。調査の結果、

必要に応じて、医師への受診を勧奨するほか、健康診断を実施します。 

（２）健康福祉部は、市内医療機関等の関係機関からの情報把握に努めます。 

３ 感染症のまん延防止対策 

 感染症が発生した場合には、健康福祉部と区本部が連携し、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律(以下｢感染症法｣という。)に基づき積極的疫学調査を

実施します。 

また、患者等に対する適切な医療の提供を行い、感染症のまん延防止に努めます。 

 災害時の衛生状態の悪化を防止し、被災場所等における感染症の発生、拡大及びまん

延を防止する必要がある場合は、公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会に対し、

協定に基づく防疫活動の実施を要請します。 

４ 消毒の実施 

（１）区本部は、避難所等における感染症のまん延を防止するため、施設管理者へ必要

に応じて消毒の指導を実施します。 

（２）健康福祉部は、薬剤等の使用量を算出し、保管量を確認の上、不足分を補充し必

要な場所に配置します。 

５ ねずみ族、昆虫等の駆除 

（１）区本部は、避難所等における感染症のまん延を防止するため、施設管理者へ必要

に応じてねずみ族、昆虫等の駆除の指導を実施します。 

187



（２）健康福祉部は、薬剤等の使用量を算出し、保管量を確認の上、不足分を補充し必

要な場所に配置します。 

   また、噴霧器等の器材についても、点検整備を行い不足分を補充し適切な場所に

配置します。 

６ 臨時予防接種の実施 

 感染症予防上必要と認めるときは、健康福祉部、区本部、医療関係団体等が連携し、

ワクチン確保等を迅速に行い、適切な時期に予防接種を行います。 

７ 避難所の防疫指導等 

 避難所は、多数の避難者の収容による衛生状況の悪化が予想されるため、区本部は感

染症発生予防の観点から施設管理者等の協力を得て防疫指導を実施します。 

８ その他 

 健康福祉部は、国、県、他自治体や関係機関との連絡調整を図りながら、区本部と支

援や応援要請に関する調整を行います。 

第２節 環境・食品衛生対策等 

１ 食品衛生対策 

 健康福祉部及び区本部は、食中毒の発生及び拡大を防止するために、病院や避難所等

の衛生指導を実施します。 

２ 環境衛生対策 

（１）健康福祉部は、国、県、他自治体や関係団体等との連絡調整を図りながら、環

境衛生対策を総括し、区本部と支援や応援要請に関する調整を行います。 

（２）区本部は、避難所等の居住環境衛生に関する調査及び助言、避難所等における

仮設の浴場・シャワールームの衛生指導を実施するとともに、公衆浴場、コイン

ランドリー等の営業再開時に必要に応じて衛生指導を行います。 

３ 生活用水等の確保 
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 区本部は、災害時の井戸水等の提供者と協力し、生活用水や飲料水の確保を図ります。 

４ 災害時の動物救護対策 

 市は、災害時に被災動物の迅速かつ適正な救援活動を行えるよう、平時から災害時の

救援活動に必要な物品等を整備しておくよう努めます。 

（１）川崎市動物救援本部の設置 

   健康福祉部は、公益社団法人川崎市獣医師会等に対し協定に基づく協力を要請し、

公益社団法人川崎市獣医師会等は川崎市動物救援本部（以下「市動物救援本部」と

いう。）を設置します。 

   災害時の動物救援活動は、多くのマンパワーを必要とすることから、市動物救援

本部は、ボランティアの必要人数を把握し、関係機関へ派遣を要請し、受入体制を

整え、被災動物の救援活動を行います。 

   また、環境省や緊急災害時動物救援本部等との連絡調整を行います。 

（２）動物救護センター等の設置 

   健康福祉部は、負傷した動物の救護、飼育困難になった動物の一時保護の相談、

被災動物の健康相談等のため、動物愛護センター等に動物救護センターを設置し、

市動物救援本部は動物救護センター等を運営します。 

   また、公益社団法人川崎市獣医師会に次の応援活動を要請します。 

    ・負傷した犬や猫等の保護収容及び治療 

    ・飼育困難になった動物の一時保管等の相談 

    ・被災動物の健康相談等 

（３）避難所における動物の適正飼養 

   市は、避難所における動物の受け入れに向けた体制の整備に努めるとともに、平

時から災害の備えに関する飼い主への普及啓発を実施します。 

   区本部は、避難所運営会議で動物の同行避難が認められた避難所については、か

わさき犬・猫愛護ボランティアや市動物救援本部等に協力を求め、動物の適正飼養

を指導し、避難所の環境衛生を確保します。 

（４）逸走した犬の捕獲収容 

   健康福祉部は、市民の安全を確保するため、川崎市動物の愛護及び管理に関する

条例に基づき、係留されていない犬を捕獲し、動物愛護センターに収容します。 

（５）特定動物対策 

   健康福祉部は、特定動物の被災状況を確認するとともに、所有者等に逸走防止の

指導を行い、安全を確保します。 
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   特定動物が飼養施設から脱出したときは、人の生命、身体又は財産に対する侵害

を防止するため、関係機関に協力を依頼し、当該特定動物を捕獲する等の措置をと

ります。 

第３節 保健衛生対策【健康福祉局、区】 

１ 被災者の健康管理 

（１）保健医療調整本部は、被災者の健康管理（保健指導及び栄養指導等をいう。以下 

同じ。）に関するニーズ等の情報の集約、整理及び分析を行うとともに、市内の健

康管理にかかる指揮及び派遣されて支援に当たるチーム等に関する必要な調整を

行います。 

（２）区本部の医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等は、被災者のニー

ズ等に的確に対応した健康管理を行います。 

また、区内の被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の収集、整理及び分析を

行うとともに、保健医療調整本部へ情報を提供します。 

並びに、区に派遣されて支援に当たるチームの指揮及び避難所等への派遣調整等

必要な調整を行います。 

（３）市または保健医療調整本部は、国、県、他自治体、関係機関等と堅密に情報連携

するとともに、被災者の健康管理に際してスタッフに不足が生じた場合、市は、災

害対策基本法、相互応援協定等により国・県・他自治体等に職員等の派遣要請を行

います。 

（４）保健医療調整本部は、集約した情報を基に、食料調達の関係部局と連携しつつ、

食事制限のある被災者に対するニーズに応じた配食に努めるものとします。 

２ 精神保健（メンタルケア）対策 

 災害ストレス等により新たに精神的問題が生じる等精神保健医療への需要に対応す

るため、災害の規模に応じて、健康福祉局長は、災害対策本部健康福祉部内に精神科救

護本部を設置するとともに、各保健福祉センター等に精神科救護所を設置してＤＰＡＴ

等の保健医療活動チーム、医療機関及び関係機関とともに精神科救護活動を行います。

なお、精神科救護活動に際してスタッフ又は医薬品等に不足が生じた場合は、国・県・

他自治体・医療関係団体等に協力を要請します。 
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第１３章 行方不明者・遺体の捜索、遺体の取扱い【健康福祉局、建設緑政局、

消防局、区、陸上自衛隊第３１普通科連隊、海上自衛隊横須賀地方総監部、第

三管区海上保安本部、神奈川県警察】 

 災害により行方不明者又は死者が多数発生し、災害救助法第１３条に基づき遺体の捜

索、収容、処理、埋火葬を実施する際は、関係機関の協力を得て遅滞なく処理します。 

第１節 行方不明者・遺体の捜索 

１ 行方不明者・遺体の捜索 

 災害による行方不明者の捜索については、区、消防局、警察、海上保安庁、自衛隊派

遣部隊等の防災関係機関と連携し、遅滞なく行います。周囲の状況から既に死亡してい

ると推定される者の遺体の捜索については、原則として災害発生から１０日以内に完了

させます。なお、１１日目以降も行方不明者の捜索を行う必要があるときは、期間内（１

０日以内）に次の事項を明らかにし、県知事を通して内閣総理大臣に協議します。 

（１）延長の期間 

（２）期間の延長を必要とする地域 

（３）期間を延長する理由 

（４）その他必要な事項 

２ 遺体の発見 

 災害現場において遺体を発見若しくは取り扱った者は、直ちに所轄の警察署及び直近

の警察官にその旨を通報するよう周知します。 

第２節 遺体の取扱い【区、県警察、健康福祉局】 

１ 遺体安置所 

（１）施設の指定 

   川崎区の遺体安置所は、次の場所を指定します。なお、必要に応じて、他の施設

等を確保します。 
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名  称 所 在 地 

川崎市スポーツ・文化総合センター 川崎区富士見１－１－４ 

（２）開設・運営 

  ア 災害対策本部は、被害状況等から必要と認める場合、多数の遺体が発生するこ

とに備え、警察及び関係局区と協議の上、原則として被害の大きな区及び近隣区

に遺体安置所の開設を要請します。 

  イ 要請を受けた区は、関係機関の協力の下、遺体安置所を開設・運営し、遺体の

安置、検案、遺留品の補完、身元確認、棺等の納棺用品の保管等を実施します。 

（３）遺体安置所への職員の配置等【総務企画局、関係局室区】 

   災害対策本部は、区が遺体安置所を円滑に開設・運営するため、関係局室区から

職員の派遣を要請します。 

２ 衛生対策 

 区長は、遺体取扱いに際し、感染症対策に努め、遺体の保管にあたっては衛生的な保

管に努めます。 

３ 資器材等の調達 

 区長は、健康福祉局長及び警察等の関係機関と協議し、棺、ドライアイス、ビニール

シート、納体袋、毛布及び検視・調査及び検案に必要な資器材等を調達・確保します。 

４ 遺体の検視・調査等 

 警察は、遺体の検視・調査等を行います。 

５ 遺体の検案 

 遺体の検案は、監察医、法医学専門家、警察協力医、医療救護班又は応援協力により

出動した医師が行います。 
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６ 遺体の処理 

（１）遺体の処置等 

   遺体の識別及び人道上の見地から、必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒、一時

保存等の処置を実施し、「遺体処理票」及び「火葬・埋葬台帳」を作成のうえ納棺

し、氏名及び番号を記載した氏名札を棺に添付します。所持金品は、ビニール袋に

詰め、番号を付し、棺の上に載せ、鑑別資料とします。 

（２）身元の確認 

   検視資料等により身元確認作業を行います。身元が判明していない遺体について

は、警察等の関係機関及び、町会・自治会等の協力を得て、遺体の身元の確認と身

元引受人の発見に努めます。 

（３）身元が明らかになった遺体の引渡し 

   区長は、警察による遺体の検視・調査等及び医師による検案が終了し、身元が明

らかになった遺体を遺族又は関係者に引き渡します。この際、警察は、遺体の引き

渡し作業を協力して行います。 

（４）身元不明遺体の取扱い 

   区長は、警察から引渡しを受けた身元不明遺体については、遺体及び所持品の写

真撮影、人相・着衣・特徴等の記録を行った上で、遺留品等を保管し、協定葬祭業

者等と連携し、行旅死亡人として処理します。なお、外国人の身元不明遺体につい

ては、領事館へ通報します。 

（５）広報 

   死亡者及び身元不明者等の発表については、警察等の関係機関と連携・協議をし、

統一的に行います。 

（６）遺体の処理期間 

   災害の発生から原則として１０日以内に実施します。なお、１１日目以降も遺体

の処理を行う必要があるときは、期間内（１０日以内）に次の事項を明らかにし、

県知事を通して内閣総理大臣に協議します。 

  ア 延長の期間 

  イ 期間の延長を必要とする地域 

  ウ 期間を延長する理由 

  エ その他必要な事項 
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７ 遺族への対応 

 区長は、遺族等に対する窓口を開設し、相談、事情聴取、埋火葬手続きの説明等を行

います。 

第３節 火葬【健康福祉局生活衛生課、建設緑政局霊園事務所】 

 遺族が火葬を行うことが困難である場合又は遺族のいない遺体に対して、検視・検案

等必要な処理を済ませたうえで、早急に火葬を実施します。焼骨の収蔵は、火葬後特に

必要な場合にのみ実施します。 

１ 火葬の実施場所 

 川崎区の火葬の実施場所は、次の場所とします。 

名  称 所  在  地 炉基数 火葬能力 

かわさき南部斎苑 川崎区夜光３－２－７ １２基 ７２体（１日） 

２ 火葬の内容 

 火葬の内容は応急的に処理する程度のものとし、次の内容とします。 

  ア 棺（付属品を含む） 

  イ 骨つぼ及び骨箱 

３ 焼骨の収蔵 

 焼骨の収蔵は次の場所とします。 

名  称 所  在  地 

緑ヶ丘霊堂 

（緑ヶ丘霊園内） 
高津区上作延３３番地 
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４ 火葬の実施期間 

