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川崎市 建物倒壊マップ 川崎市 火災延焼マップ

●揺れによる建物被害については、100棟以上の

半壊建物被害の分布が川崎区・幸区・中原区に

多く見られます。

●老朽木造住宅が密集する地区において、建物倒壊

による被害が広範囲に生じる恐れがあります。

●建物倒壊による人的・経済的被害は極めて大き

く、また、これに起因して出火リスクも上昇し

ます。

●建物倒壊による道路閉塞によって緊急交通路等

の交通機能が分断される恐れもあります。

●火災延焼による建物被害について

　建物クラスター（火災の延焼が連担する建物

群）の分布をみると、1,000棟以上のクラス

ターが川崎区・幸区・中原区に多く、高津

区・宮前区・多摩区・麻生区の一部にも見ら

れます。（ただし、臨海部のコンビナート地

域の危険物施設は除く。）

●老朽木造住宅が密集する地区において、火災

の延焼が広範囲に拡大する恐れがあります。
図　阪神・淡路大震災の様子
（出展：国土交通省HP）

図　阪神・淡路大震災の様子
（出展：国土交通省HP）

図 揺れによる自治体判定建物被害（半壊以上）棟数分布
（川崎市直下の地震）

（出典：平成 21 年度川崎市地震被害想定調査）

※

※マグニチュード7.3

　市域においては、震度５強～７の揺れとなると想定される

　（冬18時に発生した場合）

図 冬の気象条件による建物クラスター分布
（構成建物 1,000 棟以上）

（川崎市直下の地震）

（出典：平成 21 年度川崎市地震被害想定調査）
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川崎市 ゆれやすさマップ
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川崎市は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成
7年法律第123号）に基づき、近年、多発する大地震に備
え、建築物の耐震性の向上を図るための基本的な施策を
定めた『川崎市耐震改修促進計画』を平成19年4月に策
定しました。
「ゆれやすさマップ」は、この計画に定める建築物の耐

震化の必要性についての普及・啓発活動の一環として作成
しました。

「ゆれやすさマップ」の目的
「ゆれやすさマップ」は、市内全域の支持地盤において、

同じ強さのゆれを発生させた場合に、どれだけ地表面でゆ
れるかを想定したものですが、凡例では、このゆれやすさを
3段階に区分しています。例えば、支持地盤に震度5弱のゆ
れを発生させると、『ゆれやすい』区域の地表面では震度5
強～6弱程度の地震になります。同様に、『比較的ゆれやす
い』区域の地表面では震度5強程度の地震になり、『ゆれにく
い』区域では、地表面でも、震度5弱程度の地震になります。
「ゆれやすさマップ」は、地盤の違いによる地表面のゆれ

やすさを表した地図です。
地図に示した「ゆれやすい」、「比較的ゆれやすい」区域

であっても、建築物の杭を支持地盤まで到達させるなど、
建築基準法等に適合した建築物であれば安全です。

＊シルト（silt）とは、粒が砂より小さく粘土より粗い砕屑物のことをい
います。
地質学では、泥（粒径が1/16mm以下のもの）の中で、粘土（粒径
が1/256mm以下）より粒が大きく粗いもの（粒径1/16mm～
1/256mm）をシルトと呼びます。

「ゆれやすさマップ」は、市内全域の支持地盤において、
同じ強さのゆれを発生させた場合に、どれだけ地表面でゆ
れるかを想定し、50mメッシュで相対的に表示したもので
す。

支持地盤とは、中規模建築物等の荷重を負担させる地
盤をいい、支持地盤から地表面までの地盤を表層地盤とい
います。一般的に、表層地盤の層厚が薄いほど固い地盤、
厚いほど軟らかい地盤であることが多くなります。また、地
質では礫（れき）や砂礫等が多いほど地盤が固く、シルト等
が多いほど地盤が軟らかくなります。（イメージ図）

このマップから読み取れることは、川崎市は海側である
南部ほど地盤が軟弱でゆれやすく、内陸側である北部ほど
地盤が固くゆれにくいことが判ります。

大地震による建築物の被害は、地盤の影響だけではな
く、建築物の構造・形状による影響が大きいことから、川崎
市で実施している建築物の耐震診断・改修助成制度等（川
崎市のホームページ等で掲載しています。）を活用してい
ただき、建築物の耐震性を向上させることによって、災害
に強い安全で安心なまちづくりを目指しましょう。

川崎市ゆれやすさマップの凡例

イメージ図

地表面でのゆれ（震度）
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地表面のゆれやすさの表現 一般的な地質の状態
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一般的に、支持地盤とは、中規模建築物等の荷重を杭等で
負担させる地盤をいいます。

表層地盤とは、支持地盤
から地表面までの地盤を
いいます。
一般的に、表層地盤の層
厚が薄いほど固い地盤、
厚いほど軟らかい地盤で
あることが多くなります。

・ ・・ ・

1

「ゆれやすさマップ」とは2

「ゆれやすさマップ」の
凡例について3

①「ゆれやすさマップ」は、地図の精度上誤差を含んでい
ます。したがって、表示区域は厳密なものではありません
ので、公に証明する資料として利用することはできませ
ん。参考図としてご利用ください。

②「ゆれやすさマップ」に示す50mメッシュ表示は、その
メッシュ内の平均的な値を示すものであり、これを活用
する際には、各メッシュの面的な広がり具合やその分布
などに着目することが重要になります。

③「ゆれやすさマップ」に示す50mメッシュ表示は、地震発
生時に表示されたとおりの状況が実際に発生する事を
示すものではありません。震源の深さ、規模及び地震発
生時の自然条件によって変わります。

④この「ゆれやすさマップ」は、地盤の違いによる地表面の
ゆれやすさを表した地図です。建築物の危険度を表した
地図ではありません。

「ゆれやすさマップ」の
ご利用条件及び注意事項4

問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課

電話 044-200-3017
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