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Ⅰ エリア防災計画について 

「武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画」は、武蔵小杉駅周辺における大震災時の滞留者・帰宅

困難者対応という特定課題に対して、国、川崎市などの行政機関と民間事業者等が連携して共通

の目標やそれぞれが取組むべき役割を定めたものです。 

【策定の背景】 

武蔵小杉駅は１日に約４５万人の乗降客が利用する重要な交通結節点です。近年、高層集合住

宅や大型商業施設が集積し「住みたい街」としても人気の地

域となり街の魅力を高めています。 

一方で、大規模震災時には交通機関の運行停止等により、

武蔵小杉駅周辺においても多くの来訪者が帰宅を急ぎ、大き

な混乱が懸念されます。 

このような災害の状況下では行政機関は人命救助を最優先

する必要があり、帰宅困難者対策など駅周辺の安全確保に向けた対応は、鉄道事業者、民間企業

など駅周辺の関係者が互いに力を合わせて総合的に取り組む必要があることから「武蔵小杉駅周

辺地域エリア防災計画」を策定します。 

【策定の目的】 

【計画の対象期間及び推進体制】 

本計画は、期間を定めず、PDCAサイクルにより、計画にそって取組の実施、結果の検証、改

善、計画へのフィードバックを行います。 

また、「エリア防災計画作成部会」を中心に、「中原区防災連携協議会・帰宅困難者部会」と

連携しながら計画を推進します。本計画をより実効性のあるものとするため、本計画の趣旨・内

容を、市民をはじめ、幅広く周知を図り、関係者の理解と協力を深めていくことが大切です。 

また、エリア防災計画に記載する滞在者等の安全確保に向けた取組等が災害時にも円滑に実行

できるように、定期的に訓練等を実施します。 

 大規模震災時の武蔵小杉駅周辺地域で想定される、滞留者・帰宅困難者

による混乱を抑え、訪問者の怪我や体調悪化などの危険を回避する。 

 地域の民間事業者などが協力して進める「訪問者が安心できる災害に強

いまちづくり」を新しい地域の魅力・価値として確立する。 

※エリア防災計画：鉄道事業者や民間企業、行政機関による震災時の駅周辺の総合な安全確保に向けた計画。 
         東日本大震災を踏まえ、国は１日の乗降客数が３０万人以上の駅での計画作成を支援。 
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Ⅱ これまでの取組（継続する取組） 

(1) 安全な場所に留まることの協力依頼 

大地震が発生し、多数の帰宅困難者が一斉に帰宅すると道路や歩道が混雑し救助活動に支障を

きたすだけでなく、帰宅困難者自身が二次被害に遭うおそれもあります。市では勤務先の建物や

学校、商業施設など身を寄せる場所がある場合、その場に留まることを基本としています。 

≪情報収集・安否確認のための情報提供≫ 

大規模災害時にも、市民が冷静に行動できるよう、様々な方法で情報を提供しています。 

(2) 帰宅困難者一時滞在施設の設置 

帰宅困難者に対して一時的に施設を開放し、円滑な支援を行う

ための施設です。飲料水やアルミブランケットなどの備蓄品を整

備しています。 

(3) 災害時帰宅支援ステーションの設置 

コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンドなど協定を締

結した企業が、①水道水、②トイレ、③地図等による道路情報、ラジオ等で知り得

た通行可能な道路に関する情報などの提供により、徒歩帰宅を支援します。 

(4) 帰宅困難者向けリーフレットの配布 

駅や一時滞在施設等の利用者への周知を目的として、帰宅

困難者向け防災必携マニュアルを作成・配布しています。 

(5) 中原区防災連携協議会帰宅困難者部会の設置 

中原区の防災力向上に向けた協議や情報共有を図るた

め、地域の関係団体や関係機関で構成する協議会です。 

協議会の下に帰宅困難者部会を設置し、専門的課題等の

把握や解決に向けた情報交換等を図っています。 

「中原区防災連携協議会」 

・関係団体・機関の連携・協力体制
・各部会による専門的課題の解決 

帰宅困難者

医療・救護ネットワーク

地域防災

運輸・輸送 福祉 

≪情報収集・安否確認のための情報提供≫ 

●携帯サイト「モバイル川崎」､ ●テレビのデータ放送､ ●ラジオ「川崎エフエム」､
●SNS（twitter）､ ●家族の安否確認「災害用伝言ダイヤル」「災害用伝言板」など



3 

10 年間で

15％以上増加

武蔵小杉駅周辺地域の人口

（周辺地域 14町丁目） 

Ⅲ 現状と課題 

武蔵小杉駅周辺地域の特徴 1.

(1) 鉄道利用者の増加 

武蔵小杉駅は、南武線、湘南新宿ライン、横須賀線、東急東横線、東急目黒線の５路線が乗

り入れる交通の要所です。利便性の向上に伴い利用者数が増加し、一日平均乗降客数（平成２６年）は約

４５万人となっています。 

(2) 再開発と人口の増加 

中原区の人口は約２５万人（平成28年2月）と川崎市で最大です。 

再開発が進む駅周辺は更に人口が増加しています。 

(3) 大規模集客施設による賑わい 

駅前では大型商業施設の建設が進み、買い物客など多くの人で賑わいます。また、等々力緑

地には大型スポーツ施設を有し、大規模スポーツイベント開催時には、多くの人が利用します。 

鉄道アクセス

ラッシュ時の状況

等々力陸上競技場 ららテラス武蔵小杉武蔵小杉東急スクエアグランツリー武蔵小杉

1 日平均乗降客数 

10 年間で1.4 倍

東 京

神奈川県

川 崎

渋谷駅 

横浜駅

武蔵小杉駅周
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災害時想定と駅周辺の課題 2.