 災害発生の日から原則として 10日以内に完了するものとします。なお、11 日目以降

も遺体の火葬を行う必要があるときは、期間内（10 日以内）に次の事項を明らかにし、

県知事を通して内閣総理大臣に協議します。 

  ア 延長の期間 

  イ 期間の延長を必要とする地域 

  ウ 期間を延長する理由 

  エ その他必要な事項 
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第１４章 文教対策【教育委員会、こども未来局】 

 災害時における児童・生徒等の安全確保に係る応急対策、文教施設の保全、並びに教

育施設及び児童・生徒等の被災による通常教育が困難な場合、文教施設の応急復旧、応

急教育の実施等の文教対策を行う事項について定めます。また、学校ごとに、地域特性

等に合わせた学校防災計画（マニュアル）を策定し、より効果的な対応に努めます。 

第１節 学校施設の応急対策【教育委員会】 

 学校長及び教育長は、災害時における応急対策を万全なものとするため、教育施設・

設備について次により措置を図ります。 

１ 事前措置 

（１）学校長は、学校の施設及び消防設備の定期点検を実施します。 

（２）学校長は、可燃物を適切に管理し、冷暖房・調理用器具の定期点検を実施します。 

（３）学校長は、施設内備品等の転倒・落下防止措置を実施します。 

（４）学校長は、プール・貯水槽への貯水をできる限り実施します。 

２ 応急措置 

（１）学校長は、被害状況等をすみやかに把握し、教育長に報告します。 

（２）教育長は被害状況等について、市長に報告します。 

（３）教育長は、教育施設班を組織して、被災校の現地調査を行い、事態に即応した応

急復旧計画を策定します。 

第２節 児童・生徒の措置、臨時休業の措置及び応急教育の実施方法【教育委員会】 

 災害の発生若しくは発生のおそれがあり、授業等の実施が困難な場合、学校長は教育

長からの指示により、又はその指示を受けることが不可能なときは学校長の判断により、

次の措置をとります。 

１ 児童・生徒の措置 

（１）学校長は、児童・生徒等が在校中に、川崎市内のいずれかの地域に震度５強以上

の地震が発生した場合は、小学校、特別支援学校においては、すべての児童・生徒

を保護者に直接引き渡すことを原則とします。また、中学校、高等学校ではあらか

じめ保護者と合意した方法により下校させます。 

   保護者以外の者への引き渡し、震度５弱以下の場合の下校方法、大規模停電等の
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地震以外の予期しない災害が発生した場合の下校方法については、各学校が保護者

や地域の状況を踏まえてこれを定め、あらかじめ保護者と合意した方法で行います。 

（２）学校長は、児童・生徒が学校にいるときに、大規模な地震が発生した場合は、学

校の立地を踏まえて津波の発生や校庭の液状化等を警戒した適切な避難措置を講

じます。また、被害の状況によっては、区本部等と緊密な連絡のもとに、児童・生

徒を避難所等に教職員が避難誘導する等適切な措置を講じます。 

（３）教育長は、被災校の実態を把握し、被災児童・生徒数にしたがって学校施設の管

理に基づく収容対策を講じます。 

（４）教育長及び学校長は、学校において児童・生徒を一時保護する場合に必要となる

食料や生活必需品等の備蓄に努めます。 

２ 臨時休業の措置 

（１）川崎市内のいずれかの地域に、震度５強以上の地震が発生した場合は、発生した

日の翌日を全市一斉に臨時休業とします。ただし、発生した時刻が始業時刻前であ

った場合は、発生した当日についても臨時休業としますが、登校中に発生し、学校

へ避難してきた児童・生徒は、校内に受け入れ安全確保を図ります。 

（２）発生した日が休日、休前日（例えば金曜日）の場合は、休日明けの平日を臨時休

業とします。なお、休日明けの平日が課業日でないとき（夏季休業中や振替休日等）

は、部活動等の児童・生徒の活動をすべて中止とします。 

（３）施設設備や地域における被災状況を踏まえて、児童・生徒の安全確保を図るため

に、引き続き臨時休業や登校時刻の変更などの措置が必要な場合は、校長が適切な

措置を講じます。 

（４）学校の判断と異なる保護者の判断が示された場合は、児童・生徒の安全確保の観

点から、保護者の判断を尊重しつつ適切な措置を講じます。 

３ 応急教育の実施 

（１）学校長は、教職員及び教材等の確保を行い、教育活動の実施に支障がないよう努

めます。 

（２）学校長は、被災の実情、復旧期間を勘案して、状況に応じた教育活動を実施しま

す。 

第３節 避難収容施設の運営支援 

 学校長及び施設の管理者は、施設等が避難計画に基づく避難施設に指定され、かつ、

地域住民等の避難があった場合において、避難者の受入体制、施設の管理、救援・救護

対策の実施に関して、区本部その他関係機関と緊密に連絡調整を図り、施設使用につい
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て適切な対応措置をとります。

第４節 わくわくプラザにおける措置【こども未来局】 

 わくわくプラザの管理下において災害等が発生した場合、管理者は保護者等の迎えが

あるまで責任を持って利用児童を保護するなど、利用児童の安全確保を最優先に対応し

ます。 

１ あらかじめ学校と協議し定めた学校内の安全な場所に利用児童を避難誘導します。 

２ 利用児童の所在確認及び安否確認を行います。 

３ あらかじめ利用児童の保護者が合意した連絡方法により、保護者に利用児童の引取

りを依頼します。 

４ 管理者は、保護者等による引取りまで、利用児童を保護します。 

５ 利用児童の安全な保護のために必要な防災用品を備えるよう努めます。 

第５節 勤務時間外における教職員体制【教育委員会】 

 教職員（非常勤職員を除く）は、勤務時間外に、川崎市内のいずれかの地域に震度５

強以上の地震が発生した場合は、学校が定めた防災体制に基づき、可能な通勤手段を講

じて自動参集します。また、それ以外の災害時についても児童・生徒の安否確認や施設

設備の安全確認に必要な職員体制をあらかじめ定めます。 

第６節 学用品等の調達・支給【教育委員会】 

 住家の倒壊、焼失等により被害を受け、教材・学用品をそう失又はき損した児童・生

徒に対し、その調達及び給与について次のとおり定めます。 

１ 教育長は、被災した児童・生徒について実態を把握し、教科書、教材、文房具等の

授業用物品を教材納入業者の協力を得て調達します。 

２ 学用品の給与については、災害救助法に定める限度額を基準に教育長が支給します。 

３ 学校施設の管理運営に必要な物品等は、復旧計画とあわせて処理します。 

第７節 学校給食の対応【教育委員会】 

１ 学校長又は学校給食センター長は、校給食の施設・設備の被害の程度及び給食用物

資の状況から、通常の給食の実施が困難な場合は、教育長からの指示により簡易給食
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を実施します。 

２ 学校長又は学校給食センター長は、次のいずれかの事項に該当した場合、自らの判

断又は教育長からの指示により、給食中止の措置をとります。 

（１）給食施設が被災し、給食の実施が不可能な場合 

（２）給食用物資の入手が困難な場合 

（３）伝染病、その他の危険の発生が予想される場合 

（４）その他給食の実施が適当でないと考えられる場合 

３ 教育長は、被災状況が判明した後、速やかに具体的な復旧計画をたてて、学校給食

衛生管理基準等に照らし、特に衛生管理に留意し、正常な学校給食の実施に努めます。 

第８節 教育施設の応急対策【教育委員会】 

 施設管理者は、災害発生時における施設の管理及び利用者の安全確保について、次の

措置を実施します。 

１ 施設主催の事業又は利用者による事業を中止し、人命等の安全確保を図ります。 

２ 消防計画に基づく自衛消防組織を運用し、応急活動を実施します。 

３ 施設利用者については不特定多数である場合が多く、混乱が予想されるため、速 

やかに適切な指示と避難誘導を行います。 

第９節 文化財の保護【教育委員会】 

 文化財の保護について、次の措置を実施します。 

１ 所有者又は管理者は、直ちに消防機関への通報及び教育長へ被災状況の報告を行う

とともに、実施可能な措置を行います。 

２ 教育長は、前項による報告を受けた時は、直ちに文化財の被害拡大を防止するため

に必要な応急措置を関係局の応援を得て行います。 
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第１５章 応急住宅対策【まちづくり局】 

災害救助法に基づき、県から委任された事務又は県が実施する救助の補助として、市

は、住宅の応急修理、障害物の除去及び応急仮設住宅の供与に関して、県の業務を支援

し、被災者の居住安定を図ります。 

 また、被災者の一時的な居住先として、公営住宅等を提供します。 

第１節 住宅の応急修理 

県が実施する救助の補助又は県から委任された事務として、県の「神奈川県住宅の応 

急修理・障害物の除去マニュアル」に基づき、被災住宅を応急的に修理します。 

１ 対象者 

原則として以下の要件を満たす者（世帯） 

（１）災害のため半壊若しくは半焼又は大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは 

当面の日常生活を営むことができない者 

（２）自らの資力では応急修理をすることができない者 

（３）応急修理を行うことによって応急仮設住宅等を利用しないと見込まれる者 

２ 修理の範囲 

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設

備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うこと

が適当な箇所 

３ 期間 

原則として、災害発生の日から１か月以内に完了すること。 

第２節 障害物の除去 

県が実施する救助の補助又は県から委任された事務として、県の「神奈川県住宅の応

急修理・障害物の除去マニュアル」に基づき、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木

等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を行います。 

１ 対象者 

原則として以下の要件を満たす者（世帯） 

（１）災害のため半壊、半焼又は床上浸水の住家被害を受け、当面の日常生活が営み得

ない状態にある者 

（２）自らの資力では障害物の除去をすることができない者 
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（３）障害物の除去を行うことによって応急仮設住宅等を利用しないと見込まれる者 

２ 除去の範囲 

居室、台所、玄関、便所等の日常生活に必要欠くことができない場所を対象とし、 

緊急に障害物の除去を行うことが適当な箇所など 

３ 期間 

原則として、災害発生の日から１０日以内に完了すること。 

第３節 応急仮設住宅 

県が実施する救助の補助又は県から委任された事務として、県の「神奈川県応急仮設

住宅供給マニュアル」に基づき、民間の賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅（民賃借

上げタイプ）及び買取方式若しくはリース方式により建設した応急仮設住宅（建設タイ

プ）を被災者へ供与します。 

 １ 建設タイプ 

（１）対象者 

災害による被災者（罹災証明書が発行された者又は発行が見込まれる者）で、 

原則として次のいずれかの項目に該当する者 

ア 住宅が全焼、全壊又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力で 

住宅を得ることができない者 

イ 二次災害等により被害を受けるおそれがあるなど、住宅が全焼、全壊又は流出 

し、居住する住宅がない者と同等と見なす必要がある場合であって、自らの資力

で住宅を得ることができない者（災害救助法に基づく、応急修理及び障害物の除

去の適用を受けない者） 

（２）住宅仕様 

「神奈川県応急仮設住宅供給マニュアル」による。 

（３）建設用地 

応急仮設住宅建設場所を選定するにあたっては、原則としてあらかじめ定めた

「応急仮設住宅建設候補地」の中から、適当な用地を選定します。ただし、これに 

より難いときは適当な公有地、私有地とすることができます。 

（４）供与期間 

建築工事完了後、２年以内とします。（内閣府と県の協議により、変更される場

合あり） 

（５）災害時要援護者に対する配慮 

応急仮設住宅の建築、供与等にあたっては、高齢者、障害者等の世帯の状況に応

じた配慮を行うものとします。 
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２ 民賃借上げタイプ 

（１）対象者 

建設タイプと同じ。 

（２）借上げ条件 

市や不動産団体から県が意見を聴取し、家賃額等の具体的な借上げ条件を設定

します。 

（３）供与期間 

賃貸借契約による。（最長２年間の定期借家契約。ただし、内閣府と県の協議に

より、変更される場合あり） 

第４節 一時的居住先としての公営住宅等の活用【まちづくり局住宅管理課】 

 災害救助法の適用にならない災害が発生した場合に、避難所の許容量及び被災者の状

況等により、一時的居住先として公営住宅等を提供します。 

１ 一時的居住を要する者 

  災害のため住家が居住不能になり、当該住家が復旧するまでの間、自らの資力では

住宅の確保が困難である者とします。 

２ 認定方法 

  区長が認定し、罹災証明書を交付します。 

３ 供与 

  使用可能な市営住宅の空家を提供します。 

  供与にあたっては、高齢者、障害者等の世帯はでき得る限り配慮します。 

  また、供与期間は原則として３か月間とし、やむを得ない場合に限り延長します。 
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第１６章 公共施設等の応急対策【建設緑政局、まちづくり局、上下水道局、

港湾局、区】 

震災により公共施設等が被害を受けた場合、その施設管理者は公共性を配慮し、次に

より迅速かつ的確な応急対策を実施します。 

第１節 土木施設の応急対策【建設緑政局、区道路公園センター】 

 震災時における道路、橋りょう、河川等の被害に対し、応急復旧対策に万全を期し、

避難・消火・救援対策のための交通の確保を図ります。 

１ 道路 

（第４部第３章第１節 道路の啓開活動 参照） 

２ 橋りょう 

（第４部第３章第１節 道路の啓開活動 参照） 

３ 河川 

  震災により、堤防や護岸の損壊等被害が発生した場合又は震災と集中豪雨・台風が

重なった場合には、浸水・氾濫等の被害が懸念されるため、気象情報・水位監視等の

状況把握に努め、水門の開閉等、流水量の適切な調節を行うなど二次災害の発生防止

のための応急対策を実施します。 

４ 応急対策の実施 

  道路・河川の応急対策は、次により実施します。なお、震災時に発生する浸水・氾

濫等の被害については、「川崎市地域防災計画（風水害対策編）」を準用し対策を図り

ます。 

（１）区長は、道路・河川の被害状況について、災害の種類、発生日時、場所及び規模

等を具体的かつ速やかに収集し、市長に報告します。 

（２）応急対策の実施は、区道路公園センターが所管して行います。 

（３）被害が広域に及ぶ場合は、協定を締結する川崎建設業協会及び神奈川県建設重機

協同組合と区道路公園センターが合同の作業班を編成し、応急対策の実施にあたり

ます。 

５ 資機材の整備、備蓄 

  道路・河川の応急対策の実施に必要な資機材等は、次により調達、整備を図ります。 

（１）フレコン、砕石、木材、合材等の資材は、区道路公園センターにおいて備蓄しま

す。 

（２）水防用資機材を河川近隣の水防倉庫において備蓄します。 
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第２節 建築物等応急対策【まちづくり局、関係局】 

 災害による建築物等の損傷箇所に対して応急的な修繕を行い、その建築物等の機能回

復を図るとともに、機能回復が不可能な建築物等については、応急的な施設を建設しま

す。 

１ 市有建築物の応急修繕 

  市営住宅を除く市有建築物のうち、災害により損傷を受けたものについて応急的な

修繕を行います。 

（１）実施の方法 

   被害の状況を確認した後、修繕順位を定めた計画を作成し、必要最小限度の修繕

を行います。 

（２）次の応急修繕は、施設管理者の依頼に基づきまちづくり局長が公共施設対策班に

所管させ行います。 

   ア 市有建築物（市営住宅を除く。）の修繕 

   イ 市有建築物に属する電気、機械、通信施設等の修繕 

２ 市営住宅の応急修繕 

  被災した市営住宅の応急修繕については、次により実施します。 

（１）対象 

   市営住宅のうち災害により損傷を受けた住宅で日常生活に必要不可欠な部分 

（２）修繕の期間 

   災害発生の日から原則として１箇月以内に修繕を完了するものとします。 

（３）実施の方法 

   被害の状況を確認した後、修繕順位を定めた計画を作成し、平常時の修繕工事の

方法に準じ必要最小限度の修繕を行います。 

（４）市営住宅の応急修繕は、住宅管理課の所管とします。 

３ 仮設事務所等の建設 

（１）対象 

   災害により甚大な損傷をうけ、応急修繕を施してもその建築物の機能の回復を図

ることができない市有建築物（市営住宅を除く。）で、市長が当該施設の機能上、

特に緊急を要すると認めた場合は、仮設事務所等を建設します。 

（２）建設の時期 

   市長の指示によるものとします。 

（３）構造、規模 

   施設規模や附帯設備等は必要最小限度にとどめます。また、緊急を要するため、

建設が容易なプレハブ式構造とします。 
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（４）建設場所 

   市長の指示により、決定するものとします。 

（５）仮設事務所等の建設は、まちづくり局長が公共施設対策班に所管させ行います。 

   ア 市有建物（市営住宅を除く)に係る仮設事務所等の建設に関すること 

   イ 仮設事務所等に属する電気、機械、通信施設工事に関すること 

４ 建設資機材等の確保 

  応急仮設事務所建設資機材及び労務は、プレハブハウス業界、川崎建設業協会、川

崎市電設工業会、川崎市空調衛生工業会及び神奈川建設重機協同組合を通じて確保し

ます。 

第３節 上水道・工業用水道施設応急対策【上下水道局】 

 災害が発生した場合、上水道・工業用水道施設の機能を維持するため、迅速かつ的確

な応急対策を次により実施します。 

１ 応急対策 

  被害調査の結果、送・配水機能が維持されている場合は、上水道・工業用水道の漏

水等に起因する二次災害の発生のおそれのない範囲において、できる限り送・配水を

停止しないことを原則とし、また、被害施設はその重要度に従い、総力をあげて短期

間に復旧するものとします。 

（１）人員の配備 

   災害発生と同時に動員を行い、災害の規模、場所等を確認し、状況に応じた人員

の配備を行います。 

（２）通信連絡 

   有線通信設備が不通又は混乱した場合は、緊急連絡に市防災行政無線設備を使用

し、情報の収集、伝達を行います。 

（３）被害調査 

   災害発生と同時に、下記の順位で上水道・工業用水道施設の被害調査を行い、状

況把握と適切な給・配水計画並びに応急復旧計画を決定します。 

   ア 取水、導水、浄水施設及び配水池・配水塔並びに周辺管路 

   イ 送水管、配水本管及び主要配水支管 

   ウ 配水支管、給水装置 

（４）応急復旧 

   応急復旧活動は、市長の指示に従い、川崎建設業協会及び川崎市管工事業協同組

合の協力を得て作業にあたります。 
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   ア 取水・導水・浄水施設 

     被害状況を把握し、二次災害防止に努めるとともに、各上水道施設の能力を

極力維持するため、総力をあげて復旧します。また、工業用水道施設について

は、その重要度に従い応急復旧を行います。 

   イ 送・配水施設 

     被害調査により、通水可能な管路を確認し、各浄水場の状況、配水池及び調

整池容量等を考慮しながら送・配水管路網の弁類を操作して配水系統の変更を

行い、できる限りの給水に努めます。上水道については、各配水池及び応急給

水拠点までの管路を最優先とし、避難所、病院等重要施設への供給ルート等、

その重要度に従い応急復旧を行います。また、工業用水道については、配水管

等その重要度に従い応急復旧を行います。 

     なお、二次災害の発生のおそれのない範囲の漏水は、副次的なものとして、

逐次復旧していきます。 

   ウ 給水装置 

     給水管、給水装置の被害箇所は、配水管の通水に支障を及ぼすもの、道路上

の漏水で二次災害の発生するおそれのあるもの等、その重要度に従い応急復旧

を行います。 

２ 復旧用機器及び資材 

  応急復旧作業用機器等は日頃から整備を図るものとし、復旧用資材については、常

時これを大量に貯蔵しておくことは困難なため、配管用資材を除くその他の資材（セ

メント、鉄筋、ケーブル等）は、川崎建設業協会等の協力により調達します。 

第４節 下水道施設応急対策【上下水道局】 

 下水道施設に被害が発生した場合、次の応急対策により、下水道機能を迅速に復旧す

るよう努めます。 

１ 初動体制 

（１）情報の収集 

   迅速な情報収集により、施設の被災状況、周辺状況を把握します。また、局内及

び外部関係機関との連絡体制を確立します。 

（２）被害調査及び報告 

   施設内の被災状況の全容を、緊急点検により的確に把握し、当該関連施設の被災

状況について局内で情報を共有するとともに災害対策本部長に報告し、適切な応急

処置を実施します。 
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（３）応急処置 

   施設、設備の被災状況調査結果に基づき、施設内の安全対策を図り、機能維持に

必要な回復処置を施します。 

２ 応急処置及び復旧資機材の確保 

  各施設で応急処置及び復旧に必要な資機材の管理を行うとともに、施設間で融通で

きる体制を整えます。 

３ 関連・関係団体との連携 

  応急復旧で必要となる資機材、要員等については、川崎建設業協会、排水設備業者、

機器メーカー、資機材納入業者等の関連、関係団体等との協力を得て作業に当たりま

す。 

４ 非常用ポンプ 

  非常用ポンプとして可搬式自吸水ポンプを保管します。 

第５節 港湾施設応急対策【港湾局】 

 震災時における救援物資等の受入施設及び復旧時の資機材搬入施設として、公共ふ頭

の荷さばき施設及び係留施設を中核的な基地として、円滑な海上輸送を確保するため、

次の措置を行います。 

１ 荷さばき施設及び臨港道路の被災状況を調査し、災害対策本部及び国土交通省に報

告するとともに、被害が生じた場合は、関係機関の協力を得て応急復旧措置を実施し

ます。また、港湾荷役関係者等の協力を得て、作業可能な集積ヤードを確保します。 

２ 港湾区域における障害物の発生状況や係留施設の被災状況を調査し、災害対策本

部及び国土交通省に報告します。また、港湾区域に障害物が発生した場合や係留施

設等に亀裂・陥没等の被害が生じた場合は、関係機関の協力を得て、応急復旧措置

を実施します。 

３ 海底トンネル施設の被災状況を調査し、災害対策本部に報告するとともに、被害

が生じた場合は、関係機関の協力を得て応急復旧措置を実施します。 

４ 船舶に関する措置を次により行います。 

（１）接岸スペースを確保するため、公共ふ頭に停泊中の船舶を離岸させます。 

（２）港湾局所属の船舶により海上の状況、在港船舶の状況を調査するとともに、必要

な場合は海上保安部に対し、入港船舶の交通規制措置を要請します。 

５ 港湾区域内において、油流出事故等の海上災害が発生した場合には、港湾局所属

の船舶等により被災状況を調査し、災害対策本部及び海上保安庁等関係機関に報告

するとともに、川崎管内排出油等防除協議会等の協力を得て、応急復旧措置を実施

します。 
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６ 護岸の損傷、倒壊の状況及びそれによる港湾区域への影響を港湾局所属の船舶等

により調査し、災害対策本部、国土交通省及び海上保安庁に報告します。 
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第５部 復旧計画・復興体制 

第１章 民生安定のための緊急措置【健康福祉局、財政局、まちづくり局、こ

ども未来局、経済労働局、区、関係局】

 災害時には、多くの市民の負傷、家や家財等の喪失、また、電気、ガスあるいは電話

の途絶などにより、かなりの混乱状態に陥ることが考えられます。このため、防災関係

機関等と協力し混乱を速やかに治め、人心の安定と社会秩序の回復を図るための緊急措

置を講じます。 

 なお、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮

を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効

率的な実施に努めます。 

川崎市支援・減免制度一覧＜資料１７＞

第１節 相談窓口の開設【関係局、区】 

 区は、必要に応じて、被災者のための相談窓口を設置し、次の業務を実施します。 

１ 被災者からの苦情又は要望事項を聴取し、各局・関係機関との調整等によりその解

決に努めます。 

２ 被災者への迅速かつ適切な相談事業を行うため、市関係局と緊密な連携を図ります。 

３ 相談内容、被害状況等について、防災関係機関との連絡を密にし、相談態勢の確立

を図ります。 

４ 区長は、相談窓口で受けた要望の内容、件数、対応状況等の取りまとめを行います。 

第２節 義援金等の配分【健康福祉局庶務課】 

 被害の発生に伴い、一般市民及び他都県市から被災者あてに寄託された義援金・義援

物資（以下「義援金等」という。）の受付、保管、配分及び輸送について、必要な事項

を定めます。 

１ 義援金等の受付 

（１）一般市民及び他都市等から川崎市に寄託された義援金等について、健康福祉局に

おいて受付けます。 

（２）義援金等を受領したときは、寄託者に受領書を発行します。 

209



２ 義援金の保管 

  義援金については、会計管理者名義の預金口座を設け、一時保管します。 

３ 義援金等の配分及び輸送 

（１）寄託された義援金等の配分は、健康福祉局が行う。配分に当たっては、被災状況

等を勘案して配分委員会又は協議会を設置し、配分方法等を決定し、被災者に対す

る円滑な配分を行います。 

（２）義援金等の輸送は、健康福祉局が関係局の応援を得て被災地の区長に引渡すもの

とします。 

第３節 弔慰金・見舞金等の支給 

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により、死亡、

疾病等、人的、物的に被害を受けた市民に対し、その生活援護のため、災害弔慰金、

災害障害見舞金、災害見舞金、弔慰金及び災害遺児等福祉手当を支給します。 

１ 災害弔慰金【健康福祉局庶務課】 

２ 災害障害見舞金【健康福祉局庶務課】 

３ 災害見舞金及び弔慰金【健康福祉局庶務課】 

４ 災害遺児等福祉手当【こども未来局こども家庭課】 

第４節 資金の貸付 

 災害により、被災した市民の生活の立て直しを援護し、市民の自力復興を促進し、

市民生活の早期安定を図るため、市が直接又は間接に関与して行う援護のための主な

貸付、融資について必要な事項を定めます。 

１ 災害援護資金【健康福祉局庶務課】 

２ 生活福祉資金【神奈川県社会福祉協議会】 

３ 災害復興住宅資金【まちづくり局住宅整備推進課】 

４ 災害対策資金【経済労働局金融課】 

第５節 市税・保険料等の減免措置等 

１ 市税【財政局税制課】 

  被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法（昭和 25 年法律第 226
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号）又は市税条例（昭和 25 年川崎市条例第 26号）の定めるところにより、期限の延