(1) 地震被害想定 

川崎市地震被害想定調査によると、川崎市直下の地震（マグニチュード7.3、阪神・淡路大震

災と同等の大きさを想定）が発生した場合、川崎市内においてはほとんどの地域で震度6弱以

上、中原区のほとんどの地域で震度6強の揺れになることが想定されています。 

(2) 災害時における駅前滞留者の想定 

本計画では災害時に外出または商業施設利用のため駅周辺に滞在し、発災後、駅周辺に集ま

ってくる「屋外滞留者」を以下のとおりとします。 

川崎市地震被害想定調査報告書の屋外滞留者数に、その後開業した大型商業施設の利用者数を考慮し算出。 

(3) 駅周辺の滞留スペースとキャパシティ 

屋外滞留者数（冬の15時）＝５，８２２人

人が集まるスペース[改札、連絡通路]（2,410m2）：３，６００人（滞留可能人数 ※）

（ 駅周辺の歩道・公園（9,370m2）：13,980 人 ） 

【参考】阪神淡路大震災（マグニチュード 7.3 直下の地震） 

における被害状況 

資料：阪神淡路大震災「1.17 の記録」、神戸市消防局、災害写真データベース 

屋外滞留者約５，８００人

 ⇒ 人が集まるスペースの滞留可能人数３，６００人をオーバー

  ⇒ 混乱発生！ 

⇒ 周辺の歩道・公園などへの分散が必要 

《参考》

区分 種別 名称
面積

（ｍ
2
）

滞留人数
※1人あたり0.67m2

こすぎコアパーク 1,950 2,910
小計 1,9 50 2,910

北口駅前歩道 1,620 2,420

新南口駅前歩道 1,420 2,120
東口駅前歩道 2,390 3,570
東急線西側歩道 1,100 1,640

その他歩道 890 1,330
小計 7,4 20 11,070

9,3 70 13 ,980

周辺の歩道、
公園

公園

歩道

合計

川崎市直下の地震による 
震度分布 

武蔵小杉駅 

発災時の滞留イメージ
※ 1人あたりの滞留スペースの目標値を0.67m2（他の歩行者にほとんど影響されることなく、
自分にあった速度や経路で移動できる）とした場合の駅周辺の滞留人数

中央防災会議「首都直下地震避難対策等専門調査会」第 11 回資料『帰宅行動シミュレーション結果（H20.4）内閣府（防災担当）』で採用されている混雑度区分
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Ⅳ 災害時の対応 

誘導のポイント 1.

(1) 『混雑緩和スポット』への誘導 

発災時、駅構内では混雑箇所への人の殺到によるパニックや事故の可能性が高いことから、

駅前歩道や公園といったフリースペース・一定の広さを持つ空間を一時的な待機場所『混雑緩

和スポット』として活用し、改札前など混雑箇所への人の集中に対し分散・緩和を図ります。 

(2) 要配慮者専用の帰宅困難者一時滞在施設の設定 

訪問者の体調悪化などをできる限り防ぐには、要配慮者を優先的に保護する必要があります。 

中原図書館は駅と直結しており悪天候時にも安全に移動できる

ことから、高齢者や妊婦、乳幼児、長距離の移動が困難な人など要

配慮者に特化した一時滞在施設とします。 

※ 災害時にこれを宣言しても周知が難しく混乱を招くことから、平常時から要配慮者専用

の一時滞在施設として対外的に周知していくことが大切です。 

※ 一方で中原図書館の移動手段はエレベーターかエスカレーターのみであり、介助する際

にもこれらを考慮する必要があります。また、これらの移動手段が使用できなければ一時滞在施設としても使用できません。 

 今後は、このような状況も想定した要配慮者への支援策を検討する必要があります。

中原図書館
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≪誘導のポイント イメージ図≫ 

情報の伝達 2.

○駅周辺の滞留者による混乱を抑え、怪我などを回避する〈「混雑緩和スポット」への誘導・案内〉

○帰宅困難者の体調悪化などを回避する〈幼児・高齢者など要配慮者用一時滞在施設の開設〉

  ①駅周辺施設等 

      ⇒ ②混雑緩和スポット 

          ⇒ ③帰宅困難者一時滞在施設(中原図書館は要配慮者専用)

≪伝達する情報≫

●鉄道の運行情報 

●駅周辺の被害状況 

●駅周辺の滞留状況 

●危険箇所の情報 

●市内の被害・対応状況

●地震情報、気象情報 

●一時滞在施設の開設状況 

●一時滞在施設の受入状況 

 など 

≪情報受伝達の流れ≫ 

怪我･ﾊﾟﾆｯｸを解消！

一時滞在施設 

駅関係者商業施設が協力！

弱者優先

要配慮者専用の施設 
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発災後の行動フロー 3.
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Ⅴ 今後の取組内容 
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