長、徴収の猶予及び減免等の措置を被災の実態に応じて適宜実施します。 

２ 市国民健康保険【健康福祉局収納管理課、保険年金課】 

（１）保険料免除 

   災害により納付義務者又はその世帯に属する世帯員の居住に係る家屋又は事務

所が滅失し、又は著しい損傷を受けた世帯に対し、川崎市国民健康保険料減免取扱

要綱の定めるところにより、保険料を免除します。 

（２）一部負担金減免 

   災害により世帯主が死亡し、障害者となり、又は資産に重大な被害を受けたこと

により、生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な世帯に対し、川崎市国民健康

保険一部負担金減免等取扱要綱の定めるところにより、一部負担金を減額又は免除

します。 

３ 後期高齢者医療保険【健康福祉局長寿・福祉医療課】

  広域連合長は、神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等の

定めるところにより、被保険者等の申請に基づき、次の各号に定める措置を実施する

ことができるものとします。 

（１）保険料徴収猶予 

（２）保険料減免 

（３）一部負担金減免 

４ 市介護保険【健康福祉局介護保険課】 

（１）保険料 

   第１号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者が、災害により、住宅、

家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、納付義務者に対し、介護

保険法又は市介護保険条例の定めるところにより、申請に基づき第１号被保険者保

険料の徴収の猶予又は減免の措置を被災の実態に応じて適宜実施します。 

（２）利用料

   利用者又はその世帯の生計を主として維持する者が、被災により、住宅、家財又

はその他の財産について著しい損害を受けたとき、介護保険法の定めるところによ

り、申請に基づき利用料の免除の措置を被災の実態に応じて適宜実施します。

５ 国民年金保険料【健康福祉局保険年金課】

  災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属

する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額（保険金、

損害賠償金等により補充された金額を除く。）が、その価格のおおむね２分の１以上

である損害を受けたときは、申請に基づき、納付すべき保険料を免除します。（日本

年金機構の審査により決定）
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第６節 罹災証明書の交付【区、消防署】 

国、県及び市において、租税、保険料等の減免及び徴収猶予や住宅新築・補修に要

する資金の貸付等の各種公的融資などを実施する場合に、当該災害によって被災した

という証明が必要となるので被災世帯に対して、罹災証明書を交付します。また、罹

災証明書の交付にあたっては、各種の支援措置を早期に実施するため、平常時から職

員の育成、他の地方公共団体等との連携体制の確保に努め、発災時に遅延なく住家等

の被害の程度を調査します。 

１ 交付手続 

  罹災証明書の交付申請が、被災者から提出された場合、被災に関わる調書（確認で

きないものについては、申請者の立証資料）等に基づき、区長が交付します。 

２ 証明書交付者 

  罹災証明書は原則、区長が交付し、火災に関する被災については、消防署長が

交付します。 

３ 証明の範囲 

  災害対策基本法第２条第１号に規定する被害の範囲で、次の事項について証明しま

す。 

（１）住家、住家以外の建造の被害 

  ア 全壊・全焼 

  イ 流出 

  ウ 半壊・半焼 

  エ 床上浸水 

  オ 床下浸水 

（２）人的被害 

  ア 死亡 

  イ 行方不明 

  ウ 負傷 

（３）その他の物的被害 

第７節 被災者生活再建支援金の支給【健康福祉局庶務課】

被災者生活再建支援法は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対

し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支

給することにより、被災者の生活の再建を支援し、その生活の安定と速やかな復興を目

指すものです。 
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 市は、被災規模が支援金制度の支給対象となった場合は、遅滞なくその旨の周知広報

を行います。 
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第６部 東海地震に係る事前対策計画 

第１章 基本方針【総務企画局危機管理室】 

第１節 主旨 

 市域は大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73号、以下第６部では「大震法」

という。）第３条の規定に基づく地震防災対策強化地域ではないが、当該地域に係る警

戒宣言の発令等に伴う混乱を未然に防止し、かつ地震発生に伴う被害を最小限に止める

ため、大震法第６条に基づき、「地震防災対策強化地域」（以下「強化地域」という。）

において作成が義務付けられている地震防災強化計画に準じ、市の東海地震対策を定め

ます。 

第２節 計画の方針 

 この計画は、 警戒宣言発令前の東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意

情報、及び警戒宣言に伴う東海地震予知情報（以下、「東海地震に関連する情報」とい

う。）が発表された時から、地震発生までの間における対応を規定します。 

 ※平成２９年１１月１日から、東海地震に関連する情報の発表は実施されず、異常現 

象が検知された場合は気象庁が「南海トラフ地震に関連する情報」を発表することと 

なっています。このことから、本計画においては、当面の間「東海地震に関連する調 

査情報（臨時）」を「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」に読み替えて運用する 

こととします。 

第３節 業務の大綱 

１ 区の処理すべき事務 

  東海地震に係る警戒宣言の発令及び東海地震に関連する情報の発表によって危惧

される社会的混乱等を未然に防止し、かつ地震発生に伴う被害を最小限に止めるため

に、区はその事前にとるべき措置に関し、関係機関と相互協力して、おおむね次の業

務を処理します。 

（１）東海地震に関連する情報の収集・伝達 

（２）警戒宣言の発令及び東海地震に関連する情報の発表に伴う活動体制の確立・運営

等 

（３）事前避難対策 

（４）警戒宣言発令時及び東海地震に関連する情報の発表時の広報対策 
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（５）児童・生徒等保護対策 

（６）地震発生後に備えた資機材・人員等の配備及び飲料水・食料その他生活必需品の

確保 

（７）医療救護対策 

（８）緊急輸送に関する事項 

（９）市が管理又は運営する施設等に関する対策 

（10）消防対策 

（11）地震防災上、必要な教育及び広報に関する計画 

（12）地域防災体制の整備・推進 

（13）地震防災応急計画の基本となるべき事項 

２ 公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務 

  区域の公共的団体及びその他防災上重要な施設等の管理者は、この計画に定める事

前対策に係る防災業務を勘案し、それぞれの公共的な業務に応じ、協力するものとし

ます。 
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第２章 東海地震に関連する情報及び警戒宣言【横浜地方気象台、総務企画局 

危機管理室】 

第１節 東海地震に関連する情報【横浜地方気象台】

 東海及びその周辺地域の地震・地殻変動などの各種観測データを遠隔測定することに

より、気象庁は 24 時間体制で東海地震の前兆現象の監視を行っており、異常現象を検

知した場合は、以下の東海地震に関連する情報を発表します。 

なお、各情報の発表後、東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、そ

の旨の情報を発表します。 

情報の種類 情報の内容 カラーレベル（※）

東海地震に関連す

る調査情報（定例）

毎月開催される定例の地震防災対

策強化地域判定会（以下「判定会」

という。）において評価した調査結果

について発表

情報発表時 青

東海地震に関連す

る調査情報（臨時）

東海地域の観測データに異常が現

れた場合に、その原因の調査状況に

ついて発表される情報で、東海地域

におけるひずみ計１箇所以上で有意

な変化が観測された場合等に発表

情報発表時 青

東海地震に関連

する調査情報（終

了）発表時

青

東海地震注意情報

東海地震の前兆現象の可能性が高

まったと認められた場合に発表され

る情報で、東海地域におけるひずみ

計 2 箇所での有意な変化が、前兆す

べり（プレスリップ）である可能性

が高まったと判定会で判断した場合

等に発表

情報発表時 黄

東海地震注意情

報(終了(解除)）発
表時

青

東海地震予知情報

東海地震が発生するおそれがある

と認められ、「警戒宣言」が発せられ

た場合に発表される情報で、東海地

域におけるひずみ計 3 箇所以上での

情報発表時 赤
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有意な変化が、前兆すべり（プレス

リップ）によるものと判定会で判断

した場合等に発表

東海地震予知情

報(終了(解除)）発
表時

青

※ 各情報を分かりやすくするために補足する言葉 

第２節 警戒宣言の発令

 異常現象が東海地震につながるものかどうかの検討を行うため、判定会が開催され、

判定会での検討の結果、気象庁長官が東海地震が発生するおそれがあると判断した場合、

気象庁長官は、直ちに「地震予知情報」を内閣総理大臣に報告します。 

 「地震予知情報」の報告を受けた内閣総理大臣は、直ちに閣議を招集し「警戒宣言」

の閣議決定を行い、報道機関等を通じて「警戒宣言」を発令します。 

第３節 警戒宣言等の伝達【総務企画局危機管理室、各局室区】 

 警戒宣言及び東海地震に関連する情報の伝達については、次の伝達系統図によるもの

とします。なお、情報の伝達については、第３部第４章第８節２参照。 

・東海地震に関連する情報の伝達系統図

・警戒宣言の伝達系統図

内閣総理大臣 

区危機管

理担当

気象庁 総務省消防庁 

自主防災組織 横浜地方 

気象台

市民・企業 防災関係機関 
市危機

管理室

県安全 

防災局

市民・企業 

市民・企業 

区危機管

理担当

総務省消防庁 

自主防災組織 

市民・企業 防災関係機関 
市危機

管理室

県安全 

防災局

市民・企業 

市民・企業 
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第３章 東海地震に関連する調査情報（臨時）発表から警戒宣言発令（東海地

震予知情報発表）までの対応措置【消防局、総務企画局、総務企画局危機管理

室、シティプロモーション推進室、各局室区】

第１節 市の活動体制【総務企画局危機管理室】

１ 東海地震に関連する調査情報（臨時）発表時

常設の災害対策本部事務局（総務企画局危機管理室）の体制を強化し、川崎市災害

警戒体制を確立し、続報を逃さない情報収集体制をとります。 

２ 東海地震注意情報発表時 

  市長は、東海地震注意情報が発表されたときは、川崎市東海地震警戒本部（以下「東

海地震警戒本部」という。）を設置して、警戒体制にあたります。なお、組織及び配

備については、第３部災害初動計画第１章組織及び第２章配備で定める体制とします。

この場合において、「災害対策本部」とあるのは、「東海地震警戒本部」と読み替える

ものとします。 

３ 東海地震警戒本部の廃止 

  東海地震注意情報の解除に係る情報が発表されたとき及び災害対策本部を設置し

たときは、その体制を廃止します。 

第２節 職員の配備【総務企画局危機管理室】 

１ 配備基準 

  東海地震注意情報が発表された場合、本部要員は、必要な情報の受伝達及び警戒

宣言時の対応措置が円滑に実施できるよう体制をとります。 

  なお、防災活動上必要と認められるときは、各局区長の判断により、配備体制を強

化することができるものとします。 

２ 勤務時間外の動員の方法 

  東海地震注意情報が発表された場合、電子メール、有線電話等により本部要員へ非

常連絡することを原則としますが、当該連絡が届かない場合においても、インターネ

ット、電子メール、テレビ、ラジオ等により、東海地震注意情報が発表されたことを

知ったときは、参集連絡を待つことなく自動参集しなければならないものとします。 

第３節 消防局の対応措置【消防局、消防団】 

 消防機関は、東海地震に関連する情報が発表された場合、早期に地震発生に伴う出

火防止の広報を重点とした警戒体制の確立を図り、被害の軽減を期するものとしま
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す。 

１ 東海地震に関連する調査情報（臨時） 

  東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合、震災警戒第 1号体制を発

令し、通常警防体制の中で続報を逃さない情報収集体制を確保します。 

２ 東海地震注意情報 

  東海地震注意情報が発表された場合、震災警戒第２号体制を発令し、全職員により、

全消防力をもって次の措置等を実施し、震災警戒体制を確立します。 

  なお、消防職員は動員命令を待つことなく速やかに所属等に参集します。 

（１）消防局 

  ア 消防警戒本部の設置 

  イ 庁舎内の転倒防止策の実施と来庁者等の安全確保措置 

  ウ 消防ヘリコプターによる広報活動 

  エ 機械器具等の点検整備及び予備燃料確保 

  オ 通信・放送設備の点検及び非常電源の確保・点検 

  カ その他必要な事項 

（２）消防署 

  ア 方面警戒本部の設置 

  イ 事前計画に定める広報活動の実施 

  ウ 庁舎内の転倒防止策の実施と来庁者等の安全確保措置 

  エ 消防車両等の、及び機械器具等の点検整備及び予備燃料確保 

  オ 通信・放送設備の点検及び非常電源の確保・点検 

  カ その他必要な事項 

（３）消防団 

   消防団器具置場等に必要な人員を配置し、消防団警戒本部の設置準備体制をと

ります。 

第４節 東海地震注意情報発表時の措置【総務企画局、シティプロモーション推進室、

消防局、区】 

１ 広報 

（１）市が実施する広報 

   市民、企業、防災関係機関等に対して、インターネット、電子メール、緊急速

報メール、テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、ラジオ、同報系防災行政

無線、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、Twitter 等を通じて冷静な行動・対応
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をとるよう広報するとともに、来庁者及び職員に対しても庁内放送や総合防災情

報システム（防災情報ポータルサイト、一斉通知及び電子メールを含む。）等によ

り伝達します。 

   また、外国人等への情報伝達について特に配慮を行います。 

（２）防災関係機関等が実施する広報 

   防災関係機関等（電気・ガス・通信・鉄道等）は、市民及び施設利用者に対して、

東海地震に関連する情報の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、

生活関連情報等それぞれの機関に応じた広報を実施します。 

２ 混乱防止措置 

  東海地震注意情報の発表に伴い、混乱が発生する恐れのあるとき、又は混乱が発生

したときは、市及び防災関係機関等（警察、鉄道機関、バス機関等）は協力してこれ

らの混乱の発生防止及び収拾に努めます。 
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第４章 警戒宣言発令（東海地震予知情報発表）時の対応措置【総務企画局危

機管理室】 

 本章では、大震法第９条第１項に基づく警戒宣言が発令されたときから、当該警戒宣

言に係る地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間にとるべき対策

について定めます。 

第１節 組織・配備【総務企画局危機管理室】 

 市長は、警戒宣言が発せられたときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、災害

対策本部を設置します。災害対策本部の組織・配備については、第３部災害初動対策計

画第１章組織及び第２章配備で定める体制によるものとします。 

第２節 広報【総務企画局、シティプロモーション推進室、消防局、区】 

 警戒宣言が発せられた場合の広報活動については、市が保有するあらゆる広報手段を

活用するとともに、テレビ・ラジオ等の報道機関を通じて直接市民に正しい情報を提供

し、未然の混乱防止に努めます。 

１ 市が実施する広報 

（１）広報内容 

  ア 警戒宣言の内容、市内の震度及び津波の予測 

  イ 市長から市民への呼びかけ 

  ウ 事業所に対する応急対策実施の呼びかけ 

  エ 地域住民が取るべき措置 

  オ 交通規制の状況等、地震防災応急対策の内容と実施状況 

  カ その他状況に応じて事業所又は住民に周知すべき事項 

（２）広報手段等 

   広報は、報道機関の協力を得て行うほか、インターネット、電子メール、緊急速

報メール、市防災行政無線、地震防災信号（警鐘、サイレン）、広報車、テレビ神

奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ（かわさきＦＭ）、Twitter、

消防ヘリコプター、自主防災組織等を通じる伝達ルートを用いて行うとともに、来

庁者及び職員に対しても庁内放送や総合防災情報システム（防災情報ポータルサイ

ト、一斉通知及び電子メールを含む。）等により伝達します。 

   また、外国人等への情報伝達について特に配慮を行います。 
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地震防災信号の形式（大震法施行規則第４条）

警 鐘 サ イ レ ン

（５点）

●―●―●―●―● ●―●―●―●―

●

（約４５秒）（約４５秒）

○――――  ○――――  ○――――

（約１５秒）    (約１５秒) 
備考 １ 警鐘又はサイレンは、適宜時間継続すること。

２ 必要があれば警鐘及びサイレンを使用すること。

２ 防災関係機関等が実施する広報 

  防災関係機関等（電気、ガス、通信、鉄道等）は、住民及び施設利用者に対して、

警戒宣言の内容、交通機関及びライフラインに関する情報、生活関連情報等それぞれ

の機関の特色に応じた広報を実施します。 

第３節 事前避難【総務企画局危機管理室】 

 警戒宣言時における事前避難の実施については、次のとおりとします。 

１ 避難の基本方針 

  警戒宣言が発令された場合の避難の勧告・指示は原則として行いません。 

  ただし、住民が自発的に避難をしてきたときは、区長は避難所（第２部第６章第２

節で指定された避難所とする。）を開設し、避難者を受け入れます。 

２ 避難状況等の報告 

  区長は、市長に避難の状況、その他の措置について報告します。 

  なお、市長は、事前避難の実施状況等を県知事に報告します。 

第４節 児童・生徒の保護【教育委員会】 

 学校においては、児童・生徒の安全確保の万全を期するため、緊急時に備えあらかじ

め迅速、的確に対処できる綿密な防災計画を、次の基準により定めておきます。 

１ 市立学校の児童・生徒の避難安全対策 

（１）情報伝達 

  ア 教育委員会事務局と学校との間に地震緊急連絡体制を確立し、教育委員会事

務局が警戒宣言発令、東海地震予知情報及び東海地震注意情報の入手と同時に

市防災行政無線を通じ学校等にあらかじめ定められた伝達文を用い連絡しま
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す。 

  イ 緊急連絡を受信した学校は直ちに校内放送を通じて、教職員に伝達し、校内防

災体制を整えます。 

（２）児童・生徒の安全対策 

  ア 警戒宣言発令時の対応 

イ 東海地震注意情報発表時の対応 

  東海地震注意情報発表時の対応については、「ア 警戒宣言発令時の対応」に準ず

るものとします。 

２ 教職員等の対処 

（１）教職員は、すみやかに在校の児童・生徒の安全の確保に努めるものとする。 

（２）児童・生徒の氏名、人員等の掌握をするものとする。 

（３）障がい児については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど、十分配慮します。 

（４）児童・生徒の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ定められた方法で確

実に行うものとします。 

（５）遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒について

は、氏名、人員等を確実に把握し、引き続き保護するものとします。 

（６）学校長は、教育委員会に保護等の状況をすみやかに報告します。 

①在宅時 警戒宣言が発せられたとき全学校は休校

②登下校

途中

全学校の児童・生徒は、登校途中の場合は登

校、下校途中の場合は下校させる。

ただし、スクールバスの利用

者については、学校が運転手に

連絡し、指示を出す。また、運

転手が警戒宣言発令の情報を

得た場合、直ちに学校に連絡し

指示を受ける。

③在校時 小学校、特別支援学校においては、すべての

児童・生徒を保護者に直接引き渡すことを原

則とする。また、中学校、高等学校ではあら

かじめ保護者と合意した方法により下校す

る。

保護者以外のものへの引渡

しについては、各学校が保護者

や地域の状況を踏まえてこれ

を定め、あらかじめ保護者と合

意した方法で行う。

④放課後 ③に準ずる。

⑤休日等 ①に準ずる。

223



第５節 飲料水に係る措置【上下水道局】 

 上下水道局は、地震発生に備え、給水体制の万全を期するものとします。 

１ 飲料水の事前確保 

  地震発生に備え各家庭及び事業所に対して飲料水の備蓄を呼びかけるとともに、需

要に対処するため取水・浄水の増量及び企業団受水の増量に努めます。 

２ 配水池等の警備体制の確立 

  配水池等については、あらかじめ指定された職員を配水池及び関連施設に配備し、

警備及び操作について万全を期するものとします。 

３ 応急給水体制 

  応急給水を実施するため、応急給水用資器材の配備及び人員を確保するものとしま

す。 

第６節 食料・生活必需品の確保【経済労働局、総務企画局危機管理室、区】 

 地震発生に備え、災害応急対策に必要な食料・生活必需品の円滑な供給を実施するた

めの措置を講じます。 

１ 調達体制の点検・確認 

  経済労働局は、あらかじめ定められた計画に基づき、直ちに供給協定を締結してい

る関係団体に連絡し、食料・生活必需品の調達先及び調達手段等の確認と、関係団体

の供給可能な数量の把握に努め、発災に即時対応できる体制を確立するものとします。 

２ 住民等による食料・生活必需品の備蓄 

  警戒宣言発令に伴う食料・物資の買い占めによる社会的混乱発生の防止に留意し、

各家庭等は、常日頃から災害発生に備え、食料・生活必需品の備蓄に心がけるものと

します。 

第７節 資機材・人員の配備【総務企画局危機管理室】 

 地震の発生と同時に迅速な対応措置が図れるよう、資機材の整備と人員の配備につい

て次のとおり行います。 

１ 配備体制の確立 

  市及び防災関係機関等は、発災後における災害応急対策を円滑に実施するため、必

要な資機材の点検・整備、また、これに係る人員の配備についてすみやかに措置を講
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じます。

２ 配備の内容 

  応急対策に係る資機材及び人員の配備を要する事項は、おおむね次のものとします。 

（１）緊急輸送道路の確保 

（２）飲料水の確保 

（３）廃棄物処理及び清掃活動の確保 

（４）防疫活動の確保 

（５）汚水処理機能の確保 

（６）応急仮設住宅の確保及び被災住宅の応急修理 

  なお、それぞれに必要な資機材の種類、数量、所在場所、運搬方法、必要員数等に

ついての具体的な措置の内容は関係機関ごとに別途定めます。 

第８節 医療救護【健康福祉局、病院局】 

 市内医療関係機関は、地震発生に備え、それぞれ地震防災応急対策を実施して医療救

護機能の維持に努めます。 

１ 医療・衛生班の編成待機 

  保健福祉センターに、医師、歯科医師、医療従事者及び事務職等による医療・衛生

班を設置するため、職員を待機させます。 

２ 医療救護班の編成待機 

  健康福祉局は、川崎市医師会に医師を班長とする医療救護班（現場医療救護班、待

機医療救護班、収容医療救護班）の編成待機を要請します。 

３ 医療救護所の設置準備 

  健康福祉局は、想定される被害状況等を勘案して、医療救護所の設置場所を検討し

ます。 

４ 市立病院の役割 

  市立病院は、入院患者等の安全確保を図るとともに、各病院の位置付けに応じて、

傷病者等の受入体制の準備等を行います。 

  また、医療救護活動に必要な医薬品等の点検整備をします。 

５ 市内医療機関に対する要請 

  健康福祉局は、川崎市病院協会を通じて、市内の医療機関に対して入院患者等の安

全の確保と傷病者等の受入体制の準備を図るよう要請します。 

６ 医薬品等の緊急調達の準備 

  健康福祉局は、医療救護活動に必要な医薬品等の緊急調達を迅速に行うため、医薬

品等の調達に関し川崎市薬剤師会及び市内医薬品卸会社に対し在庫量の確認その他
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の必要な連携を図ります。なお、血液製剤については、神奈川県へ支援を要請します。 

第９節 緊急輸送【総務企画局】 

 発災に備え、緊急輸送に必要な車両、輸送ルート等を次により定めます。 

１ 緊急輸送の対象 

  警戒宣言が発せられた場合、緊急輸送の対象となる人員、物資等の範囲は次のとお

りです。 

（１）応急対策要員 

（２）応急対策の実施に必要な食料、医薬品、資機材等 

（３）その他市長が必要と認める人員、物資又は資機材 

  なお、緊急輸送は必要な範囲で実施するものとし、輸送手段の競合を生じないよう

関係機関と十分な調整を行い、効率的な配分計画のもとに実施します。 

  また、警戒宣言後の緊急輸送の実施にあたり具体的に調整すべき問題が生じた場合

は、災害対策本部において必要な調整を行います。 

２ 緊急輸送ルート 

  市におけるルートは、第２部第８章で定める緊急活動道路とします。 

３ 緊急輸送車両等の確保 

  市及び防災関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両等の確保を図ると

ともに、運用体制を一元化します。 

  確保すべき車両の数量及び確保先との連絡手段等は、第４部第７章によるものとし

ます。 

第１０節 市管理施設の事前対策 

 市が管理する道路、橋りょう、河川、港湾、下水道等及びその他の重要な施設等にお

ける、発災に備えた事前措置について、次により実施します。 

１ 共通してとるべき措置

区  分 主  な  措  置

警戒宣言等の伝達 １ 来庁者及び職員に対して、警戒宣言、東海地震注意情報及び東

海地震予知情報の内容を非常放送、庁内放送等により伝達

２ 冷静な行動、とるべき措置について周知

来庁者等の安全確

保措置

１ 避難通路の確保、非常口の開錠と開放

２ 避難器具(救助袋、梯子、緩降器等)の点検
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３ 必要に応じて退避の指示

４ 施設の立入禁止区域の設定及び周知

５ 退避の際の誘導責任者は、消防計画書に定める避難誘導班長と

し、階段等避難設備を利用して安全な場所に誘導

６ 退避誘導後、庁舎内残留者を把握

通信・放送設備の

点検

１ 市防災行政無線等通信手段の点検

２ 放送設備、携帯ハンドマイク等の点検

機械設備、電気設

備の点検又は使用

停止措置

次の設備は使用停止とする。

１ エレベーター、エスカレーター設備

２ 冷・暖房施設

３ その他必要以外の電気・機械設備

設備、備品等の転

倒及び落下防止措

置

１ 窓ガラス等の飛散及び落下防止の確認

２ ロッカー、書庫、書棚等の転倒防止確認 

３ 諸物品等の落下防止措置

出火防止措置 １ 火気使用の制限

やむを得ず使用する場合、火気使用機器及び場所を確認し、地

震が発生した場合、直ちに消火できる措置を講じる。

２ ガス器具及び火気使用場所の点検、確認

３ 使用していないガスの元栓の閉止

４ 消火用水の確保

危険物の安全措置 １ 流出、発火、爆発のおそれある危険物等の安全措置

２ 貯蔵又は使用中の危険物や高圧ガスは、所定の場所に保管する

か、転倒防止、漏えい防止措置を講じる。

３ 緊急遮断装置等安全装置類の点検

緊急貯水 １ 受水槽への緊急貯水

２ 飲料水の貯水

消防用設備等の点

検・確認

消火栓設備、警報設備、避難設備等の点検

非常電源の確保 １ 自家発電設備、可搬式発電機、電池等の点検

２ 発電設備用燃料の確保

その他 １ 施設、設備の固有の特性、機能について必要な点検

２ 緊急車両、救援物資輸送車両等の駐車場の確保

３ 応急活動用資機材等の準備

４ 応急活動体制の確立

５ 動物園にあっては、動物の逃走防止措置
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２ 道路、橋りょう等における措置

区  分 主 な 安 全 確 保 措 置

道路及び橋りょう 道路管理者は、警戒宣言が発せられた場合は直ちに所管道路の緊

急点検及び巡視を実施して状況を把握し、交通の制限、工事中の道

路における工事の中断等の措置をとるものとする。

緊急点検、巡視の具体的な実施方法及び実施体制については、関

係局が別に定める。

河川及び港湾施設

等

河川、港湾施設等の管理者は、警戒宣言が発せられた場合は、直

ちに所管施設の緊急点検及び巡視を実施して状況を把握し、工事中

の場合は工事の中断等の措置を講ずるとともに、施設の管理上必要

な操作を行うための非常用発電装置の準備、点検その他所要の被災

防止措置を講ずるものとする。また、港湾での就業者等へ警戒宣言

を伝達する。緊急点検、巡視の具体的な実施方法及び実施体制につ

いては関係局が別に定める。

下水道施設 燃料及び冷却水の再点検並びに非常発電機及び雨水ポンプの試運

転等を実施する。

また警戒宣言が発せられた場合は、可能な限り管きょ内他の汚水

貯留量を減ずるものとする。

３ 福祉施設、医療機関、こども文化センター等における措置

区  分 主 な 安 全 確 保 措 置

児童・高齢者・障

害者、福祉施設に

おける措置

通園(所)施設
１ 警戒宣言発令と同時に、施設の休園(所)措置をとる。
２ 通園(所)者及び施設利用者は、保護者等に引き渡し、帰宅させ
る。

３ 保護者等に引き渡すまでは、通所（園）者及び施設利用者に対

する安全確保措置を講じる。

４ 東海地震予知情報及び東海地震注意情報発表時の対応につい

ては、警戒宣言発令時の対応に準ずるものとする。

入園（所）施設

１ 入園（所）施設は、積極的な休園(所)措置はとらない。
２ 入園（所）者等の安全確保措置を講じる。

３ 入園（所）者等の避難誘導方法等を確認し、避難が必要となっ

た際の地域住民との協力体制を確保する。

４ 保護者との連絡体制を確保し、避難先、経路、引き渡しの方法

等を周知する。
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医療機関における

措置

外来患者

地域医療の確保のため、耐震性を有する施設は診療を継続するこ

とができるものとする。

入院患者

１ 入院患者に対する安全確保措置を講じる。

２ 入院患者のうち、退院を希望する者及び主治医の判断により退

院可能な患者について退院指導を行う。

３ 重症患者、新生児等は施設内の安全な場所に退避誘導し安全確

保を図る。なお、新生児は、母親に付添いをさせる。

こども文化センタ

ー（わくわくプラ

ザを含む）

 警戒宣言が発令された場合は、休館とする。

 なお、東海地震注意情報及び東海地震予知情報発表時の対応につ

いては、警戒宣言発令時の対応に準ずるものとする。

４ 工事中の建築物等に対する措置

工事中の建築物等

に対する措置

 工事中の建築物その他の工作物又は施設については、原則として

安全措置を講じたうえ、工事を中断するものとする。

第１１節 市民・事業所等の事前措置【経済労働局、総務企画局危機管理室】 

１ 市民等のとるべき措置 

  警戒宣言が発せられた場合、また地震発生に備えて、冷静に行動することは、混乱

を防止し、発災後の被害を最小限にくいとめることとなることから、状況に応じた対

処に努めます。 

（１）家庭にいたとき 

  ア 正確な情報の把握 

    ラジオ・テレビなどによる情報入手。また、市、区役所、消防署、警察署等か

らの広報入手。 

  イ 冷静な判断と行動 

    家庭にいる人のとるべき行動、役割分担の確認。 

  ウ 家具等の転倒、落下物防止措置 

    照明器具、家具等の固定の確認。 

  エ 火気使用の自粛 

    ガス等の火気類の使用は最小限にします。 

  オ 消火用水の確保 

    消火器やバケツ等に消火用水を用意します。 
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  カ 危険物類の安全防ぎょ 

    灯油や食用油などは、安全な容器に移す。また、ガス類の元栓を閉め、ＬＰガ

スボンベ（プロパンガスボンベ）は鎖などで転倒防止を図ります。 

  キ 身軽で動きやすい服装にします。 

    動きやすい服装に着替え、頭きん及びヘルメットも用意します。 

  ク 非常持ち出し品の確認 

    水、食料、ラジオ、懐中電灯、医薬品等非常持ち出し品を用意します。 

  ケ 生活用水の確保 

    風呂桶やバケツ等に水を用意します。 

  コ 避難所などの確認 

    避難所や避難経路等を確認しておきます。 

  サ 隣近所で助け合う 

    初期消火や避難ができるようお互いに連絡をとっておきます。 

  シ 自動車、電話使用の自粛 

    不要不急の車両・電話の使用は避ける。特に、避難のために車両は使用しませ

ん。 

  ス 家族との連絡方法 

    災害用伝言ダイヤル等の活用について検討します。 

（２）学校にいたとき 

   教職員の指示に従い、落ち着いて行動します。 

（３）駅、デパートなどにいたとき 

   不特定多数の人がいる場所では、職員や店員などの誘導に従い、落ち着いて行動

します。 

（４）職場にいたとき 

   警戒宣言が発せられた時や地震が発生した時の対策が多くの職場で決められて

いるので、その計画により行動します。 

（５）交通機関に乗っていたとき 

   乗務員の指示に従い、落ち着いて行動します。 

（６）自動車を運転していたとき 

   正確な情報を把握し、冷静な判断と行動をとります。 

２ 事業所等は、警戒宣言時においても必要な地震防災応急対策の措置を講ずるとと

もに、極力平常どおり本市の都市機能を確保することを基本とした対応を行います。 
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（１）営業活動等 

  ア 劇場等不特定多数の者が出入する施設は営業を自粛します。 

    ただし、病院等非常時においても市民生活に不可欠な施設については、活動を

継続かつ強化します。 

  イ 生活必需品を販売する百貨店、スーパーマーケット等は耐震性の確保される店

舗にあっては、店舗の判断により営業を継続します。 

    ただし、飲食店等火気を使用するものは、出火防止策を講じ営業を継続するか、

又は自粛します。 

  ウ 石油類、高圧ガス、毒物等を製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設は、従業

員に警戒体制をとらせ、防・消火設備、防災資機材等の点検を実施するとともに、

極力その操業、営業等を自粛します。 

  エ タンクローリー等の運行は、原則として中止します。 

（２）事業所等の従業員対策 

   事業所等においては、警戒宣言が発せられた場合、応急対策に必要な要員等を

確保するとともに、従業員等をむやみに移動を開始させることなく、身の安全の

確保を図ります。 

第１２節 消防対策【消防局】 

 消防機関は、警戒宣言（東海地震予知情報発表）が発令された場合、東海地震に関す

る情報の発表に伴い確立した震災警戒体制を継続するとともに、次に掲げる措置を実施

します。 

１ 震災警戒体制 

  警戒宣言が発せられた場合は、消防警戒本部体制から消防指揮本部体制に移行しま

す。 

２ 警戒宣言の伝達 

  警戒宣言が発せられたときは、全消防署所及び各消防団器具置場において地震防災

信号（警鐘・サイレン）を発し、地域住民等に伝達します。 

３ 地域住民等への広報 

  同時多発火災を予測し、地域住民等へ出火防止（火気使用の自粛）及び初期消火の

徹底を図るため、消防職（団）員が広報車等を活用して広報を行います。 

  なお、広報時には、必ず警戒宣言の内容等を付加します。 

４ 警戒宣言時における事業所等の対応措置指示 

  川崎市地震対策条例第 14 条に規程する指示及び警戒宣言が発せられたときは、第

６部第５章第３節に規定する事業所等において、地震防災応急計画に基づく必要な措
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置を実施していないことが明らかであると認めるときは、その実施を指示します。 

５ 関係機関との調整 

  その他必要な措置について、警察及び防災関係機関と事前協議を図ります。 

第１３節 警備対策【神奈川県警察、第三管区海上保安本部】 

１ 警察 

  警察は、東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表に伴い、東海地震の発生に

係る市民の危惧、不安等から発生するおそれのある混乱及び各種の犯罪に対処するた

め、早期に警備体制を確立し、警察の総合力を発揮して迅速、的確な警戒宣言発令時

対策を実施することにより、市民の生命、身体、財産の保護活動に努め、治安維持の

万全を期するものとします。 

（１）警備体制の確立 

  ア 警備本部の設置 

    警察は、東海地震に関する異常現象の観測により東海地震注意情報若しくは東

海地震予知情報を受理したときは、直ちに警察本部に警察本部長を長とする警備

本部を、各警察署に警察署長を長とする警察署警戒警備本部を設置し、指揮体制

を確立するとともに、警察署警戒警備本部と市（区）東海地震警戒本部は必要に

応じてお互いに要員を派遣し、協力・連携体制を強化します。 

  イ 警備部隊の編成及び部隊運用 

    警察は、別に定めるところにより、警備部隊の編成を行うほか、事案の規模及

び態様に応じて迅速、的確な部隊運用を行います。 

（２）警戒宣言発令時対策等 

   警察が実施すべき東海地震に関連する情報が発表された時の措置及び警戒宣言

発令時対策については、おおむね次に掲げる事項を基準とする。 

  ア 情報の収集・伝達 

    東海地震に関連する情報の発表及び警戒宣言が発せられた場合、その内容を正

確かつ迅速に周知するとともにこれに伴う諸般の情勢を迅速、的確に収集、把握

し、民心の安定と混乱の防止を図るため次の活動を実施します。 

  （ア）東海地震に関連する情報及び警戒宣言の伝達への協力 

  （イ）各種情報の収集 

  （ウ）市（区）東海地震警戒本部、市（区）災害対策本部及び関係機関との相互連

絡 

  （エ）住民等への情報伝達活動 
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  イ 広報 

    民心の安定と混乱防止のため、次の事項を重点として広報活動を行います。 

  （ア）東海地震に関連する情報及び警戒宣言に関する正確な情報 

  （イ）道路交通の状況と交通規制の実施状況 

  （ウ）自動車運転の自粛と自動車運転手のとるべき措置 

  （エ）犯罪の予防等のために住民がとるべき措置 

  （オ）不法事案を防止するための正確な情報 

  （カ）その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

  ウ 社会秩序維持 

    東海地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来の生活に対する不安等に起因す

る混乱並びに窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、警察は次の活動

により、社会秩序維持に万全を期するものとします。 

  （ア）正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

  （イ）民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防及び取締り 

  （ウ）危険物による犯罪又は被害者発生防止のための予防及び取締り 

  （エ）避難に伴う混乱等の防止と人命の保護 

  （オ）避難地、警戒区域、重要施設等の警戒 

  （カ）自主防犯活動等に対する指導 

  エ 施設等の点検及び整備 

    警察通信施設、警察庁舎及び道路交通施設等について、発災に備えてその機能

を保持するため、点検及び整備を実施します。 

２ 第三管区海上保安本部 

  海上における治安を維持するため、警察等治安関係機関と密接な連絡を保ち、情報

収集に努めるとともに、巡視船艇による警戒、挙動不審船に対する立入り検査の実施

等により犯罪の予防取締りにあります。 

第１４節 交通対策【神奈川県警察、指定公共機関、第三管区海上保安本部、指定地方

公共機関】 

１ 道路 

  警察は、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合における交通の混乱と交通事故

の発生を防止し、地域住民等の避難の円滑と防災関係機関が警戒宣言発令時対策のた

めに実施する緊急輸送（通行）車両の円滑を確保するため、次により交通規制等の交

通対策を実施します。 

  なお、強化地域内の交通規制については、地震防災応急対策の実施状況、道路交通
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の状況、交通規制に伴う地域住民の日常生活への影響等を総合的に判断して、効果的

に実施します。 

（１）交通規制措置 

  ア 基本方針 

  （ア）強化地域内へ進行しようとする、又は強化地域内を移動しようとする一般車

両の通行は禁止します。 

  （イ）強化地域外への一般車両の流出は交通の混乱が生じない限り、原則として制

限しません。 

  （ウ）避難路及び緊急交通路については、優先的にその機能を確保します。 

  （エ）緊急交通路に指定する高速自動車国道及び自動車専用道路（以下「高速自動

車国道等」という）については、一般車両の強化地域内への流入を制限すると

ともに、強化地域内におけるインターチェンジ等からの流入を制限します。 

  イ 都県境における一般車両の流出入は、次により措置します。 

  （ア）東京都内へ流出する車両は抑制せず、東京都内から流入する車両は、状況に

より制限します。 

  ウ 警戒宣言が発せられた場合の交通規制 

    警戒宣言が発せられた場合は、強化地域における交通の混乱防止を図り、地震

防災応急対策活動が円滑に行われるように、一般車両の通行を禁止する区域及び

通行を制限する区域の設定や緊急交通路の確保など必要な規制を実施します。 

  （ア）交通を規制する区域の設定 

     強化地域においては、一般車両の道路における通行を禁止し、又は制限しま

す。 

  （イ）緊急交通路の確保 

     緊急交通路として指定する想定のある道路（指定想定路）５４路線の中から、

交通の状況に応じて確保する。 

（２）運転者のとるべき措置 

  ア 走行中の車両は、次の要領により行動します。 

  （ア）警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に

移行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取

し、その情報に応じて行動します。 

  （イ）車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動します。やむ

を得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車しエンジンを

切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしません。駐

車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げになるよう

な場所には駐車しません。 
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  （ウ）危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかに

とります。 

  イ 避難のために車両を使用しません。 

（３）緊急輸送（通行）車両の確認事務手続 

  ア 緊急輸送（通行）車両 

    緊急輸送（通行）車両は、大震法第 21 条２項に規定する地震防災応急対策の

実施責任者又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事す

る車両とします。 

  （ア）警戒宣言等の内容の伝達、避難勧告及び指示 

  （イ）消防、水防その他の応急措置 

  （ウ）応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護 

  （エ）施設及び設備の整備並びに点検 

  （オ）犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるお

それのある地域における社会秩序の維持 

  （カ）緊急輸送の確保 

  （キ）地震災害が発生した場合における食料、医薬品その他の物資の確保、清掃、

防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体

制の整備 

  （ク）その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置 

  イ 緊急輸送（通行）車両の確認申請 

    緊急輸送（通行）車両の確認申請は、県公安委員会（県警察本部交通規制課、

第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署又は交通検問

所）及び県知事（災害対策課、各地域県政総合センター）に対して行い、緊急輸

送（通行）車両であることの確認証明書及び確認標章の交付をうけます。 

２ 海上交通【第三管区海上保安本部】 

（１）避難勧告等 

  ア 港内にある巨大船及び危険物積載船（海上交通安全法に定める危険物積載船）

に対し、東京湾外の安全な場所へ避難するよう勧告するとともに、入港しようと

する巨大船及び大型の危険物積載船に対しても入港を取り止め、東京湾外の安全

な場所へ避難するよう勧告します。 

  イ ア以外の危険物積載船及び岸壁等の損壊等により被害を受けるおそれのある

停泊船舶については、港外の安全な場所へ避難するよう勧告するとともに、入港

しようとするそれらの船舶に対しても入港を取り止め、安全な場所へ避難するよ

う勧告します。 

  ウ その他船舶に対しては、直ちに移動できる態勢をとるよう勧告し、又は安全な

235



場所に避難するよう勧告します。 

（２）危険物の保安措置 

  ア 危険物荷役中の船舶に対し、荷役を中止させる等必要な保安措置を講じさせま

す。 

   イ シーバース、危険物荷役岸壁、危険物取扱い事業所等の管理者に対し、海上

への危険物流出措置を講ずるよう指導するとともに、オイルフェンス等の排出

油防除資器材の準備を指導します。 

（３）工事作業等の中止 

  ア 工事作業等の施工者に対し、海上交通の安全に危険を及ぼすおそれがある工事

作業等の中止等、必要な措置を講じさせます。 

  イ 港内における工事等を行う者に対し、中止を勧告します。 

（４）航路障害の発生防止 

  ア 送泥管、作業用足場、木材、筏、生簀、定置網、小型船舶等の所有者に対し、

固縛又は陸上への引揚げ等流出防止措置を講ずるよう指導します。 

  イ 陸上にあるコンテナ、自動車、木材等で地震動及び岸壁の損壊等により海面に

落下するおそれのある物の所有者に対し、場所の移動、固定等による落下防止措

置等を講ずるよう指導します。 

  ウ 海釣り公園等海洋施設の管理者に対し、利用客等をすみやかに避難させるよう

指導するとともに、当該施設の流出を防止するための補強を行う等、必要な保安

措置を講ずるよう指導します。 

（５）緊急輸送 

  ア 傷病者、医師等の緊急輸送については、すみやかにその要請に応じます。 

  イ 救援物資等の緊急輸送については、その輸送の緊急度を考慮し、可能な範囲に

おいてその要請に応じます。 

（６）情報伝達 

   警戒宣言その他地震に関する情報、海上交通規制の状況等について巡視船艇等に

より周知に努める。 

３ 鉄道 

（１）運行方針 

   各鉄道機関は警戒宣言時においては、次の方針を原則として、対処します。 

  ア 強化地域内を運転中の列車に対しては、最寄りの駅その他の場所まで安全な速

度で運転して停車、待機する等の措置をとります。 

  イ 強化地域内へ進入する予定の列車に対しては、進入を規制します。 

  ウ 強化地域外の列車の運行は極力運行を確保します。 

（２）各鉄道機関の警戒宣言発令時の対策 
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  ア 東日本旅客鉄道（横浜支社） 

  （ア）列車運行措置 

     地震防災強化地域指定地域及びこれに近接する地域に所在する次の線区は

運転を中止します。 

     ａ 東海道線（藤沢以西） 

     ｂ 中央線（高尾以西） 

     ｃ 相模線（全線） 

     ｄ 伊東線（全線） 

     上記以外の線区は、徐行等の運転規制を行います。 

  （イ）列車の運転規制等 

     ａ 警戒宣言が発せられたときの列車の運転規制手配は次によるものと 

します。 

      (a) 強化地域内への列車の進入は、原則として規制します。 

        境界駅 

      ・ 東海道本線 ………… 藤沢駅 

      ・ 相 模 線 ………… 茅ヶ崎駅 

      (b) 強化地域内を運転中の列車は、原則として最寄の安全な駅、その他の

場所まで安全な速度で運転し停車させます。 

      (c) 根府川駅及び委託駅における列車の抑止を禁止します。 

     ｂ 警戒宣言が解除されたときは、必要により車両、線路、信号装置等の機

能確認を行った後、列車の運転を行います。 

  （ウ）旅客の待機案内等 

     ａ 駅舎内の旅客及び駅に停車した列車内旅客は、自己の責任において行動

を希望する者を除き、原則として駅内又は列車内を待機場所とします。 

       ただし、列車の停止が長時間となった場合及び危険が見込まれる場合は、

地方自治体が定める広域避難場所等へ避難するよう案内します。 

     ｂ 駅舎内の旅客及び駅に停止した列車内旅客に対し、駅、車内放送、掲示

等により警戒宣言の内容、停止の理由、旅行の中止、う回のしょうよう及

び近距離旅行者の徒歩帰宅の呼びかけを行います。 

     ｃ 旅客等に急病人が発生したときは、周辺の救急病院を把握し、救急車の

要請と安全な場所での応急手当と安静な保護に努めます。 

  （エ）警備対策 

     ａ 駅舎内及び列車等の旅客の安全確認、秩序の維持及び盗難等、各種犯罪

の防止に努めます。 

     ｂ 列車の停止状況、旅客の待機等の状況により、社員を適宜配備し、混乱

等が予想されるときは警察の応援を要請します。 
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（３）私鉄各社 

  ア 運行方針 

    防災関係諸機関、報道機関並びに東日本旅客鉄道との協力のもとに、地域の実

情に応じた可能な限りの運転を行います。ただし、運行を確保するためには、次

の条件が必要であり、条件が満たされず駅等における旅客の混乱、踏切支障等に

より運行が困難となった場合には運転を中止します。 

  （ア）駅等に対する旅客の集中を防止するため、時差退社並びに近距離通勤者の徒

歩帰宅等が事前に十分徹底されていること。 

  （イ）混乱が予想される駅等の警備を実施すること。 

  （ウ）道路交通の混乱に伴う踏切支障を防止するため、踏切周辺の交通整理を実施

すること。 

  イ 社別運行計画 

    発令当日及び翌日以後の各社別運行計画を次表に示します。 

  （ア）京浜急行電鉄 

     ａ 発令当日 

       警戒宣言が発せられたときは現行ダイヤを使用し減速運転を行います。 

       なお、これに伴う列車の遅延は運転整理により対応するため、一部列車

の間引き運転等を生じるので輸送力は平常ダイヤより減少します。 

     ｂ 翌日以降 

       状況により、減速運転を行う。 

       なお、一部列車の運転中止等を考慮するので輸送力は平常ダイヤより減

少します。 

４ バス 

（１）基本方針 

   警察署の道路規制等の状況、路線バス運行の道路状況等の情報を的確に把握する

とともに災害対策本部及び各関係機関との緊密な連絡をとりながら、極力運行を確

保することに努めます。 

（２）警戒宣言の内容及び情報等の周知徹底 

   乗務員に対し、点呼時において、警戒宣言の内容並びに交通規制地域、路線及

び区間の周知徹底を行います。 

（３）路線運行上における、最寄り避難場所、乗客の安全誘導等の指導徹底 

   運行中に地震が発生した場合における路線上の最寄りの避難場所及び乗客の安

全誘導方法についての指導徹底を行います。 

   また、路線上における危険箇所（崖崩れの発生しやすい場所、危険物の多量貯蔵

地域等）の確認を行います。 
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（４）車両の非常扉等の点検 

   車両の非常扉、備え付け消火器等の機能について点検確認を行います。 

（５）施設等の点検 

   各営業所の建物、構築物等の倒壊及び危険物の流失の危険性について点検を行い、

防護に努めます。 

（６）燃料の確保 

   警戒宣言発令に伴い、交通規制等による燃料の供給が困難な状況になることが予

想されるが極力、運行に必要な燃料の確保に努めます。 

（７）動員体制の確認、徹底 

   地域防災計画に基づく動員体制並びに勤務時間外における参集場所及び分担等

について確認徹底を行います。 

第１５節 公共機関の事前対策【指定公共機関】 

１ 電気（東京電力パワーグリッド株式会社） 

（１）地震防災強化計画の目的 

   この計画は、「大規模地震対策特別措置法」に基づき、社会、公衆の安全の確保

に資するため電気事業者としての地震防災に関する諸施策を定め、もって地震防災

体制の確立に万全を期することを目的とします。 

（２）基本方針 

   地震防災予防及び災害復旧対策上必要不可欠な条件となっている電力を円滑に

供給することが電気事業に課せられた主たる責務です。 

   このため、警戒態勢及び情報伝達ルート等の確立並びに要員及び資機材の確保

等の地震防災対策を講ずるとともに、地震防災教育・訓練の充実を図ります。 

（３）地震防災応急対策 

  ア 東海地震注意情報・警戒宣言が発せられた場合の災害予防措置 

  （ア）東海地震注意情報が発せられた場合の予防措置 

     ａ 電力設備の特別巡視・特別点検の実施 

       第２非常態勢下に入る強化地域内の各事業所は、防火設備、非常用電源

設備等を重点に、あらかじめ定められたとおり実施します。 

     ｂ 警戒宣言に備えた諸準備の実施 

       第２非常態勢下に入る強化地域内の各事業所および第１非常態勢下に

入る首都圏にある各事業所は、工事現場の応急安全措置および営業窓口で

の対応業務の中止などに備えた諸準備を進めます。また、別に定められた

諸準備を同時に進めます。 

     ｃ 訪問者に対する事前対応 
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       当社施設への訪問者に対しては、東海地震注意情報が発せられた旨を知

らせます。第２非常態勢下に入る強化地域内の各事業所においては、新た

な訪問者の入館を断るとともに、原則として、対応中の訪問者についても

対応等を中断し、早めの退館を要請します。 

  （イ）警戒宣言が発せられた場合の予防措置 

     ａ 工事現場の応急安全措置の実施 

      (a) 第３非常態勢下に入る強化地域内および首都圏の各事業所は、想定さ

れる地震規模を踏まえて、公衆災害の予防や人身安全の確保を最優先に、

原則として工事（点検作業含む）を中止し、ただちにあらかじめ定めら

れた応急安全措置を実施します。 

      (b) 第１非常態勢に入るその他の事業所においては、工事状況に応じ、安

全サイドの対応を行うことを基本に、可能な限り工事は自粛します。 

      (c) 地震発生後は、被災のない場所での仕掛かり中の緊急性の高い工事や

供給停止中の復旧工事については、周囲の状況を勘案し、可能なものは

工事を再開します。 

     ｂ 営業活動 

       第３非常態勢下に入る強化地域内及び首都圏の各営業窓口は、地震発生

が予想されている旨を説明し、入館を断るなど、電話での対応を除き事業

所窓口での対応業務を中止します。 

     ｃ 訪問者に対する安全措置 

       第３非常態勢下に入る強化地域内及び首都圏の各事業所においては、当

社施設への訪問者・見学者等に対し、関係地方公共団体と連携のうえ、東

海地震予知情報の連絡、及び避難場所・方法の周知等、的確な安全措置を

講じます。 

  （ウ）その他の非常災害が予想される場合の予防措置 

     ａ 巡視・点検の実施 

       供給支障、公衆災害等を未然に防止するため、各電力設備の重点的巡視

及び点検を行います。 

     ｂ 応急安全措置の実施 

仕掛り工事や作業中の電力設備等（建設所を含む）に対し、状況に応じ

た人身安全及び設備保全上の応急安全措置を実施します。 

（４）地震防災教育、訓練 

  ア 地震防災教育 

  （ア）地震関係法令、地震関係パンフレット等の配布、関係記事の社内報への掲載

等により社員教育に努めます。 

  （イ）神奈川県及び川崎市が計画する地震に関する講演会等に積極的に参加し、地
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震防災に対する知識の向上に努めます。 

  イ 地震防災訓練 

  （ア）本店本部が計画する防災訓練の実施にあたっては、警戒宣言が発令された場

合を想定した情報連絡訓練並びに災害対策用資機材の整備及び点検を主たる

内容としたものとします。 

  （イ）川崎市が実施する地震防災訓練には、積極的に参加します。 

２ 電話通信（東日本電信電話株式会社） 

（１）地震防災対策の実施方針 

   電気通信設備の地震防災対策は、次の実施方針に従って行います。 

  ア 東海地震予知情報受信後、災害時において重要通信を確保できるよう地震防災

対策の推進と地震防災体制の確立を図ります。 

  イ 平素から設備自体を強固にし、地震に強い信頼性の高い通信設備とするよう努

めます。 

  ウ 被災地との通信が全面的に途絶することのないよう最小限の通信手段を確保

します。 

（２）東海地震予知情報受信後、災害時における電気通信サービスの確保対策 

  ア ダイヤル通話 

    警戒宣言が発令されると、その直後から通話が集中的に発生し、輻輳すること

が想定されるので、次の考えで対処します。 

  （ア）防災関係機関、報道機関等の災害時優先電話からの通話は、最優先でそ通を

確保します。 

  （イ）街頭公衆電話及び避難場所に設置する特設公衆電話からの通信はそ通を確保

します。 

  （ウ）一般加入電話からの通話については、災害時優先電話等の通話を確保するた

め、原則として通話規制を行います。 

  （エ）災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言版「web171」の提供を開始します。

提供開始は報道機関(テレビ・ラジオ等)を通じお知らせします。 

  イ 防災関係機関等との連絡体制 

    行政機関や防災関係機関等との情報連絡を密にし、協力・援助を得るため必要

な体制を確立します。 

  ウ 地震災害警戒本部の設置 

    東海地震予知情報発表の後、警戒宣言が発令された場合は、ＮＴＴ東日本神奈

川事業部並びにグループ会社等に地震災害警戒本部を設置します。 

（３）設備の耐震対策等 

  ア 耐震対策 
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    交換機や蓄電池などについては、地震による震動にも耐えられるよう補強して

います。また、局舎、無線鉄塔についても大規模地震に耐えるよう、耐震対策を

行っています。 

  イ 耐火対策 

    通信設備が収容されている交換室には防火扉を設置して延焼防止を図ってい

ます。また、室内からの火災発生に対しては、煙感知器及びハロゲンガスによる

消火設備を採用しています。 

  ウ 防水対策 

    高潮、津波などによる浸水を防止するため、防潮扉、防水壁等を設置していま

す。 

  エ 停電対策 

    電話交換所は停電時等に備え、蓄電池や発電機を備えています。 

（４）通信途絶防止対策 

   地震災害発生時等において重要通信を確保し、又災害を迅速に復旧するため、各

種災害対策用機器を配備しています。 

  ア 移動無線車（ＴＺ４０３） 

  イ ポータブル衛星車載車 

  ウ 応急ケーブルの配備 

    応急光ケーブル、応急メタルケーブルを配備しています。 

（５）災害応急復旧対策 

  ア 情報の収集及び連絡 

    地震が発生し、又は発生の恐れのあるときは、行政機関や防災関係機関との連

絡を図るほか、情報を収集し周知します。 

  イ 地震災害対策本部の設置 

    地震が発生し、又は発生する恐れがある場合は、神奈川事業部に地震災害対策

本部あるいは地震災害警戒本部を設置します。 

  ウ 復旧用資材、車両等の手配 

    警戒宣言が発せられた場合、復旧用資材、車両等必要な手配を実施します。 

    なお、人員、資材の緊急輸送あるいは復旧に必要な車両については、予め緊急

通行車両の事前届けを行っておきます。 

  エ 災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要があると認めるとき

は、部外機関に対し、次の事項について応援の要請又は協力を求めます。 

  （ア）地方公共団体等に対する燃料、食料等の特別配給の要請 

  （イ）災害時の緊急輸送のための運送業者の協力・要請 

  （ウ）電力会社に対する商用電源確保の協力・要請 

  （エ）予備エンジンの燃料、冷却水等の確保及び輸送に関する関係業者への要請 
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  オ 応急復旧等に関する広報 

    被災した通信設備等の応急復旧の状況、通信のそ通、利用制限の措置状況等利

用者の利便に関する事項については、報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて広

報を行います。 

３ ガス（東京ガス株式会社） 

（１）対策組織の設置 

  ア 東海地震注意情報を受理した場合、直ちに臨時体制をとります。 

  イ 警戒宣言の発令の情報受理後、直ちに地震災害警戒本部および地震災害警戒支

部を設置します。 

（２）対策要員の確保 

   対策要員はあらかじめ定められた動員計画に基づき速やかに所属する本（支）部

に出動します。 

（３）通報・連絡の経路 

   社内および外部機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ル

ートの多重化および情報交換のための収集・連絡体制の明確化など、体制の確立

に努めます。 

（４）ガス工作物等の巡視・点検および検査 

   地震防災上巡視・点検および検査が必要なガス工作物等については、あらかじめ

定める巡視・点検および検査要領に従い巡視点検および検査を行います。 

（５）ガス工事等の中断 

   工事中または作業中のガス工作物等については、状況に応じ応急的保安措置を実

施のうえ、工事または作業を中断します。 

（６）災害時における復旧用資機材の確保 

   予備品・貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材

は、次のような方法により速やかに確保します。 

  ア 取引先・メーカー等からの調達 

  イ 被災していない他地域からの流用 

  ウ 他ガス事業者等からの融通 

（７）復旧用資機材置場等の確保 

   災害復旧は、復旧用資機材置場および前進基地が必要となるため、あらかじめ

調査した用地等の利用を検討します。また、この確保が困難な場合は、地方自治

体等の災害対策本部に依頼して、迅速な確保を図ります。 

（８）安全広報 

   お客さまに対し、不使用中のガス栓が閉止されていることの確認、地震が発生し

たときにおける使用中のガス栓の即時閉止等を要請します。また、テレビ、ラジオ
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等の報道機関に対して前述の広報内容を報道するよう要請します。さらに地方自治

体とも必要に応じて連携を図ります。 
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第５章 混乱防止対策【総務企画局危機管理室】

東海地震注意情報、東海地震予知情報あるいは警戒宣言が発せられた場合、通信の輻

輳や情報の不正確さによっておこるパニックや主要駅頭等における混乱が予想される

ため、その防止を図る必要があります。 

第１節 情報パニックによる混乱防止措置 

 電話の不通、情報把握の不正確さによって引き起こされる各種パニックの防止を図る

ため、次の対策を実施します。 

１ 市長は、市防災行政無線、インターネット、電子メール、広報車、緊急速報メール、

テレビ神奈川データ放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、Twitter、その他の

広報可能手段を活用し、冷静な行動、自動車や電話の使用自粛等住民の注意を喚起す

る広報を積極的に行い、流言飛語の防止を図ります。 

２ 地震関連情報の伝達についても、正確な情報を適切な内容とタイミングにより行

い、人心の安定に努めます。 

３ 市長は収集した情報を、必要な防災関係機関に迅速に伝達します。 

４ 防災関係機関は、収集した情報を市及び必要な関係機関に対し迅速に伝達します。 

５ 防災関係機関は、所管する業務に係わる広報について、広報班を編成して市が行う

広報と連携し実施します。 

第２節 主要ターミナル駅・周辺の混乱防止措置 

 通勤通学者等が集中する主要ターミナル駅及びその周辺における混乱を防止するた

め、防災関係機関と連携・協力をし、次の対策を実施します。 

１ 市長は、鉄道等の運行状況についての情報の収集に努めます。 

２ 区長は、主要ターミナル駅・周辺における乗降客の集中状況及びバス・タクシーの

運行状況についての把握に努め、市長に報告するとともに、警察、消防、鉄道事業者

等の防災関係機関と連携を図り、次の措置を実施します。 

（１）事業所等に対する退社抑制の要請 

（２）鉄道運行情報等の提供 

（３）主要ターミナル駅及びその周辺の交通規制 

（４）バス・タクシー乗降場所の移転及び交通整理 

（５）乗降客の規制及び避難誘導 
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（６）改札規制 

（７）救助・救急及び応急医療 

246



第６章 地震防災上必要な事前対策の推進【総務企画局危機管理室、消防局】 

第１節 市職員に対する啓発 

 各局室区は、それぞれの職場における警戒宣言発令時にとるべき具体的措置について

職員に周知を図り、十分な習熟が図られるよう防災啓発に努めます。 

第２節 住民等に対する広報【総務企画局危機管理室、教育委員会】 

 住民等に対し、平常時において、東海地震に関連する情報の内容等の理解を深めさせ、

社会的混乱の防止を図るための広報活動を行います。 

１ 広報の方法 

（１）市政だより、防災広報紙等の配布 

（２）市民集会等の開催 

（３）地域住民の自主防災活動に対する指導 

２ 広報の内容 

（１）大震法に基づく警戒宣言の性格及び措置の内容 

（２）東海地震に関連する情報の内容 

（３）予想される東海地震と被害の想定に関する知識 

（４）警戒宣言、東海地震に関連する情報の入手方法 

（５）市及び防災関係機関等が行う地震防災応急対策等の内容 

３ 児童、生徒等に対する教育 

  東海地震注意情報による準備行動の開始、警戒宣言発令時の対応措置及び地震発生

後の災害応急対策等に係る事項について、関係職員及び児童、生徒等に地震防災教育

を実施するとともに、保護者に対して周知を図ります。 

４ 自動車運転者等に対する広報 

  警察は、自動車の運転者及び管理者に対し、警戒宣言発令時並びに地震発生時にお

ける自動車の運行等の措置について機会をとらえて広報の徹底を図ります。 

第３節 地震防災事前措置計画の策定【消防局、総務企画局危機管理室】 

 市域は、地震防災対策強化地域外ではあるが、川崎市地震対策条例第２条第３号に規

定する事業者は、警戒宣言時における対応措置について、その管理する施設又はその運

営する事業ごとに、地震防災事前措置計画を作成しておくものとします。 
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